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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源が収容されるシャーシと、
　前記シャーシの内面側に配され、前記光源からの光を反射可能な光反射シートと、を備
え、
　前記光源は、前記シャーシの底板に配され、
　前記光反射シートは、前記底板の表面に沿って延在するシート底部と、前記シート底部
の周縁から延びるシート傾斜部と、を有し、
　前記シート傾斜部は、前記シート底部に対して、当該照明装置の光出射側に傾斜してお
り、
　前記光反射シートにおける前記光源側の面において、前記シート底部と前記シート傾斜
部との境界線に沿った領域であって当該境界線を含む境界部の光反射率が、前記境界部に
対して前記境界線よりも離れる側に隣接する離側隣接部の光反射率より高く設定されてお
り、
　前記シート底部と前記シート傾斜部との境界線は、平面視において、矩形波状をなすこ
と特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光反射シートにおける前記光源側の面において、前記境界線から離れるにつれて、
光反射率が低くなるように設定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。
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【請求項３】
　前記離側隣接部には、前記光反射シートの光反射率より低い光反射率で設定された光反
射部が形成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】
　前記光反射部はドットパターンによって構成されることを特徴とする請求項３に記載の
照明装置。
【請求項５】
　前記シート底部と前記シート傾斜部との境界線は、平面視において、非直線状をなすこ
とを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記シート底部は、平面視において略矩形状をなし、前記シート傾斜部は、前記シート
底部の周囲四辺から、それぞれ延びていることを特徴とする請求項１から請求項５のいず
れか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記光源は発光ダイオードであることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１
項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記光源を覆う形で配され、前記光源からの光を拡散可能な拡散レンズを備えているこ
とを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記光源は、前記シャーシの底板に沿う方向に複数個行列状に配列されていることを特
徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の照明装置と、
　前記照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備えることを特徴とする
表示装置。
【請求項１１】
　前記表示パネルが液晶を用いた液晶パネルであることを特徴とする請求項１０に記載の
表示装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１に記載された表示装置を備えることを特徴とするテレビ受信
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置、表示装置、及びテレビ受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶テレビなどの液晶表示装置に用いる液晶パネルは、自発光しないため、別途
に照明装置としてバックライト装置を必要とする。このバックライト装置は、液晶パネル
の裏側（表示面とは反対側）に設置されるものが周知であり、液晶パネル側に開口された
形状をなすシャーシと、シャーシにおける底板の内面側に設置される複数の光源（例えば
冷陰極管やＬＥＤなど）と、シャーシ内に敷設され、光源からの光を液晶パネル側に反射
させる光反射シートとを備える。なお、この種のバックライト装置の一例として下記特許
文献１に記載されたものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４６１２６号公報
【０００４】
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（発明が解決しようとする課題）
　上記したバックライト装置に敷設される光反射シートは、シャーシの底板に沿って配さ
れるシート底部と、シート底部の周縁部から延び、シート底部に対して液晶パネル側へ傾
斜するシート傾斜部とから構成されている。より具体的には、シート傾斜部は、シャーシ
の外側へ向かうにつれて、液晶パネル側へ近づく形で傾斜している。このシート傾斜部に
よって、反射した光を内側（液晶表示装置の中心側）に指向させることが可能となってい
る。
【０００５】
　このようなバックライト装置において、光源の光軸が、液晶パネル側へ向かう形で底板
に配されている構成（つまり、光源が光反射シートの底部に対応した箇所に配されている
構成）の場合、光反射シートにおけるシート底部とシート傾斜部との境界線付近（シート
底部の周縁端部かつシート傾斜部の基端部）は、その周辺部分と比較して暗部になりやす
い。
【０００６】
　このような事態は、次に説明する２つの理由から発生すると考えられる。
　第１の理由は、境界線付近はシート底部の周縁端部に相当するから、光源からの距離が
シート底部の中央側と比較して遠くなるためである。この結果、境界線付近には、シート
底部の中央側と比較して、到達する光の量が相対的に少なくなる。
【０００７】
　第２の理由は、一般的に、指向性の高い光源では、光軸に対する傾き角度によって光出
射量が異なり、その傾き角度が大きくなる方向ほど光出射量が少なくなるためである。具
体的には、上記例では、シート傾斜部の基端部とシート傾斜部の先端部とを比較すると、
光源の光軸に対する傾き角度が、シート傾斜部の基端部側で大きくなり、該基端部に到達
する光の量が相対的に少なくなる。
【０００８】
　以上の２つの理由から、光反射シートにおけるシート底部とシート傾斜部との境界線付
近には、到達する光の量が相対的に少なくなり、液晶パネル側へ反射される反射光の量が
少なくなる。その結果、バックライト装置においては、この境界線に沿って、他の箇所よ
り暗い箇所（暗部）が形成され、輝度ムラとなるおそれがあった。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、輝度ムラを抑制可能な
照明装置を提供することを目的とする。また、このような照明装置を備えた表示装置、及
びテレビ受信装置を提供することを目的とする。
【００１０】
（課題を解決するための手段）
　本発明は、光源と、前記光源が収容されるシャーシと、前記シャーシの内面側に配され
、前記光源からの光を反射可能な光反射シートと、を備え、前記光源は、前記シャーシの
底板に配され、前記光反射シートは、前記底板の表面に沿って延在するシート底部と、前
記シート底部の周縁から延びるシート傾斜部と、を有し、前記シート傾斜部は、前記シー
ト底部に対して、当該照明装置の光出射側に傾斜しており、前記光反射シートにおける前
記光源側の面において、前記シート底部と前記シート傾斜部との境界線に沿った領域であ
って当該境界線を含む境界部の光反射率が、前記境界部に対して前記境界線よりも離れる
側に隣接する離側隣接部の光反射率より高く設定されていることに特徴を有する。
【００１１】
　本発明においては、シート底部とシート傾斜部との境界線に沿った境界部の光反射率を
、境界部と隣接する離側隣接部の光反射率より高く設定した。光反射率を高く設定すれば
、反射光の量が増加し、輝度が高くなる。このような構成とすれば、光源からの出射光が
比較的到達し難い箇所である境界部（つまり、光反射率が一定の場合、輝度が低くなりや
すい箇所）の輝度が、これと境界線より離れる側に隣接する離側隣接部の輝度に比べて、
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低くなることを抑制でき、境界部が暗部となることを抑制できる。
【００１２】
　上記構成において、前記光反射シートにおける前記光源側の面において、前記境界線か
ら離れるにつれて、光反射率が低くなるように設定されているものとすることができる。
このような構成とすれば、境界部及び離側隣接部において輝度が急激に変化する事態を抑
制でき、輝度ムラを抑制できる。
【００１３】
　また、前記離側隣接部には、前記光反射シートの光反射率より低い光反射率で設定され
た光反射部が形成されているものとすることができる。このような構成とすれば、境界部
の光反射率（光反射シートの光反射率と同じ）に対して、離側隣接部の光反射率を低くす
ることができる。つまり、離側隣接部の光反射率に対して、境界部の光反射率を高くする
ことができる。
【００１４】
　離側隣接部の光反射率に対して、境界部の光反射率を高くする場合、例えば、光反射率
が一定の光反射シート上において、境界部に光反射率のより高い光反射部を形成する構成
も考えられる。ところが、一般的に、光反射シートは、光の利用効率を高くするために、
高い光反射率で設定されている。このため、元々高い光反射率で設定されている光反射シ
ート上において、境界部の光反射率だけを、さらに（離側隣接部よりも）高く設定するこ
とは困難である。このため、本発明においては、離側隣接部に、光反射シートの光反射率
より低い光反射率の光反射部を形成することで、離側隣接部の光反射率を低下させる構成
とした。これにより、離側隣接部の光反射率に対して、境界部の光反射率を高くする構成
を容易に実現できる。
【００１５】
　また、前記光反射部はドットパターンによって構成されるものとすることができる。光
反射部をドットパターンによって構成とすれば、各ドットの態様（面積、配置間隔等）を
設定することにより、光反射部（ひいては離側隣接部）の光反射率を容易に設定すること
が可能となる。
【００１６】
　また、前記シート底部と前記シート傾斜部との境界線は、平面視において、非直線状を
なすものとすることができる。このようにすれば、万が一、境界線に沿った領域（境界部
）が暗部となった場合であっても、その暗部は、平面視において非直線状をなす。暗部が
非直線状であれば、直線状をなす場合と比較して、暗部と、その周辺部分との境目がぼや
けるため、輝度ムラとして認識されにくくなる。なお、ここでいう「境界線が非直線状」
というのは、シート底部とシート傾斜部との境界線が全長に渡って直線形状でないことを
指す。言い換えると、境界線の一部に直線形状をなす部分が含まれていてもよい。
【００１７】
　また、前記シート底部と前記シート傾斜部との境界線は、平面視において、矩形波状を
なすものとすることができる。矩形波状の境界線であれば、その他の非直線形状（例えば
、正弦波状の曲線など）と比較して、境界線を形成しやすい。また、仮に、境界線を曲線
で形成しようとすれば、シート傾斜部の傾斜面も曲面形状となり、これによって、輝度ム
ラの発生が懸念される。この点、矩形波状の境界線であれば、シート傾斜部の傾斜面を平
面のみで構成できるから、上記の原因によって輝度ムラが発生する懸念もない。
【００１８】
　また、前記シート底部は、平面視において略矩形状をなし、前記シート傾斜部は、前記
シート底部の周囲四辺から、それぞれ延びているものとすることができる。
【００１９】
　また、前記光源としては発光ダイオードを例示することができる。発光ダイオードを使
用することで消費電力を抑えることができる。
【００２０】
　また、前記光源を覆う形で配され、前記光源からの光を拡散可能な拡散レンズを備えて
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いるものとすることができる。拡散レンズによって、光源からの光が拡散される。これに
より、各光源間の配置間隔を大きくしつつ（すなわち光源数を削減しつつ）、輝度を均一
にすることができる。
【００２１】
　また、前記光源は、前記シャーシの底板に沿う方向に複数個行列状に配列されているも
のとすることができる。
【００２２】
　次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上述した照明装置と、前記照
明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルと、を備えることを特徴とする。
【００２３】
　また、前記表示パネルとしては液晶パネルを例示することができる。このような表示装
置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのデスクトップ画面等に
適用でき、特に大型画面用として好適である。
【００２４】
　次に、上記課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、上記表示装置を備える
ことを特徴とする。
【００２５】
（発明の効果）
　本発明によれば、輝度ムラを抑制可能な照明装置と、このような照明装置を備えた表示
装置、及びテレビ受信装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態１に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図。
【図２】図１のテレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図。
【図３】図２の液晶表示装置が備えるバックライト装置を示す平面図。
【図４】図２の液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図（図３のiv-iv線
断面図）。
【図５】図２の液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図（図３のv-v線断
面図）。
【図６】図４においてＬＥＤ周辺を拡大した拡大断面図。
【図７】ＬＥＤからの出射光を示す拡大断面図。
【図８】図３のシャーシ側反射シートの周縁部付近を拡大した拡大図。
【図９】図３のシャーシ側反射シートの光反射率の分布を示す概略図。
【図１０】比較例を示す拡大図。
【図１１】本発明の実施形態２に係るシャーシ側反射シートの周縁部付近を拡大した拡大
図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１ないし図１０によって説明する。本実施形態では、液晶表示
装置１０について例示する。なお、各図面の一部にはＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸が描かれており
、各軸方向が各図面で共通した方向となるように描かれている。また、図４及び図５に示
す上側を表側とし、同図下側を裏側とする。
【００２８】
　本実施形態に係るテレビ受信装置ＴＶは、図１に示すように、液晶表示装置１０と、当
該液晶表示装置１０を挟むようにして収容する表裏両キャビネットＣａ，Ｃｂと、電源Ｐ
と、チューナーＴと、スタンドＳと、を備えて構成される。液晶表示装置１０（表示装置
）は、全体として横長の方形（矩形状）をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶
表示装置１０は、図２に示すように、表示パネルである液晶パネル１１と、外部光源であ
るバックライト装置１２（照明装置）とを備え、これらが枠状のベゼル１３などにより一
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体的に保持されるようになっている。本実施形態では、画面サイズが４２インチで横縦比
が１６：９のものを例示するものとする。
【００２９】
　次に、液晶表示装置１０を構成する液晶パネル１１及びバックライト装置１２について
順次に説明する。このうち、液晶パネル１１（表示パネル）は、平面視矩形状をなしてお
り、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガ
ラス基板間に液晶が封入された構成とされる。一方のガラス基板には、互いに直交するソ
ース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子（例えばＴＦＴ）と、そのスイッ
チング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられ、他方のガラス基板には
、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィ
ルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両ガラス基板の外側には偏
光板１１Ａ、１１Ｂがそれぞれ配されている（図７参照）。
【００３０】
　続いて、バックライト装置１２について詳しく説明する。バックライト装置１２は、液
晶パネル１１のパネル面（表示面）の背面直下に、複数のＬＥＤユニットＵが設けられた
、いわゆる直下型のバックライト装置である。図２に示すように、バックライト装置１２
は、光出射面側（液晶パネル１１側）に開口部１４ｂを有した略箱型をなすシャーシ１４
と、シャーシ１４の開口部１４ｂを覆うようにして配される光学部材１５群（拡散板１５
ａと、拡散板１５ａと液晶パネル１１との間に配される複数の光学シート１５ｂ）、シャ
ーシ１４の外縁部に沿って配され光学部材１５群の外縁部をシャーシ１４との間で挟んで
保持するフレーム１６と、シャーシ１４の内面側に配され、シャーシ１４内の光を光学部
材１５側に反射可能なシャーシ用光反射シート２２とを備える。
【００３１】
　さらに、シャーシ１４内には、光源であるＬＥＤ１７（Light Emitting Diode：発光ダ
イオード）などを有するＬＥＤユニットＵ（光源ユニット）が複数収容されるとともに、
ＬＥＤユニットＵをシャーシ１４に対して保持させるための保持部材２０が備えられる。
なお、当該バックライト装置１２においては、ＬＥＤユニットＵよりも光学部材１５側（
表側）が光出射側となっている。以下では、バックライト装置１２の各構成部品について
詳しく説明する。
【００３２】
　シャーシ１４は、金属製とされ、図３から図５に示すように、液晶パネル１１と同様に
矩形状をなす底板１４ａと、底板１４ａの各辺の外端から立ち上がる側板１４ｃと、各側
板１４ｃの立ち上がり端から外向きに張り出す受け板１４ｄとからなり、全体としては表
側に向けて開口した浅い略箱型（略浅皿状）をなしている。シャーシ１４は、その長辺方
向がＸ軸方向（水平方向）と一致し、短辺方向がＹ軸方向（鉛直方向）と一致している。
シャーシ１４における各受け板１４ｄには、表側からフレーム１６及び次述する光学部材
１５が載置可能とされる。各受け板１４ｄには、フレーム１６がねじ止めされている。
【００３３】
　光学部材１５は、図２に示すように、液晶パネル１１及びシャーシ１４と同様に平面に
視て横長の方形（矩形状）をなしている。光学部材１５は、図４及び図５に示すように、
その外縁部が受け板１４ｄに載せられることで、シャーシ１４の開口部１４ｂを覆うとと
もに、液晶パネル１１とＬＥＤユニットＵとの間に介在して配される。
【００３４】
　光学部材１５は、裏側（ＬＥＤユニットＵ側、光出射側とは反対側）に配される拡散板
１５ａと、表側（液晶パネル１１側、光出射側）に配される光学シート１５ｂとから構成
される。拡散板１５ａは、所定の厚みを持つほぼ透明な樹脂製の基材内に拡散粒子を多数
分散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。光学シート１５ｂは
、拡散板１５ａと比べると板厚が薄いシート状をなしている。具体的な光学シート１５ｂ
の種類としては、例えば拡散シート、レンズシート、反射型偏光シートなどがあり、これ
らの中から適宜に選択して使用することが可能である。
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【００３５】
　フレーム１６は、図２に示すように、液晶パネル１１及び光学部材１５の外周縁部に沿
う枠状をなしている。このフレーム１６と各受け板１４ｄとの間で光学部材１５における
外縁部を挟持可能とされている（図４及び図７）。また、このフレーム１６は、液晶パネ
ル１１における外縁部を裏側から受けることができる。また、フレーム１６の表側には、
ベゼル１３がネジ１３Ａによって、ネジ止めされている。これにより、ベゼル１３とフレ
ーム１６との間で液晶パネル１１の外縁部を挟持可能とされる。
【００３６】
　次に、ＬＥＤユニットＵ（光源ユニット）について詳しく説明する。ＬＥＤユニットＵ
は、図３に示すように、Ｘ軸方向に長い形状をなし、Ｙ軸方向に沿って複数組（本実施形
態では９組）配列されている。ＬＥＤユニットＵは、図６及び図７に示すように、ＬＥＤ
１７（光源）と、ＬＥＤ１７が実装されたＬＥＤ基板１８を主体に構成されている。また
、ＬＥＤユニットＵには、ＬＥＤ基板１８においてＬＥＤ１７に対応した位置に取り付け
られる拡散レンズ１９と、基板用光反射シート２３とが設けられている。以下、ＬＥＤユ
ニットＵの構成部品について順次に詳しく説明する。
【００３７】
　ＬＥＤ１７は、平面に視て点状をなす点状光源の一種であり、ＬＥＤ基板１８の長辺方
向（Ｘ軸方向）に沿って複数個（本実施形態では１７個）配列されている。ＬＥＤ１７は
、ＬＥＤチップを樹脂材により封止することで構成されている。このＬＥＤチップは、主
発光波長が１種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その
一方、ＬＥＤチップを封止する樹脂材には、ＬＥＤチップから発せられた青色の光を、白
色の光に変換する蛍光体が分散配合されている。これにより、このＬＥＤ１７は、白色発
光が可能とされる。
【００３８】
　図６に示すように、ＬＥＤ１７は、ＬＥＤ基板１８に対する実装面とは反対側の面（表
側を向いた面）が発光面１７ａ（光出射面）となる、いわゆるトップ型とされている。Ｌ
ＥＤ１７における光軸Ｅ１は、Ｚ軸方向（液晶パネル１１及び光学部材１５の主板面と直
交する方向）とほぼ一致する設定とされている。なお、ＬＥＤ１７から発せられる光は、
光軸Ｅ１を中心にして所定の角度範囲内で三次元的にある程度放射状に広がるのであるが
、その指向性は冷陰極管などと比べると高いものとされる。つまり、ＬＥＤ１７の発光強
度は、光軸Ｅ１に沿った方向が際立って高く、光軸Ｅ１に対する傾き角度が大きくなるに
連れて急激に低下するような傾向の角度分布を示す。
【００３９】
　ＬＥＤ基板１８は、図３に示すように、平面視にてＸ軸方向に長い矩形状をなしており
、長辺方向がＸ軸方向と一致し、短辺方向がＹ軸方向と一致する状態でシャーシ１４内に
おいて底板１４ａに沿って延在しつつ収容される。つまり、ＬＥＤ１７はシャーシ１４の
底板１４ａに配されている。また、ＬＥＤ基板１８における長辺方向の両端部には、コネ
クタ部１８ａが設けられている。
【００４０】
　拡散レンズ１９は、ほぼ透明で（高い透光性を有し）且つ屈折率が空気よりも高い合成
樹脂材料（例えばポリカーボネートやアクリルなど）からなる。拡散レンズ１９は、図６
に示すように、所定の厚みを有するとともに、平面に視て略円形状をなすレンズ本体１９
ａを有しており、ＬＥＤ基板１８に対して各ＬＥＤ１７を表側から個別に覆うよう、つま
り平面視にて各ＬＥＤ１７と重畳するように、それぞれ取り付けられている。拡散レンズ
１９の下面１９ｂの周縁部には、脚部１９ｅが突設されている。
【００４１】
　脚部１９ｅは、平面視において、拡散レンズ１９の周縁部に沿ってほぼ等間隔（約１２
０度間隔）で３箇所配置されており、例えば、接着剤や熱硬化性樹脂でＬＥＤ基板１８の
表面に固定されている。拡散レンズ１９の下面（ＬＥＤ１７及びＬＥＤ基板１８と対向す
る面）のうちＬＥＤ１７と平面視重畳する部位には上方側に窪んだ状態の略円錐形の入射
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凹部１９ｄが形成されており、この入射凹部１９ｄにＬＥＤ１７からの光が入射される。
また、当該拡散レンズ１９の下面には、シボ処理等の表面粗し処理が施されている。
【００４２】
　一方、拡散レンズ１９の上面（拡散板１５ａと対向する面）には、中央部（ＬＥＤ１７
と平面視重畳する部位）に下方側へ窪んだ状態の凹部１９ｆが形成され、２つの緩やかな
円弧が連なった形の光出射面１９ｃが形成されている。ＬＥＤ１７から出射された光は、
空気層と入射凹部１９ｄ、及び光出射面１９ｃと空気層との間で屈折することにより、面
状に拡散され、広角の範囲に亘って光出射面１９ｃから拡散板１５ａ側へ照射される。こ
のように拡散レンズ１９によって、ＬＥＤ１７の発光面１７ａから発せられた指向性の強
い光を拡散させつつ出射させることができる。つまり、ＬＥＤ１７から発せられた光は、
拡散レンズ１９を介することにより指向性が緩和されるので、隣り合うＬＥＤ１７間の間
隔を広くとっても、その間の領域が暗部として視認され難くなる。これにより、ＬＥＤ１
７の設置個数を少なくすることが可能となっている。
【００４３】
　また、光出射面１９ｃのうち平面に視てＬＥＤ１７と重畳する領域は、他の領域と比べ
てＬＥＤ１７からの光量が極めて多くなる領域であり、輝度が局所的に高くなる。そこで
、拡散レンズ１９の上面の中央部に上記した凹部１９ｆを形成することにより、ＬＥＤ１
７からの光の多くを広角に屈折させつつ出射させたり、或いはＬＥＤ１７からの光の一部
をＬＥＤ基板１８側に反射させたりすることができる。これにより、光出射面１９ｃのう
ちＬＥＤ１７と重畳する領域の輝度が局所的に高くなるのを抑制することができ、輝度ム
ラの防止に好適となる。
【００４４】
　各ＬＥＤ基板１８には、これらを個別に覆う大きさの基板用光反射シート２３が設けら
れている。この基板用光反射シート２３は、例えば、合成樹脂製とされ、表面が光の反射
性に優れた白色を呈するものとされる。基板用光反射シート２３は、ＬＥＤ基板１８に沿
って延在されており、ＬＥＤ基板１８と概ね同じ外形、つまり平面に視て矩形状に形成さ
れている。基板用光反射シート２３は、図６に示すように、ＬＥＤ基板１８における表側
の面、つまりＬＥＤ１７の実装面に重なるよう配されるとともにそのほぼ全域を表側から
覆うようにして配される。
【００４５】
　そして、基板用光反射シート２３は、拡散レンズ１９とＬＥＤ基板１８との間に介在し
ている。具体的には、基板用光反射シート２３は、平面視において、シャーシ用光反射シ
ート２２に形成されたレンズ挿通孔２２ｂ（後述）と平面視において重畳する形で配され
ており、レンズ挿通孔２２ｂに対応する領域内に入射した光を拡散レンズ１９側に反射さ
せることができる。これにより、光の利用効率を高めることができ、もって輝度の向上を
図ることができる。言い換えると、ＬＥＤ１７の設置個数を少なくして低コスト化を図っ
た場合でも十分な輝度を得ることができる。
【００４６】
　また、基板用光反射シート２３のうち、平面に視てＬＥＤ基板１８における各ＬＥＤ１
７と重畳する位置には、図６に示すように、各ＬＥＤ１７を通すＬＥＤ挿通孔２３ａが形
成されている。ＬＥＤ挿通孔２３ａの径寸法はＬＥＤ１７よりは大きいものの、シャーシ
用光反射シート２２のレンズ挿通孔２２ｂ及び拡散レンズ１９よりは小さいものとされる
。
【００４７】
　また、基板用光反射シート２３には、各拡散レンズ１９における各脚部１９ｅを挿通可
能な脚部挿通孔２３ｂがそれぞれ貫通形成されている。脚部挿通孔２３ｂは、平面に視て
脚部１９ｅの外形に沿うような略円形状をなしており、その径寸法は、脚部１９ｅよりも
一回り大きいものとされる。
【００４８】
　上記した構成部品からなるＬＥＤユニットＵは、図３に示すように、シャーシ１４内に
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おいてＸ軸方向及びＹ軸方向にそれぞれ複数ずつ、互いに長辺方向及び短辺方向を揃えた
状態で並列して配置されている。つまり、ＬＥＤユニットＵ（ＬＥＤ基板１８）は、シャ
ーシ１４内において共にＸ軸方向（シャーシ１４及びＬＥＤ基板１８の長辺方向）を行方
向とし、Ｙ軸方向（シャーシ１４及びＬＥＤ基板１８の短辺方向）を列方向として行列配
置（マトリクス状に配置）されている。言い換えると、ＬＥＤ１７は、Ｘ軸方向及びＹ軸
方向（シャーシ１４の底板１４ａに沿う方向）に複数個行列状に配列されている。
【００４９】
　具体的には、ＬＥＤユニットＵは、シャーシ１４内においてＸ軸方向に３つずつ、Ｙ軸
方向に９つずつ、合計２７個が並列して配置されている。そして、本実施形態では、ＬＥ
ＤユニットＵをなすＬＥＤ基板１８として長辺寸法及び実装されるＬＥＤ１７の数が異な
る２種類のものが用いられている。具体的には、ＬＥＤ基板１８としては、６個のＬＥＤ
１７が実装され、長辺寸法が相対的に長い６個実装タイプのものと、５個のＬＥＤ１７が
実装され、長辺寸法が相対的に短い５個実装タイプのものとが用いられており、シャーシ
１４におけるＸ軸方向の両端位置に６個実装タイプのものが１枚ずつ、同方向の中央位置
に５個実装タイプのものが１枚、それぞれ配されている。
【００５０】
　上記したようにＸ軸方向に沿って並んで１つの行をなす各ＬＥＤ基板１８は、隣接する
コネクタ部１８ａ同士が嵌合接続されることで相互に電気的に接続されるとともに、シャ
ーシ１４におけるＸ軸方向の両端に対応したコネクタ部１８ａが図示しない外部の制御回
路に対してそれぞれ電気的に接続される。これにより、１つの行をなす各ＬＥＤ基板１８
に配された各ＬＥＤ１７が直列接続されるとともに、その１つの行に含まれる多数のＬＥ
Ｄ１７の点灯・消灯を１つの制御回路により一括して制御することができ、もって低コス
ト化を図ることが可能とされる。なお、長辺寸法及び実装されるＬＥＤ１７の数が異なる
種類のＬＥＤ基板１８であっても、短辺寸法及びＬＥＤ１７の配列ピッチは、ほぼ同じと
される。
【００５１】
　このように、長辺寸法及び実装されるＬＥＤ１７の数が異なるＬＥＤ基板１８を複数種
類用意し、それら異なる種類のＬＥＤ基板１８を適宜に組み合わせて使用する手法を採用
することで、次の効果を得ることができる。すなわち、画面サイズが異なる液晶表示装置
１０を多品種製造する場合、各画面サイズに合わせて各種類のＬＥＤ基板１８の使用の是
非及び種類毎のＬＥＤ基板１８の使用枚数を適宜変更することで容易に対応することがで
き、仮にシャーシ１４の長辺寸法と同等の長辺寸法を有する専用設計のＬＥＤ基板を画面
サイズ毎に用意した場合と比べると、必要なＬＥＤ基板１８の種類を大幅に削減すること
ができ、もって製造コストの低廉化を図ることができる。
【００５２】
　具体的には、上記した２種類のＬＥＤ基板１８（５個実装タイプのもの及び６個実装タ
イプのもの）に加え、８個のＬＥＤ１７を実装した８個実装タイプのものを追加し、それ
ら３種類のＬＥＤ基板１８を適宜に組み合わせて使用することにより、画面サイズが例え
ば２６インチ、３２インチ、３７インチ、４０インチ、４２インチ、４６インチ、５２イ
ンチ、６５インチとされる各液晶表示装置１０の製造に、容易に低コストでもって対応す
ることができるのである。
【００５３】
　上記した各ＬＥＤ基板１８は、図７に示すように、保持部材２０によってシャーシ１４
の底板１４ａに固定されている。保持部材２０は、円盤状の押え部２０ａと、当該押え部
２０ａから下方側へ突出する係止部２０ｂとを有する。ＬＥＤ基板１８には、係止部２０
ｂを挿通するための挿通孔１８ｃが穿設されており、またシャーシ１４の底板１４ａには
、当該挿通孔１８ｃと連通する取付孔１４ｅが穿設されている。保持部材２０の係止部２
０ｂの先端部は弾性変形可能な幅広部となっており、挿通孔１８ｃ及び取付孔１４ｅに挿
通された後、シャーシ１４の底板１４ａの裏面側に係止可能となっている。これにより、
保持部材２０は、押え部２０ａでＬＥＤ基板１８を押えつつ、当該ＬＥＤ基板１８を底板
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１４ａに固定可能となっている。
【００５４】
　また、図２に示すように、保持部材２０のうち、シャーシ１４の底板１４ａの中央部付
近に位置する保持部材２０Ｂの表面には、支持ピン２７が突設されている。支持ピン２７
は、表側へ向かって先細りしつつ、先端が丸みを帯びた円錐形とされている。拡散板１５
ａが下方側へ撓んだ際に、当該拡散板１５ａと支持ピン２７の先端とが点接触することに
より、拡散板１５ａを下方から支持することが可能となっており、拡散板１５ａの撓みに
起因した輝度ムラを抑制可能となっている。また、支持ピン２７が設けられていない保持
部材２０については、符号２０Ａを付してある。
【００５５】
　シャーシ用光反射シート２２（光反射シート）は、シャーシ１４の内面をほぼ全域にわ
たって覆う大きさで設定されている。シャーシ用光反射シート２２は、例えば、合成樹脂
製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。シャーシ用光反射シー
ト２２は、図３に示すように、シャーシ１４の内面に沿って延在するものとされ、そのう
ち、シャーシ１４の底板１４ａの表面に沿って延在する中央側の大部分はシート底部３１
とされる。
【００５６】
　図３に示すようにシート底部３１は、平面視において略矩形状をなしている。シート底
部３１には、ＬＥＤユニットＵに備えられる拡散レンズ１９を通すことが可能なレンズ挿
通孔２２ｂが貫通して形成されている。レンズ挿通孔２２ｂは、前述したＬＥＤユニット
Ｕ及び拡散レンズ１９に対応した位置に複数並列して配されている（すなわち、マトリク
ス状に配されている）。レンズ挿通孔２２ｂは、図６に示すように、平面視にて円形状を
なしており、その径寸法Ｒ１は拡散レンズ１９の径寸法Ｒ２よりも大きく設定される。
【００５７】
　これにより、シャーシ用光反射シート２２をシャーシ１４内に敷設する際、寸法誤差の
有無に拘わらず各拡散レンズ１９を各レンズ挿通孔２２ｂに対して確実に通すことができ
る。このシャーシ用光反射シート２２は、図３に示すように、シャーシ１４内において、
隣り合う各拡散レンズ１９間の領域及び外周側領域を覆うので、それら各領域に向かう光
を光学部材１５側に向けて反射させることができる。
【００５８】
　また、図３に示すように、シート底部３１における周縁（周囲の四辺）からは、傾斜状
をなすシート傾斜部３２がそれぞれ延出されている。各シート傾斜部３２は、シャーシ１
４の側板１４ｃを覆うように立ち上がっている（図４、図５及び図７）。各シート傾斜部
３２の周縁からは、受け板１４ｄに沿って載置部３３が延出され、この載置部３３は受け
板１４ｄに載置される。言い換えると、シート傾斜部３２は、シャーシ用光反射シート２
２のうちシート底部３１と、載置部３３とを繋ぐ部分であると言える。
【００５９】
　また、光学部材１５は載置部３３に支持されている。つまり、載置部３３はシャーシ１
４と光学部材１５とに挟持される構成となっている。なお、本実施形態においては、シー
ト傾斜部３２が、シート底部３１における外周の四辺全てから延出されている構成を例示
してあるが、この構成に限定されるものではない。シート傾斜部３２は、シート底部３１
における周縁から延出されていればよく、例えば、外周の四辺のうち、一辺のみから延出
されている構成であってもよい。
【００６０】
　シート傾斜部３２は、シート底部３１に対して、表側（バックライト装置１２の光出射
側）に傾斜している。そして、本実施形態のシャーシ用光反射シート２２においては、シ
ート底部３１と、シート傾斜部３２との境界線Ｌが平面視において、矩形波状（非直線状
）をなしている。この境界線Ｌは、言い換えると、シート傾斜部３２の立ち上がり位置で
ある。
【００６１】
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　より具体的に説明すると、シート傾斜部３２は、立ち上がり位置が異なる第１シート傾
斜部３２Ａと、第２シート傾斜部３２Ｂとから構成されている。図３に示すように、第１
シート傾斜部３２Ａ及び第２シート傾斜部３２Ｂの各境界線Ｌは、Ｘ軸方向又はＹ軸方向
に沿って形成され、第１シート傾斜部３２Ａとシート底部３１との境界線Ｌ（Ｌ１）は、
第２シート傾斜部３２Ｂとシート底部３１との境界線Ｌ（Ｌ２）よりも内側（シャーシ１
４の中央側）へ配されている。図７で示すように、第１シート傾斜部３２Ａのシート底部
３１に対する傾斜角度Ａ１は、第２シート傾斜部３２Ｂのシート底部３１に対する傾斜角
度Ｂ１より小さく設定されており、第１シート傾斜部３２Ａの外側方向への延設長さは、
第２シート傾斜部３２Ｂの外側方向への延設長さより大きく設定されている。
【００６２】
　第１シート傾斜部３２Ａと第２シート傾斜部３２Ｂとは、シート底部３１の周縁部の延
設方向（Ｘ軸方向又はＹ軸方向）に沿って、交互に配されている。第１シート傾斜部３２
Ａの各々は等間隔で配されている。第２シート傾斜部３２Ｂの各々は、シャーシ１４の４
隅周辺に配された第２シート傾斜部３２Ｂを除いて、等間隔で配され、この配置間隔は、
Ｙ軸方向における各ＬＥＤユニットＵの配置間隔と、ほぼ同じで設定されている。これに
より、ＬＥＤユニットＵにおけるコネクタ部１８ａは、例えば、第２シート傾斜部３２Ｂ
の裏側（図７の下側）に配されている。なお、第１シート傾斜部３２Ａ及び第２シート傾
斜部３２Ｂの配置間隔は、この構成に限定されるものではなく、適宜変更可能とされる。
また、第１シート傾斜部３２Ａと第２シート傾斜部３２Ｂとを連結する（言い換えると両
部品の隙間を埋める）形で、側面視にて三角形状をなす連結部３２Ｃが形成されている。
【００６３】
　そして、本実施形態に係るシャーシ用光反射シート２２の表側の面においては、シート
傾斜部３２とシート底部３１との境界線Ｌに沿った領域（境界部Ｆ２）の光反射率と、こ
の境界部Ｆ２に隣接する領域（離側隣接部Ｆ１，Ｆ３）の光反射率とを異なる値で設定し
ている。これについて、図９を用いて詳しく説明する。図９は、シャーシ用光反射シート
２２の表側の面において、シート傾斜部３２とシート底部３１との境界線Ｌの付近を拡大
した概略図である。なお。この図９では第２シート傾斜部３２Ｂとシート底部３１との境
界線Ｌ２（Ｌ）付近を拡大してあり、図９における上側がシャーシ１４の内側、下側がシ
ャーシ１４の外側にそれぞれ対応している。
【００６４】
　境界部Ｆ２は、シャーシ用光反射シート２２の表側の面において、境界線Ｌ（Ｌ２）に
沿った領域かつ、その境界線Ｌ（Ｌ２）を含む領域である。本実施形態では、境界線Ｌ（
Ｌ２）を中心とした一定の幅Ｗ２の領域を境界部Ｆ２として例示している。
【００６５】
　離側隣接部Ｆ１，Ｆ３は、境界部Ｆ２に対して境界線Ｌよりも離れる側（図９では上下
両側）に隣接する領域である。本実施形態では、境界部Ｆ２に対して境界線Ｌよりも、図
９の上側（シャーシ用光反射シート２２の内側）に配された一定の幅Ｗ１を有する領域を
離側隣接部Ｆ１とし、図９の下側（シャーシ用光反射シート２２の外側）に配された一定
の幅Ｗ３を有する領域を離側隣接部Ｆ３としている。言い換えると、境界部Ｆ２及び離側
隣接部Ｆ１，Ｆ３は、それぞれ境界線Ｌに沿って延びる領域であり、本実施形態では、境
界線Ｌの形状に対応した平面視略矩形波状をなしている。なお、図９は、矩形波状をなす
境界線Ｌのうち、矩形波を構成する線分の一部を拡大した図である。また、離側隣接部Ｆ
１，Ｆ３は、境界線Ｌに沿った方向と交差する方向の両側から、それぞれ境界部Ｆ２を挟
む形で配されている。
【００６６】
　なお、境界部Ｆ２、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３は、必ずしも、境界線Ｌの形状と一致した形
状（本実施形態では矩形波状）とする必要はなく、境界線Ｌの延設方向（図９では、左右
方向）に延びる矩形状の領域（境界線Ｌの一部の線分に沿った領域）などであってもよい
。また、境界部Ｆ２及び離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の各幅Ｗ１～Ｗ３は、それぞれ適宜設定可
能である。
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【００６７】
　そして、境界部Ｆ２の光反射率は、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率より高く設定され
ている。図９に示すように、シャーシ用光反射シート２２の表側（光出射側）の面におい
て、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３には、ドットパターンをなす光反射部３４が形成されている。
この光反射部３４を構成するドット３５（３５Ａ又は３５Ｂ）は例えば、平面視円形状を
なし、その光反射率は、シャーシ用光反射シート２２の光反射率より低く設定されている
。また、各ドット３５は、例えば白色のペーストをシャーシ用光反射シート２２の表面に
印刷することにより形成される。当該印刷手段としては、シルク印刷、インクジェット印
刷、スクリーン印刷等が好適である。なお、ドット３５の形状は、平面視円形状以外の形
状をなしていてもよい。
【００６８】
　このようにシャーシ用光反射シート２２の光反射率より低い光反射部３４を離側隣接部
Ｆ１，Ｆ３に形成することで、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率が、境界部Ｆ２の光反射
率（つまり、シャーシ用光反射シート２２自体の光反射率）よりも低い構成、言い換える
と、境界部Ｆ２の光反射率が、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率よりも高い構成となって
いる。
【００６９】
　また、光反射部３４を構成する各ドット３５の面積を変化させることで、離側隣接部Ｆ
１，Ｆ３内における光反射率を変化させる構成となっている。上述したように、ドット３
５自体の光反射率は、シャーシ用光反射シート２２の光反射率より低く設定されている。
このため、光反射部３４を構成する各ドット３５の面積を大きく設定すれば、光反射部３
４の形成領域における光反射率が、シャーシ用光反射シート２２の光反射率と比べて、よ
り低くなる。
【００７０】
　具体的には、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３において形成されたドット３５のうち、境界線Ｌ２
側に形成された各ドット３５Ａの面積よりも、その反対側に形成された各ドット３５Ｂの
面積が大きく設定されている。これにより、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３においては、境界線Ｌ
から離れるにつれて、光反射率が低くなる構成となっている。なお、本実施形態では、２
種類のドット３５Ａ，３５Ｂを形成することで、境界線Ｌから離れるにつれて、光反射率
を低くする構成としたが、この構成に限定されるものではない。例えば、境界線Ｌから離
れるにつれて、段階的に面積が大きくなる３種類以上のドット３５を形成する構成として
もよい。
【００７１】
　また、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３における光反射率の調整手段として、光反射部３４の各ド
ット３５の面積を変化させる手段を例示したが、この手段に限定されない。例えば、ドッ
ト３５同士の間隔を変更することで、光反射率を調整する構成としてもよい。この場合、
ドット３５間の間隔を大きくすれば、ドット３５の分布密度は小さくなるから、相対的に
光反射率を高くすることができる。また、図９では、第２シート傾斜部３２Ｂとシート底
部３１との境界線Ｌ２付近における光反射部３４の構成を示したが、第１シート傾斜部３
２Ａとシート底部３１との境界線Ｌ１付近における光反射部３４の構成も、同様の構成（
境界線Ｌから離れるにつれて、光反射率が低くなる構成）となっている。
【００７２】
　次に、本実施形態の構成における効果について説明する。まず、本実施形態のように、
シート底部３１とシート傾斜部３２とを備えたシャーシ用光反射シート２２を用いた場合
に懸念される問題点について説明する。図７は、シート底部３１の周縁部において、各Ｌ
ＥＤ１７からの出射光（一点鎖線）を示した図である。図３及び図７に示すように、シャ
ーシ用光反射シート２２におけるシート底部３１とシート傾斜部３２との境界線Ｌは、シ
ャーシ１４の中央部と比較して、各ＬＥＤ１７から遠い箇所であり、ＬＥＤ１７からの出
射光が到達し難い。つまり、到達する光の量が相対的に少なくなる。
【００７３】
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　また、前述したようにＬＥＤ１７の発光強度は、光軸Ｅ１に沿った方向（図７において
は、光軸に沿った出射光を矢線Ｅ１で示す）が際立って高く、光軸Ｅ１に対する傾き角度
が大きくなるに連れて急激に低下する。このため、光軸Ｅ１に対する傾き角度が比較的小
さいシート傾斜部３２の先端側に対して、光軸Ｅ１からの傾き角度が大きくなる（ほぼ９
０度となる）境界線Ｌ付近に到達する光の量は相対的に少なくなる。なお、シート傾斜部
３２の先端側に到達する光を図７の矢線Ｅ２で示す。
【００７４】
　このような事情から、シャーシ用光反射シート２２においてシート底部３１とシート傾
斜部３２との境界線Ｌ付近となる境界部Ｆ２は、その周囲と比べて、到達する光の量が相
対的に少ない箇所となる。このため、仮に、シャーシ用光反射シート２２の光反射率が、
その全面に渡って一定で設定されている場合では、境界部Ｆ２は、シャーシ用光反射シー
ト２２からの反射光の量が少なくなり、その結果、周囲の箇所（つまり、離側隣接部Ｆ１
，Ｆ３）と比較して暗部になりやすく、輝度ムラとなるおそれがある。
【００７５】
　このため、本実施形態のシャーシ用光反射シート２２においては、境界部Ｆ２の光反射
率を、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率よりも高く設定する構成とした。光反射率を高く
設定すれば、反射光の量が増加し、輝度が高くなる。このような構成とすれば、ＬＥＤ１
７からの出射光が比較的到達し難い箇所（到達する光の量が少ない箇所）である境界部Ｆ
２の輝度が、隣接する離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の輝度に比べて、低くなることを抑制でき、
境界部Ｆ２が暗部となることを抑制できる。
【００７６】
　また、シャーシ用光反射シート２２におけるＬＥＤ１７側の面においては、境界線Ｌか
ら離れるにつれて、光反射率が低くなるように設定されている。このような構成とすれば
、光反射率の異なる境界部Ｆ２及び離側隣接部Ｆ１，Ｆ３において、輝度が急激に変化す
る事態を抑制でき、輝度ムラを抑制できる。
【００７７】
　また、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３に、シャーシ用光反射シート２２の光反射率より低い光反
射率で設定された光反射部３４を形成する構成とした。このような構成とすれば、境界部
Ｆ２の光反射率（シャーシ用光反射シート２２の光反射率と同じ）に対して、離側隣接部
Ｆ１，Ｆ３の光反射率を低くすることができる。つまり、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射
率に対して、境界部Ｆ２の光反射率を高くすることができる。
【００７８】
　離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率に対して、境界部Ｆ２の光反射率を高くする場合、例
えば、光反射率が一定のシャーシ用光反射シート２２上において、その光反射率よりも高
い光反射部を境界部Ｆ２に形成する構成も考えられる。ところが、一般的に、シャーシ用
光反射シート２２は、光の利用効率を高くするために、高い光反射率で設定されている。
このため、元々高い光反射率で設定されているシャーシ用光反射シート２２上において、
境界部Ｆ２の光反射率だけを、さらに（離側隣接部Ｆ１，Ｆ３より）高く設定することは
困難である。このため、本実施形態においては、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３に、シャーシ用光
反射シート２２の光反射率より低い光反射率の光反射部３４を形成することで、離側隣接
部Ｆ１，Ｆ３の光反射率を低下させる構成とした。これにより、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の
光反射率に対して、境界部Ｆ２の光反射率を高くする構成を容易に実現できる。
【００７９】
　また、光反射部３４はドットパターンによって構成されている。光反射部３４をドット
パターンによって構成すれば、各ドット３５の態様（面積、配置間隔等）を設定すること
により、光反射部３４の光反射率を容易に設定することが可能となる。
【００８０】
　次に、シート底部３１と、シート傾斜部３２との境界線Ｌを平面視矩形波状としたこと
によって奏する効果について説明する。上述したようにシート底部３１とシート傾斜部３
２との境界線Ｌに沿った領域（境界部Ｆ２）は暗部になりやすい。図１０の比較例で示す
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ように、仮にシート底部３１とシート傾斜部３２との境界線Ｌ３が直線状をなしている場
合は、暗部Ｄ２（図１０の一点鎖線で図示した領域）も境界線Ｌ３の形状に対応して直線
状をなす。暗部Ｄ２が直線状であると、暗部Ｄ２とその周囲との境目が明確になり、輝度
ムラとして認識されやすくなる。
【００８１】
　本実施形態のように境界線Ｌを平面視矩形波状（非直線状）とすれば、万が一、境界部
Ｆ２が暗部Ｄ１（図８の一点鎖線で図示した領域）となった場合であっても、その暗部Ｄ
１は、平面視において非直線状をなす。暗部Ｄ１が非直線状であれば、直線状をなす場合
と比較して、暗部Ｄ１と、その周辺部分との境目がぼやけるため、輝度ムラとして認識さ
れにくくなる。以上のように、本実施形態のバックライト装置１２においては、上述した
境界部Ｆ２と離側隣接部Ｆ１，Ｆ３との光反射率を変える構成と、境界線Ｌを非直線状と
する構成とを備えることで、より高い表示品位を得ることができる。
【００８２】
　また、矩形波状の境界線Ｌであれば、その他の非直線形状（例えば、正弦波状の曲線な
ど）と比較して、境界線Ｌの形状を形成しやすい。仮に、境界線Ｌを曲線で形成しようと
すれば、シート傾斜部３２の傾斜面も曲面形状とする必要が生じ、これによる輝度ムラの
発生が懸念される。この点、本実施形態のような矩形波状の境界線Ｌであれば、シート傾
斜部３２の面を平面のみで構成できるから、上記の原因によって輝度ムラが発生する懸念
もない。
【００８３】
　また、前記シート底部は、平面視において略矩形状をなし、前記シート傾斜部は、前記
シート底部の周囲四辺から、それぞれ延びているものとすることができる。
【００８４】
　また、光源としてはＬＥＤ１７（発光ダイオード）を用いている。ＬＥＤ１７を使用す
ることで消費電力を抑えることができる。
【００８５】
　また、ＬＥＤ１７を覆う形で配され、ＬＥＤ１７からの光を拡散可能な拡散レンズ１９
を備えている。このような構成とすれば、ＬＥＤ１７からの光は拡散レンズ１９によって
拡散される。これにより、各ＬＥＤ間の配置間隔を大きくしつつ（すなわちＬＥＤの数を
削減しつつ）、輝度を均一にすることができる。
【００８６】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２を図１１によって説明する。実施形態１と同一部分には、同一符号
を付して重複する説明を省略する。本実施形態のバックライト装置１１２において、シャ
ーシ用反射シート１２２における底部１３１と傾斜部１３２との境界線Ｌ３の形状が実施
形態１と相違する。境界線Ｌ３は、真っ直ぐな線状をなす線状部ＬＡ３と、傾斜部１３２
を部分的にシャーシ１４の内側へ突き出すことで形成された山型部ＬＢ３とから構成され
、線状部ＬＡ３と山型部ＬＢ３とを交互に配することで、全体として非直線状をなしてい
る。このように境界線Ｌ３を非直線状としたことによる作用及び効果は、上記実施形態１
と同じであるため、説明を省略する。
【００８７】
　また、本実施形態においては、底部１３１と、傾斜部１３２とは、別部材から構成され
ている。底部１３１と傾斜部１３２を別部材から構成すれば、底部１３１と傾斜部１３２
と一体部材から構成する場合（例えば、シャーシ用反射シート１２２を折り曲げて形成す
る場合）と比較して、非直線形状の境界線を有するシャーシ用反射シート１２２の形成が
容易となる。
【００８８】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
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【００８９】
　（１）境界部Ｆ２、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３については、上記実施形態で例示した領域に
限定されない。境界部Ｆ２は、シャーシ用光反射シート２２におけるＬＥＤ１７側の面に
おいて、シート底部３１とシート傾斜部３２との境界線Ｌに沿った領域かつ境界線Ｌを含
む領域であればよく、その範囲（面積や形状など）は、適宜設定可能である。また、離側
隣接部Ｆ１，Ｆ３は、境界部Ｆ２に対して境界線Ｌよりも離れる側に隣接する領域であれ
ばよく、その範囲（面積や形状など）は、適宜設定可能である。
【００９０】
　（２）上記実施形態においては、境界部Ｆ２と離側隣接部Ｆ１，Ｆ３との光反射率を変
化させる構成と、境界線Ｌを非直線状とする構成とを備えた構成を例示したが、これに限
定されない。境界部Ｆ２と離側隣接部Ｆ１，Ｆ３との光反射率を変化させる構成は、例え
ば、境界線Ｌ（Ｌ３）が直線状をなす構成（図１０参照）においても適用可能である。
【００９１】
　（３）上記実施形態においては、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３に、シャーシ用光反射シート２
２よりも低い光反射率の光反射部３４を形成することで、境界部Ｆ２の光反射率を、離側
隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率よりも高くする構成としたが、これに限定されない。境界部
Ｆ２に、シャーシ用光反射シート２２自体の光反射率よりも高い光反射率の光反射部を形
成することで、境界部Ｆ２の光反射率を、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率よりも高くす
る構成としてもよい。
【００９２】
　（４）上記実施形態においては、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３に形成される光反射部３４がド
ットパターンから構成されているものを例示したが、これに限定されない。例えば、離側
隣接部Ｆ１，Ｆ３に対応する箇所を、シャーシ用光反射シート２２よりも光反射率の低い
別部材とすることで、光反射部３４を形成してもよい。また、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３に、
シャーシ用光反射シート２２よりも光反射率の低い光反射シートを貼ることで光反射部３
４を形成してもよい。
【００９３】
　（５）上記実施形態では、シャーシ用光反射シート２２におけるＬＥＤ１７側の面にお
いて、境界線Ｌから離れるにつれて、光反射率が低くなる構成としたが、この構成に限定
されない。境界部Ｆ２の光反射率が離側隣接部Ｆ１，Ｆ３の光反射率よりも高くなってい
ればよい。また、境界部Ｆ２の光反射率が、離側隣接部Ｆ１，Ｆ３のうち、いずれか一方
の光反射率より高く設定された構成であってもよい。
【００９４】
　（６）上記各実施形態では、シャーシ用反射シートにおける底部と傾斜部との境界線（
Ｌ又はＬ３）を、矩形波状又は、山型部ＬＢ３を含んだ非直線形状としたが、これに限定
されない。境界線を非直線形状とする場合は、上記以外の非直線形状であってもよい。
【００９５】
　（７）上記実施形態では、光源としてＬＥＤ１７を例示したが、これに限定されず、Ｌ
ＥＤ以外の光源を適用可能である。例えば、光源として陰極管を用いてもよい。
【００９６】
　（８）上記実施形態では、ＬＥＤ基板１８は、その長辺方向がＸ軸方向に沿う形で配さ
れている構成を例示したが、これに限定されない。例えば、ＬＥＤ基板１８の長辺方向を
Ｙ軸方向に沿う形で配する構成としてもよい。
【００９７】
　（９）上記した実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてＴＦＴを用いた
が、ＴＦＴ以外のスイッチング素子（例えば薄膜ダイオード（ＴＦＤ））を用いた液晶表
示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液晶表
示装置にも適用可能である。
【００９８】
　（１０）上記した実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を
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例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
【００９９】
　（１１）上記した実施形態では、チューナーを備えたテレビ受信装置を例示したが、チ
ューナーを備えない表示装置にも本発明は適用可能である。
【符号の説明】
【０１００】
１０…液晶表示装置（表示装置）、１１…液晶パネル（表示パネル）、１２，１１２…バ
ックライト装置（照明装置）、１４…シャーシ、１４ａ…底板（シャーシの底板）、１７
…ＬＥＤ（光源）、１９…拡散レンズ、２２…シャーシ用光反射シート（光反射シート）
、３１…シート底部、３２…シート傾斜部、３４…光反射部、Ｆ１，Ｆ３…離側隣接部、
Ｆ２…境界部、Ｌ，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３…境界線、ＴＶ…テレビ受信装置

【図１】 【図２】
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