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(57)【要約】
【課題】導光板の構成を削除できるディスプレイ装置を
提供する。
【解決手段】曲面状のディスプレイパネルと、前記ディ
スプレイパネルの後方側に離隔して配置される曲面状の
ボトムサッシと、前記ボトムサッシの内部両側のうち少
なくともいずれか一側に配置され、前記ボトムサッシに
向かって光を照射する少なくとも一つのバックライトユ
ニットと、を含み、前記ボトムサッシは、前記バックラ
イトユニットから照射された光を前記ディスプレイパネ
ルに向かって反射させる曲面ディスプレイ装置を構成す
る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲面状のディスプレイパネルと、
　前記ディスプレイパネルの後方側に離隔して配置される曲面状のボトムサッシと、　前
記ボトムサッシの内部両側のうち少なくともいずれか一側に配置され、前記ボトムサッシ
に向かって光を照射する少なくとも一つのバックライトユニットと、
を含み、
　前記ボトムサッシは、前記バックライトユニットから照射された光を前記ディスプレイ
パネルに向かって反射させる曲面ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記ボトムサッシは、左右方向に進行しながら変更される曲率を有するように曲面状に
形成される、請求項１に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ボトムサッシは、その中央を中心に両側が対称をなすように曲面状に形成される、
請求項２に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記バックライトユニットは、上下に長く配置された基板と、前記基板の上下方向に離
隔して配置された複数の発光ダイオードと、を含む、請求項１に記載の曲面ディスプレイ
装置。
【請求項５】
　前記バックライトユニットは、前記複数の発光ダイオードにそれぞれ設置され、前記複
数の発光ダイオードによって発生した光が前記ボトムサッシの内面に照射されるように光
を案内する光ガイドをさらに含む、請求項４に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記光ガイドは、放物線状の反射面を有するパラボラリフレクタを含む、請求項５に記
載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記光ガイドは光学レンズを含む、請求項５に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項８】
　前記ボトムサッシの内面に配置され、前記バックライトユニットから照射された光を反
射させる反射層をさらに含む、請求項１に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイパネルと前記ボトムサッシとの間に配置され、前記ボトムサッシから
離隔して配置される拡散板をさらに含む、請求項１に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記拡散板の後面には逆プリズム状のパターンが形成される、請求項９に記載の曲面デ
ィスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記拡散板の前面に配置され、拡散板を通過した光が拡散されて前記ディスプレイパネ
ル側に伝達されるようにする拡散シートをさらに含む、請求項９に記載の曲面ディスプレ
イ装置。
【請求項１２】
　前記ボトムサッシの内面中央部に配置される補助バックライトユニットをさらに含む、
請求項１に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記ボトムサッシの内面には、前記複数の発光ダイオードから照射された光を拡散させ
るための拡散パターンが形成される、請求項４に記載の曲面ディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記拡散パターンは、前記発光ダイオードに対して垂直な前記ボトムサッシの部位を中
心に制限的に形成される、請求項１３に記載の曲面ディスプレイ装置。



(3) JP 2014-85676 A 2014.5.12

10

20

30

40

50

【請求項１５】
　前記ディスプレイパネルと前記ボトムサッシとの間の離隔状態を維持するためのミドル
モールドをさらに含む、請求項１に記載の曲面ディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、左右方向に曲率を有して形成された曲面ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ディスプレイモジュールは、映像がディスプレイされるディスプレイパネルを
含む装置であり、最近は、液晶表示パネルを用いるディスプレイモジュールが広く使用さ
れている。
【０００３】
　ディスプレイモジュールは、液晶表示パネルなどのディスプレイパネルと、ディスプレ
イパネルの後方側に配置されたバックライトユニットとを含む。
【０００４】
　バックライトユニットは、ディスプレイパネルの後方両側に互いに対向するように配置
され、光を発生させる一対の発光ダイオードモジュールと、ディスプレイパネルの後方側
に二つの発光ダイオードモジュール間に配置され、二つの発光ダイオードモジュールから
照射された光をディスプレイパネルに案内する導光板とを含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以下の説明は、導光板の構成を削除できるディスプレイ装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の一側面に係る曲面ディスプレイ装置は、曲面状のディスプレイパネルと、前記デ
ィスプレイパネルの後方側に離隔して配置される曲面状のボトムサッシと、前記ボトムサ
ッシの内部両側のうち少なくともいずれか一側に配置され、前記ボトムサッシに向かって
光を照射する少なくとも一つのバックライトユニットと、を含み、前記ボトムサッシは、
前記バックライトユニットから照射された光を前記ディスプレイパネルに向かって反射さ
せる。
【０００７】
また、前記ボトムサッシは、左右方向に進行しながら変更される曲率を有するように曲面
状に形成される。
【０００８】
また、前記ボトムサッシは、その中央を中心に両側が対称をなすように曲面状に形成され
る。
【０００９】
　また、前記バックライトユニットは、上下に長く配置された基板と、前記基板に上下に
離隔して配置された複数の発光ダイオードとを含む。
【００１０】
　また、前記バックライトユニットは、前記複数の発光ダイオードにそれぞれ設置され、
前記複数の発光ダイオードによって発生した光が前記ボトムサッシの内面に照射されるよ
うに光を案内する光ガイドをさらに含む。
【００１１】
　また、前記光ガイドは、放物線状の反射面を有するパラボラリフレクタを含む。
【００１２】
また、前記光ガイドは光学レンズを含む。
【００１３】



(4) JP 2014-85676 A 2014.5.12

10

20

30

40

50

　また、前記ボトムサッシの内面に配置され、前記バックライトユニットから照射された
光を反射させる反射層をさらに含む。
【００１４】
　また、前記ディスプレイパネルと前記ボトムサッシとの間に配置され、前記ボトムサッ
シから離隔して配置される拡散板をさらに含む。
【００１５】
　また、前記拡散板の後面には、逆プリズム状のパターンが形成される。
【００１６】
　また、前記拡散板の前面に配置され、拡散板を通過した光が拡散されて前記ディスプレ
イパネル側に伝達させる拡散シートをさらに含む。
【００１７】
　また、前記ボトムサッシの内面中央部に配置される補助バックライトユニットをさらに
含む。
【００１８】
　また、前記ボトムサッシの内面には、前記複数の発光ダイオードから照射された光を拡
散させるための拡散パターンが形成される。
【００１９】
　また、前記拡散パターンは、前記発光ダイオードに対して垂直な前記ボトムサッシの部
位を中心に制限的に形成される。
【００２０】
　また、前記曲面ディスプレイ装置は、前記ディスプレイパネルと前記ボトムサッシとの
間の離隔状態を維持するためのミドルモールドをさらに含む。
【００２１】
　また、前記曲面ディスプレイ装置は、前記ミドルモールドの前方側に設置され、前記デ
ィスプレイパネルと前記ミドルモールドとの結合状態を維持するためのトップサッシをさ
らに含む。
【００２２】
　また、本発明の一側面は、両側端が前方側に突出した曲面状のディスプレイパネルと、
両側端が前方側に突出し、前記ディスプレイパネルの後方側に離隔して配置される曲面状
のボトムサッシと、前記ボトムサッシの内部両側のうち少なくともいずれか一側に配置さ
れたバックライトユニットと、を含み、前記ボトムサッシは、前記バックライトユニット
から照射された光を前記ディスプレイパネルに反射させるために、左右方向に進行しなが
ら変更される曲率を有するように曲面状に形成される。
【発明の効果】
【００２３】
　上述したように、本発明に係るディスプレイ装置は、バックライトユニットによって発
生した光が曲面ボトムサッシによって反射されてディスプレイパネルに案内されるので、
結果的に、光をディスプレイパネルに案内するための導光板をディスプレイ装置から削除
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態に係る曲面ディスプレイ装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る曲面ディスプレイ装置に適用されたディスプレイモジ
ュールを示した分解斜視図である。
【図３】ディスプレイモジュールの一側端部を示した断面図である。
【図４】図３のＡ部を示した拡大図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る曲面ディスプレイ装置に適用されたディスプレイモ
ジュールの一側端部を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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　以下では、本発明の一実施形態に係る曲面ディスプレイ装置を図面を参照して詳細に説
明する。
【００２６】
　本発明の一実施形態に係る曲面ディスプレイ装置１は、図１に示したように、その両側
端が中央部に比べて前方側に突出した曲面状に形成することによって、曲面ディスプレイ
装置１上の２Ｄ画像でも立体感又は３次元効果を提供する。
【００２７】
　このような曲面ディスプレイ装置１は、図２と図３に示したように、画像を表示するデ
ィスプレイモジュール１００を含む。
【００２８】
　ディスプレイモジュール１００は、画像が表示されるディスプレイパネル１０と、ディ
スプレイパネル１０の後方両側に配置された一対のバックライトユニット２０と、ディス
プレイパネル１０とバックライトユニット２０との間に配置され、バックライトユニット
２０によって発生した光をディスプレイパネル１０に拡散させる拡散板３０と、ディスプ
レイパネル１０と拡散板３０を支持するミドルモールド４０と、ミドルモールド４０の前
方側に結合され、ディスプレイパネル１０とミドルモールド４０との結合状態を維持する
トップサッシ５０と、ミドルモールド４０の後方側に結合され、内部両側に一対のバック
ライトユニット２０が配置されるボトムサッシ６０とを含む。
【００２９】
　本実施形態において、曲面ディスプレイ装置１が曲面状に形成されているので、曲面デ
ィスプレイ装置１に内蔵されるディスプレイモジュール１００も、左右方向に曲率を有す
るように形成される。したがって、ディスプレイモジュール１００を構成するディスプレ
イパネル１０、拡散板３０、ミドルモールド４０、トップサッシ５０及びボトムサッシ６
０は、それぞれ左右方向に曲率を有するように形成され、各構成要素の両側端が中央部に
比べて前方側に突出した形態になる。このとき、各構成要素の曲率は同一であり得るが、
設計に応じては異なる曲率を有する場合もある。
【００３０】
　ディスプレイパネル１０は、液晶表示パネルであって、薄膜トランジスタを有する薄膜
トランジスタ基板１１と、薄膜トランジスタ基板１１と対面しているカラーフィルター基
板１２と、薄膜トランジスタ基板１１とカラーフィルター基板１２との間に配置された液
晶層（図示せず）とを含む。また、ディスプレイパネル１０は、薄膜トランジスタ基板１
１の一側に設けられた軟性印刷回路基板１３と、軟性印刷回路基板１３に装着された駆動
チップ１４と、軟性印刷回路基板１３の他側に連結されたパネル回路基板１５とを含む。
本実施形態において、ディスプレイパネル１０は、その中央側から両側に進行しながら変
更される曲率を有するように曲面状に形成され、また、その中央部を中心に両側が互いに
対称をなすように曲面状に形成される。
【００３１】
　バックライトユニット２０は、ボトムサッシ６０の内部両側に配置され、ボトムサッシ
６０の内部中央側に向かって光を照射する構成となっている。各バックライトユニット２
０は、上下に長く延長され、ボトムサッシ６０の内部両側端に配置された基板２１と、基
板２１の上下に離隔して配置された複数の発光ダイオード２２とを含む。
【００３２】
　また、バックライトユニット２０は、各発光ダイオード２２に設置され、発光ダイオー
ド２２によって発生した光がボトムサッシ６０に向かって照射されるように光を案内する
光ガイド２３をさらに含む。本実施形態において、光ガイド２３は、放物線状の反射面を
有するパラボラリフレクタを含む。したがって、発光ダイオード２２によって発生した光
のほとんどは、光ガイド２３を通してボトムサッシ６０の内面に案内され、ボトムサッシ
６０によって反射された後、間接的にディスプレイパネル１０に伝達される。
【００３３】
　ミドルモールド４０の前方側には拡散板３０、ディスプレイパネル１０及びトップサッ
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シ５０が順次設置され、ミドルモールド４０の後方側にはボトムサッシ６０が設置される
。ミドルモールド４０は、各構成要素を支持するとともに、ディスプレイパネル１０とボ
トムサッシ６０との間の空間を維持する。
【００３４】
　トップサッシ５０は、ディスプレイパネル１０の前面外郭側を覆うベゼル部５０ａと、
ベゼル部５０ａの端部から後方側に折り曲げられてミドルモールド４０の側面を覆うトッ
プ側面部５０ｂとを含む。
【００３５】
　ボトムサッシ６０は、ディスプレイモジュール１００の後面を形成する後面部６０ａと
、後面部６０ａの周囲から前方側に延長されてミドルモールド４０内に結合されるボトム
側面部６０ｂとを含む。
【００３６】
　ボトムサッシ６０は、両側端が中央部に比べて突出するように曲面状に形成されている
ので、ボトムサッシ６０の後面部６０ａも、両側端が中央部に比べて前方側に突出するよ
うに曲面状に形成される。
【００３７】
　したがって、発光ダイオード２２によって発生した光は、曲面状のボトムサッシ６０の
後面部６０ａによって反射されてディスプレイパネル１０側に案内される。すなわち、ボ
トムサッシ６０の後面部６０ａは、発光ダイオード２２によって発生した光をディスプレ
イパネル１０に案内する役割をする。結果的に、一般的な又は従来のディスプレイ装置に
使用された導光板に対応する構成要素を削除したとしても、ボトムサッシ６０を通して発
光ダイオード２２によって発生した光をディスプレイパネル１０に案内することができる
。
【００３８】
　ボトムサッシ６０は、ディスプレイパネル１０に全体的に均一に光を反射させるために
、左右方向に進行しながら変更される曲率を有するように曲面状に形成される。また、ボ
トムサッシ６０は、中央部から両側に進行しながら変更される曲率を有するように曲面状
に形成される。さらに、ボトムサッシ６０は、中央部を中心に両側が互いに対称をなすよ
うに曲面状に形成される。
【００３９】
　本実施形態において、ボトムサッシ６０の後面部６０ａの内側面には、光の反射をより
効率的に行うための反射層６１が形成される。結果的に、反射層６１により、ボトムサッ
シ６０に照射された光は、ディスプレイパネル１０が位置した前方側に反射される。本実
施形態において、反射層６１は、シート状の部材をボトムサッシ６０の後面部６０ａの内
側面に配置することによって形成される。
【００４０】
　反射層６１には、反射層６１に照射された光をより効率的に拡散させるための拡散パタ
ーン６１ａ（図４参照）を形成することができる。本実施形態において、拡散パターン６
１ａは、図４に示したように、発光ダイオード２２に対して垂直な反射層６１の部位を中
心に制限的に形成される。すなわち、発光ダイオード２２によって発生したほとんどの光
は発光ダイオード２２に対して垂直に照射されるが、前記の反射層６１の部位からの光を
反射層６１の他の部位からの光と同一に拡散させる場合、ディスプレイパネル１０の明る
さが全体的に均一にならないので、このような現象を拡散パターン６１ａによって防止す
る。
【００４１】
　拡散板３０は、ボトムサッシ６０から離隔して配置され、拡散板３０とボトムサッシ６
０の内面との間の空間の両側、すなわち、ボトム側面部６０ｂ側にバックライトユニット
２０が配置される。したがって、バックライトユニット２０によって発生した光は、拡散
板３０とボトムサッシ６０の後面部６０ａとの間の空間を通してボトムサッシ６０の後面
部６０ａに照射される。本実施形態において、拡散板３０の前面には拡散シート３１が配
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置され、拡散板３０を通過した光をもう一度拡散させる構成となっている。
【００４２】
　また、拡散板３０の後面には、図４に示したように、逆プリズム状のパターン３０ａが
形成される。したがって、拡散板３０の後面に小さい入射角で入射された光は、拡散板３
０を透過してディスプレイパネル１０に照射される一方、拡散板３０の後面に大きな入射
角で入射された光は、逆プリズム状のパターン３０ａによってボトムサッシ６０の内面に
向かって反射された後、ボトムサッシ６０によって拡散及び反射される。本実施形態にお
いて、バックライトユニット２０は、ディスプレイパネル１０の後方両側のみに配置され
ているが、これに限定されることはなく、ディスプレイパネル１０の中央部で十分な量の
光が得られない場合は、図５に示したように、ボトムサッシ６０の後面部６０ａの中央部
に複数の補助バックライトユニット７０を配置し、ディスプレイパネル１０の中央部に十
分な量の光を照射させることも可能である。
【００４３】
　本実施形態において、ボトムサッシ６０の後面部６０ａの内側には反射層６１が形成さ
れているが、これに限定されることはなく、反射層６１に対応する構成要素がないとして
も、ボトムサッシ６０の内面によって直接光を反射させることも可能である。
【００４４】
　さらに、本実施形態において、拡散パターン６１ａは、発光ダイオード２２に対して垂
直な反射層６１の部位を中心に制限的に形成されているが、これに限定されることはなく
、設計に応じて反射層に全体的に拡散パターンを形成することも可能である。
【００４５】
　また、拡散パターンが反射層に全体的に形成される場合、発光ダイオードに対して垂直
な反射層の部位に形成された拡散パターンを反射層の残りの部位に形成された拡散パター
ンより大きく形成し、発光ダイオードに対して垂直な反射層の部位での光の拡散を反射層
の残りの部位での光の拡散より大きくすることも可能である。
【００４６】
　また、拡散パターンがないとしても、反射層は、部位によって異なる表面粗さを有する
ように形成することも可能である。
【００４７】
　また、本実施形態において、光ガイド２３はパラボラリフレクタを含むが、これに限定
されることはなく、光ガイドが透明な光学レンズを含み、光が光ガイドを通過して方向性
を有するようにすることも可能である。
【００４８】
　さらに、本実施形態において、反射層６１は、シート状の部材をボトムサッシ６０の内
面に配置することによって形成されるが、これに限定されることはなく、例えば、ボトム
サッシ６０の内面に塗料を塗布して反射層を形成したり、又は、ボトムサッシの内面を加
工して反射層を形成することもできる。
【００４９】
　本実施形態において、バックライトユニット２０は、発光ダイオード２２と、発光ダイ
オード２２が実装された基板２１とを含むが、これに限定されることはなく、例えば、冷
陰極蛍光ランプなどのように光を発生させる多様な照明装置をバックライトユニット２０
として使用することができる。
【００５０】
　また、本実施形態において、バックライトユニット２０は、ディスプレイパネル１０の
後方両側に配置されているが、これに限定されることはなく、設計に応じては、ディスプ
レイパネル１０の後方両側のうちいずれか一側のみにバックライトユニット２０を配置す
ることも可能である。
【００５１】
　本発明は、前記で記載した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の思想から逸
脱しない範囲で多様に修正及び変形可能であることは、この技術の分野で通常の知識を有
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する者にとって自明である。したがって、修正例又は変形例は、本発明の特許請求の範囲
に属するものと言えるだろう。
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　曲面ディスプレイ装置
　　１０　　ディスプレイパネル
　　２０　　バックライトユニット
　　３０　　拡散板
　　４０　　ミルドモールド
　　５０　　トップサッシ
　　６０　　ボトムサッシ
　　１００　　ディスプレイモジュール
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