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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームと、
　前記フレームの内部に設けられ、所定の側面が光入射面となる導光板と、
　前記フレームの内部に設けられ、前記導光板の光入射面と対向するように互いに所定の
間隔を隔てて配列された複数の発光ダイオードとを備え、
　前記導光板の光入射面の端部と対向する領域には、前記発光ダイオードが配置されてお
らず、前記発光ダイオードからの出射光を前記導光板の光入射面に向かって反射する反射
面が設けられており、
　前記反射面は、前記導光板の光入射面に対して所定の角度傾斜しており、
　前記反射面は、前記導光板とは異なる部材からなり、
　前記反射面は、前記導光板の光入射面の一方の端部と対向する領域および前記導光板の
光入射面の一方の端部とは反対側の他方の端部と対向する領域の両方に設けられており、
　前記フレームの側部を介して、前記導光板の光入射面の一方の端部と対向する領域およ
び前記導光板の光入射面の他方の端部と対向する領域にそれぞれ設けられた２つの前記反
射面が互いに連結されており、
　前記２つの反射面を連結する前記フレームの側部に凹部が形成されているとともに、前
記凹部に前記複数の発光ダイオードが取り付けられていることを特徴とするバックライト
ユニット。
【請求項２】
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　前記発光ダイオードは、前記導光板の光入射面の端部と対向する領域には配置されてお
らず、前記導光板の光入射面の端部以外の部分と対向する領域に配置されていることを特
徴とする請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項３】
　前記複数の発光ダイオードのうちの最端に位置する発光ダイオードの中心から前記導光
板の光入射面に対して垂直な側面までの距離は、隣り合う前記発光ダイオード間のピッチ
の１／２よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項４】
　前記フレームには、前記導光板の光入射面に対して所定の角度傾斜したテーパ面が一体
的に形成されており、
　前記反射面は、前記フレームに一体的に形成されたテーパ面によって構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のバックライトユニット。
【請求項５】
　前記フレームは、白色プラスチックからなることを特徴とする請求項４に記載のバック
ライトユニット。
【請求項６】
　前記反射面は、ミラー部材の表面によって構成されていることを特徴とする請求項１に
記載のバックライトユニット。
【請求項７】
　前記導光板の光入射面の端部と対向する領域には、前記導光板の光入射面に対して所定
の角度傾斜したテーパ面が設けられており、
　前記ミラー部材は、前記テーパ面上に配置されていることを特徴とする請求項６に記載
のバックライトユニット。
【請求項８】
　前記発光ダイオードは、基板に実装されており、
　前記反射面は、前記基板に設けられていることを特徴とする請求項１に記載のバックラ
イトユニット
【請求項９】
　前記発光ダイオードは、レンズ付きの発光ダイオードであることを特徴とする請求項１
に記載のバックライトユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、バックライトユニットに関し、特に、導光板を備えたバックライトユニッ
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤ（発光ダイオード）で生成された光を所定方向に導くための導光板を備え
たバックライトユニットが知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図７は、従来のバックライトユニットの一例を簡略的に示した平面図である。図７を参
照して、従来のバックライトユニット１１０では、導光板１０１やＬＥＤ（発光ダイオー
ド）１０２などがバックライトフレーム１０３の内部に収納されている。
【０００４】
　導光板１０１は、光入射面として機能する側面１０１ａ（以下、光入射面１０１ａとい
う）や、光出射面として機能する前面１０１ｂ（以下、光出射面１０１ｂという）などを
有している。また、ＬＥＤ１０２は、バックライトフレーム１０３の内部に複数設けられ
ているとともに、所定の基板１０４に実装されている。そして、複数のＬＥＤ１０２は、
その各々が導光板１０１の光入射面１０１ａと対向するように、Ａ方向（導光板１０１の
光入射面１０１ａに沿った方向）に互いに所定の間隔を隔てて配列されている。また、図
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示しないが、導光板１０１の光出射面１０１ｂ側とは反対の後面側には、反射シートが配
置されているとともに、導光板１０１の光出射面１０１ｂ側には、光学シートが配置され
ている。なお、図７中の矢印Ｌは、導光板１０１の端部付近における光の進行方向を表し
ている。
【０００５】
　また、従来では、図８に示すように、図７に示した従来の構成において、ＬＥＤ１０２
に替えて、レンズ１０５ａを有するＬＥＤ１０５を用いたバックライトユニット１１１も
知られている。なお、図８中の矢印Ｌは、導光板１０１の端部付近における光の進行方向
を表している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１１２４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図７に示した従来のバックライトユニット１１０では、導光板１０１の
光入射面１０１ａの端部１０１ｃと対向する領域にもＬＥＤ１０２を配置しなければ、導
光板１０１の端部付近（図７中の破線で囲まれた部分１０１ｄ）における光量が低下する
という不都合が生じる。このため、図７に示した従来の構成において、最端に位置するＬ
ＥＤ１０２（１０２ａ）を省略することによりコストダウンを図ろうとすると、導光板１
０１の端部付近における光量が低下するという問題点がある。
【０００８】
　また、図８に示した従来のレンズ１０５ａを有するＬＥＤ１０５を用いたバックライト
ユニット１１１では、導光板１０１の光入射面１０１ａとＬＥＤ１０５との間の空間を、
ＬＥＤ１０５のレンズ１０５ａの厚み分だけ大きくする必要がある。このため、ＬＥＤ１
０５からの出射光（ＬＥＤ光）が導光板１０１の光入射面１０１ａに入射するまでに、導
光板１０１の光入射面１０１ａとＬＥＤ１０５との間の空間内でＬＥＤ光の多重反射が繰
り返し行われ、バックライトフレーム１０３の所定部分（図８の破線で囲まれた部分１０
３ａ）やＬＥＤ１０５自身によってＬＥＤ光が吸収されるという不都合が生じる。その結
果、光の利用効率が低下するという問題点がある。
【０００９】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、コストダウンを図りながら、導光板の端部付近における光量の低下を抑制し、かつ、
光の利用効率を向上させることが可能なバックライトユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面によるバックライトユニットは、フレ
ームと、フレームの内部に設けられ、所定の側面が光入射面となる導光板と、フレームの
内部に設けられ、導光板の光入射面と対向するように互いに所定の間隔を隔てて配列され
た複数の発光ダイオードとを備えている。そして、導光板の光入射面の端部と対向する領
域には、発光ダイオードが配置されておらず、発光ダイオードからの出射光を導光板の光
入射面に向かって反射する反射面が設けられている。
【００１１】
　この一の局面によるバックライトユニットでは、上記のように、導光板の光入射面の端
部と対向する領域に、発光ダイオードからの出射光（ＬＥＤ光）を導光板の光入射面に向
かって反射する反射面を設けることによって、横方向（導光板の光入射面に沿った方向）
に進行するＬＥＤ光を導光板の光入射面の端部に入射させることができる。これにより、
導光板の光入射面の端部と対向する領域に発光ダイオードを配置しなかったとしても、導
光板の端部付近における光量が低下するのを抑制することができる。したがって、発光ダ
イオードの使用数を減らす（導光板の光入射面の端部と対向する領域に配置される発光ダ
イオードを省略する）ことによりコストダウンを図ったとしても、導光板の端部付近にお
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ける光量が低下するのを抑制することが可能となる。
【００１２】
　また、上記した反射面は、ＬＥＤ光を導光板の光入射面に向かって反射するように構成
されているので、ＬＥＤ光が導光板の光入射面に入射するまでに、導光板の光入射面と発
光ダイオードとの間の空間内でＬＥＤ光の多重反射が繰り返し行われ、フレームや発光ダ
イオード自身によってＬＥＤ光が吸収されるのを抑制することができる。したがって、光
の利用効率を向上させることができる。
【００１３】
　これらの結果、一の局面では、コストダウンを図りながら、導光板の端部付近における
光量の低下を抑制し、かつ、光の利用効率を向上させることができる。
【００１４】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、反射面は、導光板の
光入射面に対して所定の角度傾斜している。このように構成すれば、容易に、横方向（導
光板の光入射面に沿った方向）に進行するＬＥＤ光を導光板の光入射面に向かって反射す
ることができる。
【００１５】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、発光ダイオードは、
導光板の光入射面の端部と対向する領域には配置されておらず、導光板の光入射面の端部
以外の部分と対向する領域に配置されている。このように構成すれば、容易に、導光板の
光入射面の端部と対向する領域に反射面を設けることができる。
【００１６】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、複数の発光ダイオードのうちの最
端に位置する発光ダイオードの中心から導光板の光入射面に対して垂直な側面までの距離
は、隣り合う発光ダイオード間のピッチの１／２よりも大きいことが好ましい。
【００１７】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、反射面は、導光板の
光入射面の一方の端部と対向する領域および導光板の光入射面の一方の端部とは反対側の
他方の端部と対向する領域の両方に設けられている。このように構成すれば、たとえば、
導光板の光入射面の一方の端部と対向する領域にのみ反射面を設ける場合に比べて、発光
ダイオードの使用数をより減らすことができる。
【００１８】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、フレームには、導光
板の光入射面に対して所定の角度傾斜したテーパ面が一体的に形成されており、反射面は
、フレームに一体的に形成されたテーパ面によって構成されている。このように構成すれ
ば、反射面を新たに設けたとしても、部品点数が増加するのを抑制することができる。こ
の場合、フレームは、白色プラスチックからなることが好ましい。
【００１９】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、反射面は、ミラー部
材の表面によって構成されている。このように構成すれば、たとえば、拡散反射するプラ
スチックの表面を反射面とする場合に比べて、導光板の光入射面への入射効率を向上させ
ることができる。
【００２０】
　この場合、好ましくは、導光板の光入射面の端部と対向する領域には、導光板の光入射
面に対して所定の角度傾斜したテーパ面が設けられており、ミラー部材は、テーパ面上に
配置されている。このように構成すれば、容易に、ミラー部材の表面（反射面）を、導光
板の光入射面に対して所定の角度傾斜させることができる。
【００２１】
　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、発光ダイオードは、基板に実装さ
れており、反射面は、基板に設けられていてもよい。
【００２２】
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　上記一の局面によるバックライトユニットにおいて、好ましくは、発光ダイオードは、
レンズ付きの発光ダイオードである。このように構成すれば、ＬＥＤ光を横方向（導光板
の光入射面に沿った方向）にも進行させることができる。このため、導光板の光入射面の
端部と対向する領域に発光ダイオードを配置しなかったとしても、導光板の光入射面の端
部と対向する領域にＬＥＤ光を照射することができる。これにより、本発明の効果を得ら
れやすくなる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように、本発明によれば、コストダウンを図りながら、導光板の端部付近におけ
る光量の低下を抑制し、かつ、光の利用効率を向上させることが可能なバックライトユニ
ットを容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１実施形態によるバックライトユニットを含む液晶表示装置の構造を
示した分解斜視図である。
【図２】図１に示した第１実施形態によるバックライトユニットの断面図である。
【図３】図１に示した第１実施形態によるバックライトユニットを前側から見た場合の平
面図である（反射シートおよび光学シートを省略した図）。
【図４】本発明の第２実施形態によるバックライトユニットを前側から見た場合の平面図
である（反射シートおよび光学シートを省略した図）。
【図５】本発明の第３実施形態によるバックライトユニットを前側から見た場合の平面図
である（反射シートおよび光学シートを省略した図）。
【図６】本発明の第４実施形態によるバックライトユニットを前側から見た場合の平面図
である（反射シートおよび光学シートを省略した図）。
【図７】従来のバックライトユニットの一例を簡略的に示した平面図である。
【図８】従来のバックライトユニットの一例を簡略的に示した平面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　　　１、４１、５１　バックライトフレーム（フレーム）
　　　１ｆ、４１ｇ、５７ａ　テーパ面（反射面）
　　　３　導光板
　　　３ａ　側面（光入射面）
　　　３ｇ　端部
　　　４　ＬＥＤ（発光ダイオード）
　　　４ａ　レンズ
　　　１０、３０、４０、５０　バックライトユニット
　　　３１　ミラー部材
　　　３１ａ　表面（反射面）
　　　５６　ＬＥＤ基板（基板）
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　（第１実施形態）
　まず、図１～図３を参照して、第１実施形態によるバックライトユニットおよびそれを
含む液晶表示装置の構造について説明する。なお、図３中の矢印Ｌは、導光板の端部付近
における光の進行方向を表している。
【００２７】
　第１実施形態のバックライトユニット１０を含む液晶表示装置は、図１に示すように、
バックライトユニット１０が液晶表示パネル２０の後側に設置された状態で使用される。
そして、第１実施形態のバックライトユニット１０は、面状の光を液晶表示パネル２０の
後側から液晶表示パネル２０に対して照射するように構成されている。以下に、第１実施
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形態のバックライトユニット１０の構造を詳細に説明する。
【００２８】
　第１実施形態のバックライトユニット１０は、図１および図２に示すように、バックラ
イトフレーム１と、反射シート２と、導光板３と、レンズ４ａ付きの複数のＬＥＤ（発光
ダイオード）４と、複数の光学シート５とを少なくとも備えている。なお、バックライト
フレーム１は、本発明の「フレーム」の一例である。
【００２９】
　バックライトフレーム１は、白色プラスチックなどからなるとともに、互いに枠状に連
結された４つの側部１ａ～１ｄと、その４つの側部１ａ～１ｄからなる枠体の後側に配置
された底部１ｅとを有している。そして、上記したバックライトユニット１０を構成する
部材（反射シート２、導光板３、ＬＥＤ４および光学シート５）は、バックライトフレー
ム１の４つの側部１ａ～１ｄによって囲まれた領域（収納領域）内に保持されている。具
体的には、反射シート２、導光板３および光学シート５は、この順番で、バックライトケ
ース１の底部１ｅ上に順次載置されている。また、ＬＥＤ４は、バックライトケース１の
側部１ａに取り付けられている。
【００３０】
　反射シート２は、光を反射することが可能な樹脂製のシート部材などによって構成され
ているとともに、導光板３の後述する後面３ｆを覆うように配置されている。このような
反射シート２を設けることによって、導光板３の後面３ｆから後側に向かって光が出射さ
れたとしても、その光が反射シート２で反射されるので、導光板３の後面３ｆから後側に
向かって出射された光を導光板３に再導入させることが可能となる。
【００３１】
　導光板３は、透明樹脂などからなる透明部材によって構成されているとともに、少なく
とも４つの側面３ａ～３ｄを有している。この導光板３がバックライトフレーム１の内部
に収納された状態では、導光板３の４つの側面３ａ～３ｄは、それぞれ、バックライトフ
レーム１の４つの側部１ａ～１ｄに沿って配置される。そして、バックライトケース１の
側部１ａに沿って配置される導光板３の側面３ａは、ＬＥＤ４で生成された光を導光板３
に導入するための光入射面として機能する。なお、以下の説明では、側面３ａを光入射面
３ａと言う。
【００３２】
　また、導光板３は、前面３ｅおよび後面３ｆも１つずつ有している。この導光板３の前
面３ｅは、導光板３に導入された光を前側（液晶表示パネル２０側）に向かって出射する
ための光出射面として機能する。なお、以下の説明では、前面３ｅを光出射面３ｅと言う
。このような導光板３を設けることによって、ＬＥＤ４で生成された光を前側（液晶表示
パネル２０側）に向かって進行させることが可能となる。
【００３３】
　レンズ４ａ付きの複数のＬＥＤ４は、その各々がレンズ４ａを介して光を出射するよう
に構成されている。また、複数のＬＥＤ４は、その各々が導光板３の光入射面３ａと対向
するように、Ａ方向（導光板３の光入射面３ａに沿った方向）に互いに所定の間隔を隔て
て配列されている。また、複数のＬＥＤ４は、同一のＬＥＤ基板６に実装されている。そ
して、複数のＬＥＤ４が実装されたＬＥＤ基板６は、両面テープ（図示せず）などを介し
て、バックライトフレーム１の側部１ａに接着されている。
【００３４】
　複数の光学シート５は、拡散シートやプリズムシートなどを含んでいる。この複数の光
学シート５によって、導光板３の光出射面３ｅから出射された光の拡散などが行われる。
【００３５】
　なお、図示しないが、光学シート５の前側には、光学シート５を前側から押え付けるな
どの機能を有する部材が設けられている。この部材は、バックライトフレーム１に一体的
に形成されていてもよいし、バックライトフレーム１に後付けされていてもよい。
【００３６】
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　ここで、第１実施形態では、図３に示すように、複数のＬＥＤ４は、バックライトフレ
ーム１の内部において、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域には配置され
ておらず、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇ以外の部分と対向する領域に配置されてい
る。なお、複数のＬＥＤ４のうちの最端に位置するＬＥＤ４の中心から導光板３の光入射
面３ａに対して垂直な側面３ｂ（３ｄ）までの距離Ｄは、隣り合うＬＥＤ４間のピッチＰ
の１／２よりも大きくなるように設定されている。たとえば、ピッチＰが約１５ｍｍであ
る場合、距離Ｄは、約７．５ｍｍよりも大きくなるように設定される。
【００３７】
　そして、第１実施形態では、バックライトフレーム１の内部において、導光板３の光入
射面３ａの端部３ｇと対向する領域に、ＬＥＤ４からの出射光（矢印Ｌ）を導光板３の光
入射面３ａに向かって反射する反射面が設けられている。
【００３８】
　具体的には、第１実施形態では、バックライトフレーム１の内部において、バックライ
トフレーム１の側部１ａおよび１ｂによって構成される隅部（導光板３の光入射面３ａの
端部３ｇと対向するバックライトフレーム１の所定部分）に、直線的に傾斜したテーパ面
１ｆが一体的に形成されている。このバックライトフレーム１のテーパ面１ｆと導光板３
の光入射面３ａとのなす角度は、平面的に見て、鋭角となっている。すなわち、バックラ
イトフレーム１のテーパ面１ｆは、平面的に見て、導光板３の光入射面３ａに対して所定
の角度傾斜していることになる。なお、バックライトフレーム１のテーパ面１ｆは、バッ
クライトフレーム１の側部１ａおよび１ｄによって構成される隅部（導光板３の光入射面
３ａの端部３ｇと対向するバックライトフレーム１の所定部分）にも形成されている。そ
して、第１実施形態では、上記した反射面は、バックライトフレーム１に一体的に形成さ
れたテーパ面１ｆによって構成されている。
【００３９】
　第１実施形態では、上記のように、レンズ４ａ付きのＬＥＤ４を用いることによって、
ＬＥＤ４からの出射光（ＬＥＤ光）をＡ方向にも進行させることができる。このため、導
光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域にＬＥＤ４を配置しなかったとしても、
導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域にＬＥＤ光を照射することができる。
この場合、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域に、ＬＥＤ光を導光板３の
光入射面３ａに向かって反射する反射面（テーパ面１ｆ）を設けることによって、Ａ方向
に進行するＬＥＤ光を導光板３の光入射面３ａの端部３ｇに入射させることができる。こ
れにより、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域にＬＥＤ４を配置しなかっ
たとしても、導光板３の端部付近における光量が低下するのを抑制することができる。し
たがって、ＬＥＤ４の使用数を減らす（導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領
域に配置されるＬＥＤ４を省略する）ことによりコストダウンを図ったとしても、導光板
３の端部付近における光量が低下するのを抑制することが可能となる。
【００４０】
　また、上記した反射面（テーパ面１ｆ）は、ＬＥＤ光を導光板３の光入射面３ａに向か
って反射するように構成されているので、ＬＥＤ光が導光板３の光入射面３ａに入射する
までに、導光板３の光入射面３ａとＬＥＤ４との間の空間内でＬＥＤ光の多重反射が繰り
返し行われ、バックライトフレーム１やＬＥＤ４自身によってＬＥＤ光が吸収されるのを
抑制することができる。したがって、光の利用効率を向上させることができる。
【００４１】
　これらの結果、第１実施形態では、コストダウンを図りながら、導光板３の端部付近に
おける光量の低下を抑制し、かつ、光の利用効率を向上させることができる。
【００４２】
　また、第１実施形態では、上記のように、ＬＥＤ光を導光板３の光入射面３ａに向かっ
て反射する反射面を、導光板３の光入射面３ａに対して所定の角度傾斜したテーパ面１ｆ
により構成することによって、容易に、Ａ方向に進行するＬＥＤ光を導光板３の光入射面
３ａに向かって反射することができる。
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【００４３】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向す
る領域にＬＥＤ４を配置せずに、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇ以外の部分と対向す
る領域にＬＥＤ４を配置することによって、容易に、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇ
と対向する領域に反射面（テーパ面１ｆ）を設けることができる。
【００４４】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板３の光入射面３ａの一方および他方の
端部３ｇとそれぞれ対向する各領域に、反射面（テーパ面１ｆ）を設けることによって、
導光板３の光入射面３ａの一方の端部３ｇと対向する領域にのみ反射面（テーパ面１ｆ）
を設ける場合に比べて、ＬＥＤ４の使用数をより減らすことができる。
【００４５】
　また、第１実施形態では、上記のように、白色プラスチックからなるバックライトフレ
ーム１に、反射面（テーパ面１ｆ）を一体的に形成することによって、反射面（テーパ面
１ｆ）を新たに設けたとしても、部品点数が増加するのを抑制することができる。
【００４６】
　また、上記第１実施形態の構成において、複数のＬＥＤ４を中央側に寄せて配置した場
合には、導光板３の端部付近の光量を確保しながら、導光板３の中央部付近の光量を増大
することができる。
【００４７】
　（第２実施形態）
　次に、図４を参照して、第２実施形態によるバックライトユニットの構造について説明
する。なお、図４中の矢印Ｌは、導光板の端部付近における光の進行方向を表している。
【００４８】
　この第２実施形態のバックライトユニット３０では、図４に示すように、上記第１実施
形態のバックライトユニット１０の構造において、バックライトフレーム１のテーパ面１
ｆ上に、ミラー部材（無機材）３１が配置されている。すなわち、第２実施形態では、バ
ックライトフレーム１の内部において、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領
域に、ＬＥＤ４が配置されておらず、ミラー部材３１が設けられている。なお、第２実施
形態のミラー部材３１は、銀などからなる反射シートである。
【００４９】
　そして、第２実施形態では、ＬＥＤ４からの出射光を導光板３の光入射面３ａに向かっ
て反射する反射面は、ミラー部材３１の表面３１ａによって構成されている。このミラー
部材３１の表面３１ａは、平面的に見て、導光板３の光入射面３ａに対して所定の角度傾
斜している。なお、ミラー部材３１の表面３１ａは、導光板３の光入射面３ａに対して直
線的に傾斜している。また、ミラー部材３１の表面３１ａと導光板３の光入射面３ａとの
なす角度は、平面的に見て、鋭角となっている。
【００５０】
　なお、第２実施形態のバックライトユニット３０のその他の構造は、上記第１実施形態
のバックライトユニット１０の構造を同様である。
【００５１】
　第２実施形態では、上記のように、ミラー部材（銀などからなる反射シート）３１の表
面３１ａを反射面として機能させることによって、拡散反射するプラスチックの表面を反
射面として機能させる場合に比べて、導光板３の光入射面３ａへの入射効率を向上させる
ことができる。さらに、ミラー部材（銀などからなる反射シート）３１は劣化しにくいの
で、その表面３１ａが黄色に変色するなどの不都合が発生するのを抑制することができる
。このため、反射面（ミラー部材３１の表面３１ａ）で反射された反射光が黄色味を帯び
てしまうという不都合が発生するのを抑制することができる。
【００５２】
　また、第２実施形態では、上記のように、バックライトフレーム１のテーパ面１ｆ上に
、ミラー部材３１を配置することによって、容易に、反射面（ミラー部材３１の表面３１
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ａ）を導光板３の光入射面３ａに対して所定の角度傾斜させることができる。
【００５３】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００５４】
　（第３実施形態）
　次に、図５を参照して、第３実施形態によるバックライトユニットの構造について説明
する。なお、図５中の矢印Ｌは、導光板の端部付近における光の進行方向を表している。
【００５５】
　第３実施形態のバックライトユニット４０のバックライトフレーム４１は、図５に示す
ように、上記第１実施形態のバックライトユニット１０のバックライトフレーム１と同様
、収納領域を囲むように枠状に連結された４つの側部４１ａ～４１ｄを有している。この
バックライトフレーム４１の側部４１ａ～４１ｄは、それぞれ、上記第１実施形態のバッ
クライトフレーム１の側部１ａ～１ｄに対応している。さらに、第３実施形態のバックラ
イトフレーム４１は、上記第１実施形態のバックライトフレーム１と同様、４つの側部４
１ａ～４１ｄによって構成される枠体の後側に配置された底部４１ｅも有している。なお
、バックライトフレーム４１は、本発明の「フレーム」の一例である。
【００５６】
　ここで、第３実施形態では、バックライトフレーム４１の側部４１ｂおよび４１ｄの各
々に、内側に向かって突出する三角形状の突出部４１ｆが一体的に形成されている。この
バックライトフレーム４１の突出部４１ｆは、バックライトフレーム４１の内部において
、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向する領域に配置されている。すなわち、第３
実施形態では、バックライトフレーム４１の内部において、導光板３の光入射面３ａの端
部３ｇと対向する領域に、ＬＥＤ４が配置されておらず、バックライトフレーム４１の突
出部４１ｆが設けられている。
【００５７】
　また、バックライトフレーム４１の突出部４１ｆは、平面的に見て、導光板３の光入射
面３ａとの間でなす角度が鋭角となるようなテーパ面４１ｇを有している。すなわち、バ
ックライトフレーム４１の突出部４１ｆのテーパ面４１ｇは、平面的に見て、導光板３の
光入射面３ａに対して所定の角度傾斜していることになる。なお、バックライトフレーム
４１の突出部４１ｆのテーパ面４１ｇは、導光板３の光入射面３ａに対して直線的に傾斜
している。そして、第３実施形態では、ＬＥＤ４からの出射光を導光板３の光入射面３ａ
に向かって反射する反射面は、バックライトフレーム４１の突出部４１ｆのテーパ面４１
ｇによって構成されている。
【００５８】
　また、Ａ方向（導光板３の光入射面３ａに沿った方向）と直交するＢ方向において、バ
ックライトフレーム４１の突出部４１ｆのテーパ面４１ｇの先端（三角形状の突出部４１
ｆの頂点）の位置は、ＬＥＤ４のレンズ４ａの根元部の位置と一致している。
【００５９】
　なお、第３実施形態のバックライトユニット４０のその他の構造は、上記第１実施形態
のバックライトユニット１０の構造を同様である。
【００６０】
　第３実施形態では、上記のように構成することによって、上記第１実施形態と同様の効
果を得ることができる。
【００６１】
　（第４実施形態）
　次に、図６を参照して、第４実施形態によるバックライトユニットの構造について説明
する。なお、図６中の矢印Ｌは、導光板の端部付近における光の進行方向を表している。
【００６２】
　第４実施形態のバックライトユニット５０のバックライトフレーム５１は、図６に示す
ように、上記第１実施形態のバックライトユニット１０のバックライトフレーム１と同様
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、収納領域を囲むように枠状に連結された４つの側部５１ａ～５１ｄを有している。この
バックライトフレーム５１の側部５１ａ～５１ｄは、それぞれ、上記第１実施形態のバッ
クライトフレーム１の側部１ａ～１ｄに対応している。さらに、第４実施形態のバックラ
イトフレーム５１は、上記第１実施形態のバックライトフレーム１と同様、４つの側部５
１ａ～５１ｄによって構成される枠体の後側に配置された底部５１ｅも有している。なお
、バックライトフレーム５１は、本発明の「フレーム」の一例である。
【００６３】
　ここで、第４実施形態では、ＬＥＤ４からの出射光を導光板３の光入射面３ａに向かっ
て反射する反射面は、バックライトフレーム５１に一体的に形成されておらず、ＬＥＤ４
が実装されるＬＥＤ基板５６に設けられている。なお、ＬＥＤ基板５６は、本発明の「基
板」の一例である。
【００６４】
　具体的には、第４実施形態では、導光板３の光入射面３ａの端部３ｇと対向するＬＥＤ
基板５６の所定部分５６ａに、三角形状を有する反射部材５７が取り付けられている。す
なわち、第４実施形態では、バックライトフレーム５１の内部において、導光板３の光入
射面３ａの端部３ｇと対向する領域に、ＬＥＤ４が配置されておらず、反射部材５７が設
けられている。この反射部材５７を構成する材料としては、樹脂や金属などを用いること
ができる。また、図示しないが、反射部材５７は、ＬＥＤ基板５６に対してねじ止めされ
ている。
【００６５】
　また、反射部材５７は、平面的に見て、導光板３の光入射面３ａとの間でなす角度が鋭
角となるようなテーパ面５７ａを有している。すなわち、反射部材５７のテーパ面５７ａ
は、平面的に見て、導光板３の光入射面３ａに対して所定の角度傾斜していることになる
。なお、反射部材５７のテーパ面５７ａは、導光板３の光入射面３ａに対して直線的に傾
斜している。そして、第４実施形態では、上記した反射面は、反射部材５７のテーパ面５
７ａによって構成されている。
【００６６】
　なお、第４実施形態のバックライトユニット５０のその他の構造は、上記第１実施形態
のバックライトユニット１０の構造を同様である。
【００６７】
　第４実施形態では、上記のように構成することによって、上記第１実施形態と同様、コ
ストダウンを図りながら、導光板３の端部付近における光量の低下を抑制し、かつ、光の
利用効率を向上させることができる。
【００６８】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００６９】
　たとえば、上記第１～第４実施形態では、反射面が導光板の光入射面に対して直線的に
傾斜するように構成したが、本発明はこれに限らず、反射面の少なくとも一部が曲面であ
ってもよい。
【００７０】
　また、上記第１～第３実施形態では、テーパ面をバックライトフレームに一体的に形成
するようにしたが、本発明はこれに限らず、テーパ面を有する部材をバックライトフレー
ムに後付けするようにしてもよい。
【００７１】
　また、上記第３実施形態では、バックライトフレームの突出部のテーパ面を反射面とし
たが、本発明はこれに限らず、バックライトフレームの突出部のテーパ面上にミラー部材
を配置し、そのミラー部材の表面を反射面としてもよい。
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【００７２】
　また、上記第４実施形態では、テーパ面（反射面）を有する反射部材をＬＥＤ基板に後
付けするようにしたが、本発明はこれに限らず、テーパ面（反射面）をＬＥＤ基板に一体
的に設けるようにしてもよい。たとえば、ＬＥＤ基板の端部側を折り曲げることによって
、ＬＥＤ基板の端部側にテーパ面（反射面）を設けるようにしてもよい。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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