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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長方形状の導光板と、
　前記導光板の長辺と短辺から成る側面部分の端面にそれぞれ配置した光源と、
　前記光源を実装した細長形状の実装基板と、
を備え、
　前記実装基板は、前記長辺及び前記短辺において同一基板を複数枚使用し、
　前記導光板の各辺の端面の全域に対応して前記実装基板を連続的に配置すると共に、前
記導光板の長辺と短辺との接点である角部では、長辺または短辺のいずれかの前記実装基
板は配置せずに所定の間隔を設けることを特徴とするバックライト装置。
【請求項２】
　長方形状の導光板と、
　前記導光板の一長辺と、一短辺または二短辺とを含む側面部分の端面にそれぞれ配置し
た光源と、
　前記光源を実装した細長形状の実装基板と、
を備え、
　前記実装基板は、
　前記一長辺及び前記一短辺または二短辺において同一基板を複数枚使用し、
　前記一長辺には、長辺の辺長全域に対応して連続的に配置し、
　前記一短辺または二短辺には、前記短辺の辺長未満の長さに対応し、且つ、前記光源を
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配置しない他方の長辺との接点である角部から連続的に配置できる最大枚数を配置するこ
とを特徴とするバックライト装置。
【請求項３】
　長方形状の導光板と、
　前記導光板の一短辺と、一長辺または二長辺とを含む側面部分の端面にそれぞれ配置し
た光源と、
　前記光源を実装した細長形状の実装基板と、
を備え、
　前記実装基板は、
　前記一短辺及び前記一長辺または二長辺において同一基板を複数枚使用し、
　前記一短辺には、短辺の辺長全域に対応して連続的に配置し、
　前記一長辺または二長辺には、前記長辺の辺長未満の長さに対応し、且つ、前記光源を
配置しない他方の短辺との接点である角部から連続的に配置できる最大枚数を配置するこ
とを特徴とするバックライト装置。
【請求項４】
　長方形状の導光板と、
　前記導光板の一長辺と、一短辺または二短辺とを含む側面部分の端面にそれぞれ配置し
た光源と、
　前記光源を実装した細長形状の実装基板と、
を備え、
　前記実装基板は、
　前記一長辺及び前記一短辺または二短辺において同一基板を複数枚使用し、
　前記一長辺には、長辺の辺長全域に対応して連続的に配置し、
　前記一短辺または二短辺には、前記長辺の辺長の２分の１の長さに対応し、且つ、前記
光源を配置しない他方の長辺との接点である角部から連続的に配置することを特徴とする
バックライト装置。
【請求項５】
　前記長辺と前記短辺との比率が１６：９であることを特徴とする請求項４に記載のバッ
クライト装置。
【請求項６】
　長方形状の導光板と、
　前記導光板の一短辺と、一長辺または二長辺とを含む側面部分の端面にそれぞれ配置し
た光源と、
　前記光源を実装した細長形状の実装基板と、
を備え、
　前記実装基板は、
　前記一短辺及び前記一長辺または二長辺において同一基板を複数枚使用し、
　前記一短辺には、短辺の辺長全域に対応して連続的に配置し、
　前記一長辺または二長辺には、前記短辺の辺長の長さに対応し、且つ、前記光源を配置
しない他方の短辺との接点である角部から連続的に配置することを特徴とするバックライ
ト装置。
【請求項７】
　前記長辺と前記短辺との比率が４：３であることを特徴とする請求項６に記載のバック
ライト装置。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載のバックライト装置と、
　画像を表示する表示面を有する表示パネルと、
を備えることを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、バックライト装置及び画像表示装置に係り、特に、発光ダイオード（ＬＥＤ
）等の点光源を複数用いて導光板の側面（端面）より入射することにより、表示パネルの
裏面から光を照射するバックライト装置及び画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶パネル等の表示モジュールを用いて画像を表示する画像表示装置（例えば、
ディスプレイ装置やテレビジョン装置等）が、急速に普及してきた。
【０００３】
　通常、画像表示装置は、表示モジュール及びその表示モジュールの画像表示面を外部か
ら視認できるように露出させて内部に収納した筐体を有する表示パネル部（画像表示装置
本体）と、表示パネル部を首振り等が可能なように支持するスタンド（台座部）と、を備
えて構成されている。
【０００４】
　表示モジュールに液晶パネルを用いた液晶モジュールの場合はバックライトが必要とな
り、そのバックライト光源として、例えば、冷陰極線管（ＣＣＦＬ）や外部電極蛍光管（
ＥＥＦＬ）等の線状光源が使用される場合と、ＬＥＤ（発光ダイオード）を用いたＬＥＤ
光源が使用される場合がある。
【０００５】
　ところで、近年、画面の大型化に伴い、画像表示装置本体の厚みをできるだけ薄くする
薄型化や軽量化が求められている。画像表示装置本体を薄型化，軽量化するためには、画
像表示装置本体内の容量や重量の多くを占める表示モジュールまたは筐体内部を薄型化、
軽量化する必要がある。表示モジュールの薄型化を進めるためには、このバックライト装
置の薄型化も一つの重要な要素技術となる。
【０００６】
　バックライトを薄型化するために、従来のように、液晶パネルの背面に光源を並べて配
置する直下方式のバックライトシステムではなく、導光板の端面に光源を配置するエッジ
ライト方式のバックライトシステムが各種提案されている。このように光源を導光板の端
面に配置することにより、光源によるバックライトの厚みの増加を抑制することが可能で
ある。
【０００７】
　従来、エッジライト方式のバックライトシステムにおいて、導光板の端面にＬＥＤを光
源として配置したバックライトが、例えば、特許文献１に開示されている。ＬＥＤを光源
としたバックライトの場合、導光板の端面に複数個のＬＥＤが所定間隔をあけて並べるこ
とにより構成されている。また、ＬＥＤの温度上昇を抑えるために、放熱構造を施した構
成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－２３３８１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、前記従来の特許文献１に記載の構成では、ＬＥＤ光源を導光板の１辺の
端面のみに配置した場合、導光板に入光させる光量を増やそうとすると、放熱構造の規模
が大きくなり、コストアップの要因となる問題点がある。
【００１０】
　また、前記従来の特許文献１の段落［０００５］、［０００６］に記載されているよう
に、点灯中に各ＬＥＤで温度がばらつくと、バックライトの一部で輝度ムラを起こす問題
点がある。さらに、放熱効率が悪いと輝度ムラの程度が悪化する原因にもなる。
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【００１１】
　特に、ＬＥＤ光源を導光板の２辺以上の端面に配置した場合、バックライトの四隅、即
ち、導光板の四隅の角部では光量が集中することになるため、他の箇所よりも熱も集中し
やすくなり、ＬＥＤの駆動効率が悪くなってしまうという問題点がある。その結果、バッ
クライト四隅の角部では、光源の経時変化も早く生じてしまい、バックライト装置や画像
表示装置の製品寿命を短くしてしまう等の影響が生じてしまうという問題点もある。
【００１２】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、ＬＥＤを光源としたエッジライト方式のバ
ックライトシステムにおいて、導光板の端面にＬＥＤを効率的に配置することにより、バ
ックライトや画像表示装置の薄型化や、シンメトリ構造の狭額縁化したマルチ画面を実現
できると共に、液晶パネルのドライバ基板やＬＥＤ光源の動作温度条件を良好に保ち、液
晶モジュールの経時変化が全体的に均一化されることにより、バックライトや液晶パネル
の長寿命化が実現できるバックライト装置及び画像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】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、請求項１の発明は、長方形状の導光板（８）と、前記導
光板（８）の長辺と短辺から成る側面部分の端面（８ａ）にそれぞれ配置した光源（１２
）と、前記光源（１２）を実装した細長形状の実装基板（１１）と、を備え、前記実装基
板（１１）は、前記長辺及び前記短辺において同一基板を複数枚使用し、前記導光板（８
）の各辺の端面（８ａ）の全域に対応して前記実装基板（１１）を連続的に配置すると共
に、前記導光板（８）の長辺と短辺との接点である角部（１７ｂ，１７ｃまたは１７ｃ，
１７ｄ）では、長辺または短辺のいずれかの前記実装基板（１１）は配置せずに所定の間
隔を設けたバックライト装置とすることを特徴とする。
【００１４】
　請求項２の発明は、長方形状の導光板（８）と、前記導光板（８）の一長辺と、一短辺
または二短辺とを含む側面部分の端面（８ａ）にそれぞれ配置した光源（１２）と、前記
光源（１２）を実装した細長形状の実装基板（110ａ，110ｂ，110ｃ，111ａ，111ｂ，111
ｃ）と、を備え、前記実装基板（110ａ，110ｂ，110ｃ，111ａ，111ｂ，111ｃ）は、前記
一長辺及び前記一短辺または二短辺において同一基板を複数枚使用し、前記一長辺には、
長辺の辺長全域に対応して連続的に配置（110ｂ，111ｂ）し、前記一短辺または二短辺に
は、前記短辺の辺長未満の長さに対応し、且つ、前記光源（１２）を配置しない他方の長
辺との接点である角部（１７ａ，１７ｄ）から連続的に配置できる最大枚数を配置（110
ａ，110ｃ，111ａ，111ｃ）することを特徴とするバックライト装置であることを特徴と
する。
【００１５】
　請求項３の発明は、長方形状の導光板（８）と、前記導光板（８）の一短辺と、一長辺
または二長辺とを含む側面部分の端面（８ａ）にそれぞれ配置した光源（１２）と、前記
光源（１２）を実装した細長形状の実装基板（112ｂ，112ｃ，112ｄ，113ｂ，113ｃ，113
ｄ）と、を備え、前記実装基板（112ｂ，112ｃ，112ｄ，113ｂ，113ｃ，113ｄ）は、前記
一短辺及び前記一長辺または二長辺において同一基板を複数枚使用し、前記一短辺には、
短辺の辺長全域に対応して連続的に配置（112ｃ，113ｃ）し、前記一長辺または二長辺に
は、前記長辺の辺長未満の長さに対応し、且つ、前記光源（１２）を配置しない他方の短
辺との接点である角部（１７ａ，１７ｂ）から連続的に配置できる最大枚数を配置（112
ｂ，112ｄ，113ｂ，113ｄ）することを特徴とするバックライト装置であることを特徴と
する。
【００１６】
　請求項４の発明は、長方形状の導光板（８）と、前記導光板（８）の一長辺と、一短辺
または二短辺とを含む側面部分の端面（８ａ）にそれぞれ配置した光源（１２）と、前記
光源（１２）を実装した細長形状の実装基板（114ａ，114ｂ，114ｃ）と、を備え、前記
実装基板（114ａ，114ｂ，114ｃ）は、前記一長辺及び前記一短辺または二短辺において
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同一基板を複数枚使用し、前記一長辺には、長辺の辺長全域に対応して連続的に配置（11
4ｂ）し、前記一短辺または二短辺には、前記長辺の辺長の２分の１の長さに対応し、且
つ、前記光源（１２）を配置しない他方の長辺との接点である角部（１７ａ，１７ｄ）か
ら連続的に配置（114ａ，114ｃ）することを特徴とするバックライト装置であることを特
徴とする。
【００１７】
　請求項５の発明は、請求項４に記載のバックライト装置において、前記長辺と前記短辺
との比率が１６：９であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項６の発明は、長方形状の導光板（８）と、前記導光板（８）の一短辺と、一長辺
または二長辺とを含む側面部分の端面（８ａ）にそれぞれ配置した光源（１２）と、前記
光源（１２）を実装した細長形状の実装基板（115ｂ，115ｃ，115ｄ）と、を備え、前記
実装基板（115ｂ，115ｃ，115ｄ）は、前記一短辺及び前記一長辺または二長辺において
同一基板を複数枚使用し、前記一短辺には、短辺の辺長全域に対応して連続的に配置（11
5ｃ）し、前記一長辺または二長辺には、前記短辺の辺長の長さに対応し、且つ、前記光
源を配置しない他方の短辺との接点である角部（１７ａ，１７ｂ）から連続的に配置（11
5ｂ，115ｄ）することを特徴とするバックライト装置であることを特徴とする。
【００１９】
　請求項７の発明は、請求項６に記載のバックライト装置において、前記長辺と前記短辺
との比率が４：３であることを特徴とする。
【００２０】
　請求項８の発明は、請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載のバックライト装置
と、画像を表示する表示面（４ａ）を有する表示パネル（４）とを備えてなる画像表示装
置（５０）であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画像表示装置の動作温度条件の範囲内において、各ＬＥＤの輝度を効
率的に確保できて駆動効率や発光効率も良好に保持することができると共に、バックライ
ト全体で所望の均一な光学特性が得られるバックライト装置及び画像表示装置を提供する
ことができる。即ち、導光板の側面部分の端面に複数個のＬＥＤ（光源）を実装したＬＥ
Ｄ基板（実装基板）を複数枚配置してなるバックライト装置及び液晶表示装置において、
ＬＥＤ基板を全て共通の同一基板として効率よく複数枚配置することで、導光板の四隅の
角部にＬＥＤ基板が設けられず、ＬＥＤ光源による導光板の四隅の熱の集中も解消するこ
とができる。これにより、ＬＥＤの駆動効率及びＬＥＤ基板の耐久性を向上させることが
でき、バックライト装置や画像表示装置の長寿命化を実現することができるという効果が
ある。
【００２２】
　具体的には、導光板の長辺と短辺との２辺以上を含む側面部分の端面に複数個のＬＥＤ
を実装したＬＥＤ基板を複数枚配置してなるバックライト装置及び液晶表示装置において
、ＬＥＤ基板を全て共通の同一基板として複数枚配置すると共に、導光板の一辺には、辺
長全域に対応してＬＥＤ基板を連続的に配置し、その一辺と直交する他辺には、辺長未満
の長さに対応し、且つ、ＬＥＤ光源を配置しない他方の直交する一辺との接点からＬＥＤ
基板を連続的に配置したことによって、ＬＥＤ基板を共に配置する長辺と短辺との接点の
角部近傍に所定の間隔を設けたので、個々のＬＥＤの発熱量が均等化され、ＬＥＤ光源の
動作温度条件を全体的に良好に保つことができるという効果がある。
【００２３】
　また、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンを図ることが可能であると共に、大型サイズ
の画像表示装置においても適用できるので、画像表示装置のコストアップ分を極力抑えた
、比較的安価なバックライト装置及び画像表示装置を提供することができる。
【００２４】
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　加えて、バックライトの四隅の角部に熱量が集中しなくなるため、局所的に輝度ムラが
発生したり経年変化が発生したりすることがなくなると共に、液晶パネルのドライバ部や
制御部が配置されている一辺では、バックライトの導光板端面にＬＥＤ光源を配置しない
ため、液晶モジュールとしての経時変化が全体的に均一化されるので、高品質なバックラ
イト装置及び画像表示装置を提供することができるという効果を奏する。
【００２５】
　さらに、画像表示装置内部の放熱及び断熱構造を比較的簡略化することができ、導光板
の板厚も抑えることができるので、画像表示装置全体を軽量化することが可能であり、導
光板などの部材やバックライト装置及び画像表示装置をそれぞれ輸送する際の輸送コスト
を極力抑えることができる。
【００２６】
　また、４辺の額縁幅を狭額縁化したシンメトリ構造とすることができるので、複数の画
像表示装置を上下左右に並べてマルチ画面とするために好適なバックライト装置及び画像
表示装置を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施形態の画像表示装置の全体構成を示すための斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の画像表示装置を説明するための分解図である。
【図３】本発明の実施形態の画像表示装置におけるＬＥＤ基板を説明するための斜視図で
ある。
【図４】本発明の実施形態の画像表示装置におけるＬＥＤ基板の取付構造について説明す
るための斜視的断面図である。
【図５】本発明の実施形態の画像表示装置の部分断面図である。
【図６】本発明の第１実施例における要部の構成を示した図である。
【図７】本発明の第１実施例における要部の構成を示した図である。
【図８】本発明の第２実施例における要部の構成を示した図である。
【図９】本発明の第２実施例における要部の構成を示した図である。
【図１０】本発明の第３実施例における要部の構成を示した図である。
【図１１】本発明の第３実施例における要部の構成を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態を好ましい実施例により図１～図１１を用いて説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施形態の画像表示装置の全体構成を示す斜視図であり、正面右上方
から見た図である。ここでは、表示画面が見える方を正面と称することにする。
【００３０】
　この実施形態の画像表示装置５０は、外部から入来した映像信号を表示するモニターで
ある。また、画面サイズは、３０型以上の大型サイズを想定しているが、本実施形態では
４２型の場合について説明する。また、表示パネルとして液晶パネルを用いた例を説明す
る。
【００３１】
　図１において、画像表示装置５０は、枠状に形成されたフロント側筐体１と、リア側筐
体２とが組み合わされた筐体３を有している。
【００３２】
　筐体３は、液晶パネル４を収納しており、液晶パネル４の画像表示部である表示面４ａ
がフロント側筐体１に設けられた矩形の開口部１ａから外部に露出している。
【００３３】
　また、筐体３は、筐体３の背面側（図１の紙面奥側）に取り付けられたスタンド５によ
り支持され、画像表示装置５０は床面等に設置できるようになっている。また、スタンド
５を外し、吊り下げ具等を取り付けることにより、筐体３のみを天吊りで設置することや
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、壁掛けとして設置することもできる。
【００３４】
　フロント側筐体１は、枠状の形状となっており、４辺の額縁幅Ｔａ，Ｔｂ，Ｔｃ，Ｔｄ
が上下左右共に同一の幅（長さ）であるシンメトリ構造で形成されている。なお、フロン
ト側筐体１の右下部分には、リモコン受光窓部（図示せず）が設けられている。
【００３５】
　また、図示していないが、画像表示装置５０のリア側筐体２の背面下方側には、ＬＥＤ
光源をドライブするための駆動回路が搭載されたＬＥＤ－ＤＲＶ基板や、液晶パネル４の
表示を制御するためのタイミングコントローラ基板が備えられている。その他、画像表示
装置５０の信号処理等の回路を搭載した基板や電源部（図示せず）も搭載されており、各
種基板類や電源部は、基板カバーにより全体が覆われている。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態の画像表示装置５０を説明するための分解図である。
【００３７】
　画像表示装置５０は、正面側から順に、フロント側筐体１、液晶パネル４、パネルシャ
ーシ６、光学シート部７、導光板８、反射シート９、及び、リア側筐体２を有して構成さ
れている。
【００３８】
　フロント側筐体１は、シンメトリ形状の枠体となっており、枠体の内部には、フロント
側筐体１の剛性を強化するリブ（図示せず）が設けられており、筐体３の内部で発生した
熱を効率的に画像表示装置５０の外部へ放熱させている。
【００３９】
　画像表示パネルである液晶パネル４の左右辺には、フィルム状の凸片４ｂが各辺から３
箇所ずつ突出している。
【００４０】
　また、液晶パネル４の上辺端からは、フレキシブル基板４ｆを介して液晶パネル４を駆
動させるための回路を搭載したＬＣＤ－ＤＲＶ基板１０が一対連結されている。なお、フ
レキシブル基板４ｆとＬＣＤ－ＤＲＶ基板１０は、液晶パネル４の上辺端からリア側筐体
２の背面側に屈曲させて固定する。
【００４１】
　パネルシャーシ６は、樹脂を射出成形して枠上に形成されおり、凸片４ｂに対応した位
置に、その凸片４ｂと干渉しないように凹んだ凹部６ａが設けられている。
【００４２】
　リア側筐体２は、基板２ｓｋと、基板２ｓｋに取り付けられる３つのリブ体である下リ
ブ体２ＲＢ、左リブ体２ＲＬ、右リブ体２ＲＲと、を含んで構成されている。３つのリブ
体２ＲＢ，２ＲＬ，２ＲＲを設けることにより、リア側筐体２の剛性を強化すると共に、
筐体３の内部で発生した熱を効率的に画像表示装置５０の外部へ放熱させることができる
ようになっている。
【００４３】
　基板２ｓｋは、例えば、厚さ１．０ｍｍのアルミニウム板にプレス等の加工を施して形
成されている。各辺の端部は正面側に折り曲げられてフランジ部２ｆとなっている。
【００４４】
　なお、リア側筐体２の剛性を強化するために、上側にもリブ体を設けてもよいが、後述
するＬＥＤ基板１１は上側リブ体には取り付けしない。このようにすることによって、フ
レキシブル基板４ｆやＬＣＤ－ＤＲＶ基板１０については、ＬＥＤ基板１１から生じる発
熱による影響を直接受けない構成とすることができる。
【００４５】
　リブ体２ＲＢ，２ＲＬ，２ＲＲの互いに対向する面（それぞれが隣接するフランジ２ｆ
から遠い側）には、図３に示されるＬＥＤ基板（実装基板）１１が取り付けられている。
【００４６】
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　ＬＥＤ基板１１は、ベース基板１１ｋにＬＥＤのドライブ回路と光源であるＬＥＤ１２
が複数搭載されている。このＬＥＤ１２は白色ＬＥＤである。ＬＥＤ１２は１枚のベース
基板１１ｋに、１または複数設けられていればよい。
【００４７】
　本実施形態の画像表示装置５０では、ＬＥＤ１２からの光を導光板８の側面部の端面８
ａに入射させることで液晶パネル４を発光させる（図５も参照）。
【００４８】
　また、ＬＥＤ基板１１は、導光板８の左右の辺及び下辺に対応する位置に合計３辺設け
られ、３辺それぞれから内部に入光するようになっている。
【００４９】
　ベース基板１１ｋは、具体的には、取り付けられるリブ体の高さに対応した高さＨａと
、入光させる導光板８の辺長に対応し、ＬＥＤ１２が実装された実装部の長さＬａと、を
有して細長形状に形成されている。
【００５０】
　複数のＬＥＤ１２は、ベース基板１１ｋの長手方向に連なるように、等ピッチで配設さ
れている。
【００５１】
　ＬＥＤ１２には、アノード電極およびカソード電極がそれぞれ１つずつ設けられており
、この電極間に電圧が印加されることによりＬＥＤ１２が点灯される。
【００５２】
　ベース基板１１ｋの一端側には、ＬＥＤ－ＤＲＶ基板１０へ接続するためのコネクター
１３が実装されている。
【００５３】
　なお、コネクター１３は、必ずしもベース基板１１ｋの長手方向における同一平面の延
長線上でなくてもよく、ベース基板１１ｋのＬＥＤ１２が実装されていない裏面側に設け
た構成でもよい。
【００５４】
　図４は、ＬＥＤ基板１１をリブ体２ＲＬに取り付けた状態を示す斜視的断面図である。
この図４に示すように、ＬＥＤ基板１１の各リブ体への取り付け手段としては、例えば、
放熱性のある粘着テープ１４を用いることができる。
【００５５】
　図５は、本発明の実施形態の画像表示装置５０の下リブ体２ＲＢ側における断面図であ
る。
【００５６】
　液晶パネル４は、パネルシャーシ６の上に緩衝材１５を介して配置されている。導光板
８は、アクリルなどの透明な板状部材によって、液晶パネル４の有効画面である表示面４
ａよりも僅かに大きいサイズで形成される。なお、導光板８は、例えば、ポリカーボネー
ト等の他の材質によって形成されていてもよい。
【００５７】
　画像表示装置５０の全体を薄型化するため、導光板８は１ｍｍ～５ｍｍ程度の値の厚み
が採用される。導光板８は、液晶パネル４の裏面側をすべて覆うように液晶パネル４の装
置後方側に配置される。光学シート部７は、拡散シートやプリズムシート等を積層して形
成されている。光学シート部７は、液晶パネル４と導光板８との間に配置される。
【００５８】
　上述のように、ＬＥＤ１２は、白色光を出射する白色発光ダイオードが採用されている
。具体的には、ＬＥＤ１２は、青色光を発する半導体発光素子の発光面に、青色光によっ
て励起されて黄色光を出射する蛍光体層が積層されて構成されている。これにより、ＬＥ
Ｄ１２からは、青色光と黄色光との合成光である白色光が出射する。なお、ＬＥＤ１２は
、青色光を発する半導体発光素子の発光面に、青色光によって励起されて赤色光を出射す
る第１蛍光体層および青色光によって励起されて緑色光を出射する第２蛍光体層が積層さ
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れて構成されていてもよい。これによっても、青色光、赤色光、および緑色光の合成光で
ある白色光を得ることができる。ＬＥＤ１２は、外部環境から保護すべく、例えば可視領
域において透明性の高い合成樹脂など、光学的に負荷が少ない封止材料によって封止され
ている。
【００５９】
　ＬＥＤ１２、導光板８の端面８ａ、パネルシャーシ６、および反射シート９に囲まれる
空間には光混合部１６が形成される。光混合部１６は、ＬＥＤ１２から発せられた光を、
光度ムラを緩和しつつ導光板８の端面８ａに入射させる機能を有する。ＬＥＤ１２から発
せられた光はこの光混合部１６を通過して、導光板８の端面８ａに直接入射するか、パネ
ルシャーシ６の内面または反射シート９に反射された後に導光板８の端面８ａに入射する
。端面８ａから導光板８の内部に入射した光は、その後、反射シート９によって拡散反射
され、均一な光として、光学シート部７を通じて液晶パネル４の裏面に照射される。この
とき、ＬＥＤ１２からの光を液晶パネル４に向けてなるべく垂直に近い角度で立ち上げる
よう、導光板８の裏面にはドットパターンなどの加工処理が施されている。
【００６０】
　ＬＥＤ１２は点光源として機能する。このため導光板８の端面８ａに入射する光に、Ｌ
ＥＤ１２の配置間隔に起因する光度ムラが生ずる可能性がある。ＬＥＤ１２の発する光の
分布は、円形になることが知られている。このため、ＬＥＤ１２から導光板８までの間隔
Ｈを変化させていくと、この光度ムラが増減する。
【００６１】
　一般に、ＬＥＤ１２から導光板８までの間隔Ｈが短くなるにしたがって、各ＬＥＤ１２
，１２間における光度の低下が大きくなり、光度ムラも大きくなる。一方、ＬＥＤ１２か
ら導光板８までの間隔Ｈが広がるにしたがって光度ムラは小さくなるが、光混合部１６に
おける光の拡散、吸収等によって導光板８の端面８ａに入射する光の光度平均は低下する
。したがって、間隔Ｈは、導光板８の端面８ａにおける光度ムラおよび光度平均が要求値
を満たすよう設定されることが求められる。ＬＥＤ１２がすべて等ピッチで配設されてい
る場合、間隔Ｈを変化させて光度ムラが最小となる間隔Ｈを採用することが可能である。
【００６２】
　また、通常、画像表示装置５０では、画面中央部が明るくなるように設計されている。
そのため、実際には、表示輝度が液晶パネル４の表示面４ａの外周部から中心部にかけて
徐々に高くなるようにすることによって、液晶パネル４の表示画面内で輝度ムラが発生し
ないように設定している。この設定の主な方法として、導光板８の裏面のドットパターン
の密度やドットの粒径を変化させて、表示面全体でバランス良く配光調整を行なうことで
実現させる方法などがある。
【００６３】
　上述の通り、本実施形態の画像表示装置５０では、導光板８の左右の辺及び下辺に対応
する位置の合計３辺にＬＥＤ基板１１を配置して、導光板８の内部に入光する構成となっ
ている。そのため、導光板８のドットパターンは、本仕様の３辺入光に合わせて、ドット
パターンの密度やドットの粒径の面内分布の作りこみを行なうことで、上記の輝度設定を
行なっている。
【００６４】
　このように、導光板８のドットパターンは、端面８ａへの入光位置やそれぞれの入光量
の仕様の変化に応じて、それぞれ適宜、表示画面における面内分布の作りこみを行なう必
要がある。
【００６５】
［第１実施例］
　図６及び図７は、本発明の第１実施例における要部の構成を示した図である。
【００６６】
　図６及び図７では、ＬＥＤ１２を等ピッチで配設して実装したＬＥＤ基板（総称して１
１０，１１１とも称する）を、導光板８の一長辺と二短辺に対応した側面部分の端面８ａ
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に対向してそれぞれ配置している。
【００６７】
　なお、図６は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と短辺の比が４：３の横
長サイズの一例であり、図７は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と短辺の
比が１６：９の横長サイズの一例である。
【００６８】
　図６において、導光板８の左辺側の短辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１０ａ
１，１１０ａ２，１１０ａ３が配置され、導光板８の下辺側の長辺側面部分の端面８ａに
は、ＬＥＤ基板１１０ｂ１，１１０ｂ２，１１０ｂ３，１１０ｂ４，１１０ｂ５が配置さ
れ、導光板８の右辺側の短辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１０ｃ１，１１０ｃ
２，１１０ｃ３が配置されている。それぞれのＬＥＤ基板１１（１１０）は、全て同一基
板を用いているため、ＬＥＤ１２の実装個数やピッチ間隔も同一である。
【００６９】
　図６では、導光板８の下辺側の長辺の辺長全域、即ち、角部１７ｂから角部１７ｃに対
応して、ＬＥＤ基板１１を５枚連続的に配置されている。また、導光板８の右辺側と左辺
側の短辺では、短辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且つ、各短辺と光源を配置し
ていない上辺側の長辺の辺長との接点、即ち、角部１７ａまたは角部１７ｄを開始点とし
て、それぞれ３枚連続的に配置する構成となっている。
【００７０】
　一方、導光板８の左辺側において、ＬＥＤ基板１１０ａ４をＬＥＤ基板１１０ａ３に連
結して配置しようとすると、短辺の辺長を超える長さ、即ち、角部１７ｂよりも下側の領
域まで達してしまう。
【００７１】
　角部１７ｂには、下辺のＬＥＤ基板１１０ｂ１も配置されている。そのため、ＬＥＤ基
板１１０ａ４を少なくとも角部１７ｂまで達する長さまで配置してしまうと、角部１７ｂ
近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中が発生し、角部１７ｂ近傍のＬＥＤの駆動効率
が他よりも悪くなると共に、経時変化も他よりも進行してしまい、輝度ムラや色ムラが徐
々に発生して製品寿命を短くしてしまう可能性がある。
【００７２】
　そのため、ＬＥＤ基板１１０ａ４はＬＥＤ基板１１０ａ３に連結して配置しない構成と
する。即ち、左側の短辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００７３】
　同様に、導光板８の右辺側においても、ＬＥＤ基板１１０ｃ４はＬＥＤ基板１１０ｃ３
に連結せず、右側の短辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００７４】
　なお、導光板８の側面のうち、ＬＥＤ１２からの光が入光しない部分である上辺と左右
の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板８の内部に反射す
るための反射フィルムを貼付する。
【００７５】
　図７は、図６と同様に、導光板８の下辺側の長辺の辺長全域、即ち、角部１７ｂから角
部１７ｃに対応して、ＬＥＤ基板１１１ｂ１，１１１ｂ２，１１１ｂ３，１１１ｂ４，１
１１ｂ５を５枚連続的に配置されている。
【００７６】
　また、導光板８の左辺側の短辺では、短辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且つ
、左辺と光源を配置していない上辺側の長辺の辺長との接点、即ち、角部１７ａを開始点
として、ＬＥＤ基板１１１ａ１，１１１ａ２を２枚連続的に配置する構成となっている。
【００７７】
　同様に、導光板８の右辺側の短辺では、短辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且
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つ、右辺と光源を配置していない上辺側の長辺の辺長との接点、即ち、角部１７ｄを開始
点として、ＬＥＤ基板１１１ｃ１，１１１ｃ２を２枚連続的に配置する構成となっている
。
【００７８】
　なお、図７におけるそれぞれのＬＥＤ基板１１（１１１）は、全て同一基板を用いてい
るため、ＬＥＤ１２の実装個数やピッチ間隔も同一である。
【００７９】
　一方、導光板８の左辺側において、ＬＥＤ基板１１１ａ３をＬＥＤ基板１１１ａ２に連
結して配置しようとすると、短辺の辺長を超える長さ、即ち、角部１７ｂよりも下側の領
域まで達してしまう。
【００８０】
　角部１７ｂには、下辺のＬＥＤ基板１１１ｂ１も配置されている。そのため、ＬＥＤ基
板１１１ａ３を少なくとも角部１７ｂまで達する長さまで配置してしまうと、角部１７ｂ
近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中が発生し、角部１７ｂ近傍のＬＥＤの駆動効率
が他よりも悪くなると共に、経時変化も他よりも進行してしまい、輝度ムラや色ムラが徐
々に発生して製品寿命を短くしてしまう可能性がある。
【００８１】
　そのため、ＬＥＤ基板１１１ａ３はＬＥＤ基板１１１ａ２に連結して配置しない構成と
する。即ち、左側の短辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００８２】
　同様に、導光板８の右辺側においても、ＬＥＤ基板１１１ｃ３はＬＥＤ基板１１１ｃ２
に連結せず、右側の短辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００８３】
　なお、図６と同様に、導光板側面のうち、ＬＥＤ１２からの光が入光しない部分である
上辺と左右の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板８の内
部に反射するための反射フィルムを貼付する。
【００８４】
［第２実施例］
　図８及び図９は、本発明の第２実施例における要部の構成を示した図である。
【００８５】
　図８及び図９では、ＬＥＤ１２を等ピッチで配設して実装したＬＥＤ基板（総称して１
１２，１１３とも称する）を、導光板８の一短辺と二長辺に対応した側面部分の端面８ａ
にそれぞれ配置している。
【００８６】
　なお、図８は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と短辺の比が４：３の縦
長サイズの一例であり、図９は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と短辺の
比が１６：９の縦長サイズの一例である。
【００８７】
　図８及び図９は、図６及び図７の導光板８を右側に９０°回転したものである。以下の
説明では、符号を図６及び図７と同様の規則で付与すると共に、図６及び図７で用いた同
一符号を一部用いて説明することにする。
【００８８】
　図８において、導光板８の左辺側の長辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１２ｂ
１，１１２ｂ２，１１２ｂ３，１１２ｂ４，１１２ｂ５が配置され、導光板８の下辺側の
短辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１２ｃ１，１１２ｃ２，１１２ｃ３，１１２
ｃ４が配置され、導光板８の右辺側の長辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１２ｄ
１，１１２ｄ２，１１２ｄ３，１１２ｄ４，１１２ｄ５が配置されている。それぞれのＬ
ＥＤ基板１１（１１２）は、全て同一基板を用いているため、ＬＥＤ１２の実装個数やピ
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ッチ間隔も同一である。
【００８９】
　図８では、導光板８の下辺側の短辺の辺長全域、即ち、角部１７ｃから角部１７ｄに対
応して、ＬＥＤ基板１１を５枚連続的に配置されている。また、導光板８の右辺側と左辺
側の長辺では、長辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且つ、各長辺と光源を配置し
ていない上辺側の短辺の辺長との接点、即ち、角部１７ａまたは角部１７ｂを開始点とし
て、それぞれ５枚連続的に配置する構成となっている。
【００９０】
　一方、導光板８の左辺側において、ＬＥＤ基板１１２ｂ６をＬＥＤ基板１１２ｂ５に連
結して配置しようとすると、長辺の辺長を超える長さ、即ち、角部１７ｃよりも下側の領
域まで達してしまう。
【００９１】
　角部１７ｃには、下辺のＬＥＤ基板１１２ｃ４も配置されている。そのため、ＬＥＤ基
板１１２ｂ６を少なくとも角部１７ｃまで達する長さまで配置してしまうと、角部１７ｃ
近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中が発生し、角部１７ｃ近傍のＬＥＤ１２の駆動
効率が他よりも悪くなると共に、経時変化も他よりも進行してしまい、輝度ムラや色ムラ
が徐々に発生して製品寿命を短くしてしまう可能性がある。
【００９２】
　そのため、ＬＥＤ基板１１２ｂ６はＬＥＤ基板１１２ｂ５に連結して配置しない構成と
する。即ち、左側の長辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００９３】
　同様に、導光板８の右辺側においても、ＬＥＤ基板１１２ｄ６はＬＥＤ基板１１２ｄ５
に連結せず、右側の長辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【００９４】
　なお、導光板８の側面のうち、ＬＥＤ１２からの光が入光しない部分である上辺と左右
の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板８の内部に反射す
るための反射フィルムを貼付する。
【００９５】
　図９は、図８と同様に、導光板８の下辺側の短辺の辺長全域、即ち、角部１７ｃから角
部１７ｄに対応して、ＬＥＤ基板１１３ｃ１，１１３ｃ２を２枚連続的に配置されている
。
【００９６】
　また、導光板８の左辺側の長辺では、長辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且つ
、左辺と光源を配置していない上辺側の短辺の辺長との接点、即ち、角部１７ｂを開始点
として、ＬＥＤ基板１１３ｂ１，１１３ｂ２，１１３ｂ３を３枚連続的に配置する構成と
なっている。
【００９７】
　同様に、導光板８の右辺側の長辺では、長辺の辺長未満の長さの範囲内に対応して、且
つ、右辺と光源を配置していない上辺側の短辺の辺長との接点、即ち、角部１７ａを開始
点として、ＬＥＤ基板１１３ｄ１，１１３ｄ２，１１３ｄ３を３枚連続的に配置する構成
となっている。
【００９８】
　なお、図９におけるそれぞれのＬＥＤ基板１１（１１３）は、全て同一基板を用いてい
るため、ＬＥＤ１２の実装個数やピッチ間隔も同一である。
【００９９】
　一方、導光板８の左辺側において、ＬＥＤ基板１１３ｂ４をＬＥＤ基板１１３ｂ３に連
結して配置しようとすると、長辺の辺長を超える長さ、即ち、角部１７ｃよりも下側の領
域まで達してしまう。
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【０１００】
　角部１７ｃには、下辺のＬＥＤ基板１１３ｃ２も配置されている。そのため、ＬＥＤ基
板１１３ｂ４を少なくとも角部１７ｃまで達する長さまで配置してしまうと、角部１７ｃ
近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中が発生し、角部１７ｃ近傍のＬＥＤ１２の駆動
効率が他よりも悪くなると共に、経時変化も他よりも進行してしまい、輝度ムラや色ムラ
が徐々に発生して製品寿命を短くしてしまう可能性がある。
【０１０１】
　そのため、ＬＥＤ基板１１３ｂ４はＬＥＤ基板１１３ｂ３に連結して配置しない構成と
する。即ち、左側の長辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【０１０２】
　同様に、導光板８の右辺側においても、ＬＥＤ基板１１３ｄ４はＬＥＤ基板１１３ｄ３
に連結せず、右側の長辺の辺長未満の長さの範囲内で、ＬＥＤ基板１１を連結して配置で
きる最大枚数を配置する構成とする。
【０１０３】
　なお、図８と同様に、導光板８の側面のうち、ＬＥＤ１２からの光が入光しない部分で
ある上辺と左右の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板８
の内部に反射するための反射フィルムを貼付する。
【０１０４】
［第３実施例］
　図１０及び図１１は、本発明の第３実施例における要部の構成を示した図である。
【０１０５】
　図１０は、ＬＥＤ１２を等ピッチで配設して実装したＬＥＤ基板（総称して１１４とも
称する）を、導光板８の一長辺と二短辺に対応した側面部分の端面８ａにそれぞれ配置し
ている。
【０１０６】
　また図１１は、ＬＥＤ１２を等ピッチで配設して実装したＬＥＤ基板（総称して１１５
とも称する）を、導光板８の一短辺と二長辺に対応した側面部分の端面８ａにそれぞれ配
置している。
【０１０７】
　なお、図１０は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と短辺の比が１６：９
の横長サイズの一例であり、図１１は、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの長辺と
短辺の比が４：３の縦長サイズの一例である。
【０１０８】
　図１０において、導光板８の左辺側の短辺側面部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１４
ａ１，１１４ａ２，１１４ａ３，１１４ａ４が配置され、導光板８の下辺側の長辺側面部
分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１４ｂ１，１１４ｂ２，１１４ｂ３，１１４ｂ４，１１
４ｂ５，１１４ｂ６，１１４ｂ７，１１４ｂ８が配置され、導光板８の右辺側の短辺側面
部分の端面８ａには、ＬＥＤ基板１１４ｃ１，１１４ｃ２，１１４ｃ３，１１４ｃ４が配
置されている。それぞれのＬＥＤ基板１１（１１４）は、全て同一基板を用いているため
、ＬＥＤ１２の実装個数やピッチ間隔も同一である。
【０１０９】
　図１０では、導光板８の下辺側の長辺の辺長全域、即ち、角部１７ｂから角部１７ｃに
対応して、ＬＥＤ基板１１を８枚連続的に配置されている。
【０１１０】
　また、導光板８の右辺側と左辺側の短辺では、長辺の辺長の２分の１の長さ（ＬＥＤ基
板４枚分の長さ）に対応し、且つ、各短辺と光源を配置していない上辺側の長辺の辺長と
の接点、即ち、角部１７ａまたは角部１７ｄを開始点として、ＬＥＤ基板１１をそれぞれ
４枚連続的に配置する構成となっている。
【０１１１】
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　このように配置することによって、導光板８の左辺側では、角部１７ｂ近傍にはＬＥＤ
基板１１が配置されなくなる。一方、角部１７ｂには、下辺のＬＥＤ基板１１４ｂ１のみ
が配置される構成となる。
【０１１２】
　具体的には、導光板８の左辺側において、角部１７ｂ近傍でＬＥＤ基板１１が配置され
なくなる間隔は、左辺の全長の長さに対して９分の１の長さ分である。
【０１１３】
　同様に、導光板８の右辺側においても、角部１７ｃ近傍にはＬＥＤ基板１１が配置され
なくなり、下辺のＬＥＤ基板１１４ｂ８のみが配置される構成となる。
【０１１４】
　なお、導光板８の右辺側において、角部１７ｃ近傍でＬＥＤ基板１１が配置されなくな
る間隔は、右辺の全長の長さに対して９分の１の長さ分である。
【０１１５】
　このように、角部１７ｂ及び角部１７ｃ近傍にＬＥＤ基板１１を配置しない一定の間隔
を設けることによって、角部１７ｂ及び１７ｃ近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中
が発生することが無く、角部１７ｂ及び１７ｃ近傍のＬＥＤの駆動効率が他よりも悪化す
ることも無い。
【０１１６】
　従って、バックライト全体でＬＥＤ１２の経時変化が均等になり、角部１７ｂ及び１７
ｃで輝度ムラや色ムラの発生が起こらなくなるため、バックライトの製品寿命を長く延ば
すことが可能となる。
【０１１７】
　なお、導光板８の側面８ａのうち、ＬＥＤからの光が入光しない部分である上辺と左右
の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板８の内部に反射す
るための反射フィルムを貼付する。
【０１１８】
　図１０では、導光板８の長辺にＬＥＤ基板１１を８枚配置し、短辺に４枚配置した構成
としたが、これに限定されることはなく、例えば、長辺に２枚配置し、短辺に１枚配置し
た構成としてもよい。
【０１１９】
　以上、説明したように、画像表示装置５０の四隅、即ち、バックライト装置における導
光板８の四隅において、導光板８の長辺と短辺との両方の端面８ａにＬＥＤ基板１１を配
置する場合、導光板８の長辺と短辺との接点である角部では、長辺または短辺のいずれか
のＬＥＤ基板１１は配置せずに所定の間隔を設けるようにする。
【０１２０】
　導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａの画面サイズが１６：９の横長サイズ（横置き
型）であれば、長辺の辺長の２分の１の長さに対応した１単位の単位基板長として、短辺
側にも１単位の単位基板を配置すれば、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンを効率的に図
ることが可能である。
【０１２１】
　なお、大型サイズの画像表示装置の場合、上記１単位の単位基板の中で、複数の基板に
長さを分割すれば適用可能である。１単位の単位基板の長さを複数に分割する場合、図１
０のように、必ずしも全ての基板長が同じでなくてもよいが、全ての基板長を同一とした
方が、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンをより効率的に図ることができる。
【０１２２】
　図１１は、導光板８の下辺側の短辺の辺長全域、即ち、角部１７ｃから角部１７ｄに対
応して、ＬＥＤ基板１１５ｃ１，１１５ｃ２を２枚連続的に配置されている。
【０１２３】
　また、導光板８の右辺側と左辺側の長辺では、短辺の辺長の長さに対応し、且つ、各長
辺と光源を配置していない上辺側の短辺の辺長との接点、即ち、角部１７ａまたは角部１
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７ｂを開始点として、ＬＥＤ基板１１をそれぞれ２枚連続的に配置する構成となっている
。
【０１２４】
　なお、図１１におけるそれぞれのＬＥＤ基板１１（１１５）は、全て同一基板を用いて
いるため、ＬＥＤ１２の実装個数やピッチ間隔も同一である。
【０１２５】
　このように配置することによって、導光板８の左辺側では、角部１７ｃ近傍にはＬＥＤ
基板１１が配置されなくなる。一方、角部１７ｃには、下辺のＬＥＤ基板１１５ｃ２のみ
が配置される構成となる。
【０１２６】
　具体的には、導光板８の左辺側において、角部１７ｃ近傍でＬＥＤ基板１１が配置され
なくなる間隔は、左辺の全長の長さに対して４分の１の長さ分である。
【０１２７】
　同様に、導光板８の右辺側においても、角部１７ｄ近傍にはＬＥＤ基板１１が配置され
なくなり、下辺のＬＥＤ基板１１５ｃ１のみが配置される構成となる。
【０１２８】
　なお、導光板８の右辺側において、角部１７ｄ近傍でＬＥＤ基板１１が配置されなくな
る間隔は、右辺の全長の長さに対して４分の１の長さ分である。
【０１２９】
　このように、角部１７ｃ及び角部１７ｄ近傍にＬＥＤ基板を配置しない一定の間隔を設
けることによって、角部１７ｃ及び１７ｄ近傍でＬＥＤ１２の発熱に起因する熱集中が発
生することが無く、角部１７ｃ及び１７ｄ近傍のＬＥＤ１２の駆動効率が他よりも悪化す
ることも無い。
【０１３０】
　従って、バックライト全体でＬＥＤ１２の経時変化が均等になり、角部１７ｃ及び１７
ｄで輝度ムラや色ムラの発生が起こらなくなるため、バックライトの製品寿命を長く延ば
すことが可能となる。
【０１３１】
　なお、図１０と同様に、導光板８の側面のうち、ＬＥＤ１２からの光が入光しない部分
である上辺と左右の各辺の下部には、図示しないが、光を外部に漏らさず、且つ、導光板
８の内部に反射するための反射フィルムを貼付する。
【０１３２】
　図１１では、導光板８の長辺及び短辺にＬＥＤ基板１１をそれぞれ２枚配置した構成と
したが、これに限定されることはなく、例えば、長辺及び短辺にそれぞれ１枚配置した構
成としてもよい。
【０１３３】
　以上、第１実施例ないし第３実施例で詳細に説明したように、画像表示装置５０の四隅
、即ち、バックライト装置における導光板８の四隅において、導光板８の長辺と短辺との
両方の端面８ａにＬＥＤ基板１１を配置する場合、導光板８の長辺と短辺との接点である
角部では、長辺または短辺のいずれかのＬＥＤ基板１１は配置せずに所定の間隔を設ける
ようにする。これにより、ＬＥＤ光源による導光板８の四隅の角部にＬＥＤ基板１１が設
けられず、導光板８の四隅の熱の集中も解消することができる。その結果、ＬＥＤ１２の
駆動効率及びＬＥＤ基板１１の耐久性を大幅に向上させることができ、バックライト装置
や画像表示装置５０の長寿命化を実現することができる。
【０１３４】
　導光板８及び表示面４ａの画面サイズが４：３の縦長サイズ（縦置き型）であれば、短
辺の辺長の長さに対応した１単位の単位基板長として、長辺側にも１単位の単位基板を配
置すれば、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンを効率的に図ることが可能である。
【０１３５】
　なお、大型サイズの画像表示装置の場合、上記１単位の単位基板の中で、複数の基板に
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長さを分割すれば適用可能である。１単位の単位基板の長さを複数に分割する場合、図１
１のように、必ずしも全ての基板長が同じでなくてもよいが、全ての基板長を同一とした
方が、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンをより効率的に図ることができる。
【０１３６】
　以上、第１実施例ないし第３実施例の構成、即ち、導光板８の長辺と短辺との２辺以上
を含む側面部分の端面８ａに複数個のＬＥＤ１２を実装したＬＥＤ基板１１を複数枚配置
してなるバックライト装置及び液晶表示装置５０において、ＬＥＤ基板１１を全て共通の
同一基板として複数枚配置すると共に、導光板８の一辺には、辺長全域に対応してＬＥＤ
基板１１を連続的に配置し、その一辺と直交する他辺には、辺長未満の長さに対応し、且
つ、ＬＥＤ光源を配置しない他方の直交する一辺との接点からＬＥＤ基板１１を連続的に
配置したことによって、ＬＥＤ基板１１を共に配置する長辺と短辺との接点の角部近傍に
所定の間隔を設けたので、個々のＬＥＤ１２の発熱量が均等化され、ＬＥＤ光源の動作温
度条件を全体的に良好に保つことができるという効果がある。
【０１３７】
　さらに、バックライトとしての導光板８の四隅の角部に熱量が集中しなくなるため、局
所的に輝度ムラが発生したり経年変化が発生したりすることがなくなり、ＬＥＤ１２の発
光効率や駆動効率も悪化しなくなり、高品質なバックライト装置及び画像表示装置５０を
提供することができる。
【０１３８】
　また、液晶パネル４の駆動ドライバ部や制御部が配置されている一辺には、導光板８の
端面８ａにＬＥＤ基板１１を配置しないので、液晶パネル４のフレキシブル基板４ｆやＬ
ＣＤ－ＤＲＶ基板１０に対して、ＬＥＤ１２の発熱に寄因する動作温度条件の悪化などの
影響を受けなくなるため、結果的に画像表示装置５０の製品寿命を延ばしていくことが可
能となる。
【０１３９】
　さらに、上記構成により、画像表示装置５０の４辺の額縁幅をできるだけ狭額縁化した
ままシンメトリ化することが可能となるため、複数の画像表示装置５０を上下左右に並べ
てマルチ画面とするために好適なバックライト装置及び画像表示装置５０を提供すること
ができる。
【０１４０】
　また、本発明は、導光板８の長辺と短辺との２辺以上を含む側面部分の端面８ａに複数
個のＬＥＤ１２を実装したＬＥＤ基板１１を複数枚配置する構成としたが、ＬＥＤ基板１
１を全て共通の同一基板として配置しているため、ＬＥＤ基板製作費用のコストダウンを
図ることが可能であると共に、大型サイズの画像表示装置においても適用できるので、画
像表示装置のコストアップ分を極力抑えた、比較的安価なバックライト装置及び画像表示
装置５０を提供することができる。
【０１４１】
　なお、前記第１実施例では、導光板８の下辺側の長辺の辺長全域に対応して、ＬＥＤ基
板１１を奇数枚（５枚）連続的に配置する構成としたが、この構成に限定されるものでは
なく、偶数枚連続的に配置する構成としてもよい。
【０１４２】
　また、前記第２実施例では、導光板８の下辺側の短辺の辺長全域に対応して、ＬＥＤ基
板１１を偶数枚連続的に配置する構成としたが、この構成に限定されるものではなく、奇
数枚連続的に配置する構成としてもよい。
【０１４３】
　なお、前記第３実施例では、導光板８及び液晶パネル４の表示面４ａが１６：９の横長
サイズや４：３の縦長サイズの構成における一例について詳細に説明したが、これらの縦
横比率のサイズに限定されるものではなく、本発明の要旨に逸脱しない範囲内において、
縦横比率のサイズを若干変更した構成であってもよい。
【０１４４】
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　さらに、本発明は、ＬＥＤ１２の入光面を増やすことで、導光板８の端面８ａにおける
ＬＥＤ基板１１の実装面積の割合をできるだけ多く設定しているため、各ＬＥＤ１２の実
装ピッチ間隔に無理が生じなくなり、結果として、ＬＥＤ１２の実装密度や個数を抑える
ことが可能であると共に、各ＬＥＤ１２へ投入する供給電力量も抑えることができて、個
々のＬＥＤ１２の光出力を高く保持することができる。
【０１４５】
　また、画像表示装置５０の動作温度条件の範囲内において、各ＬＥＤ１２の輝度を効率
的に確保できて駆動効率や発光効率も良好に保持することができると共に、バックライト
全体で所望の均一な光学特性が得られるバックライト装置及び画像表示装置５０を提供す
ることができる。
【０１４６】
　加えて、画像表示装置５０の内部の放熱及び断熱構造を簡略化することができて、導光
板８の板厚も抑えることができるので、画像表示装置５０全体の重量の増加を抑制するこ
とが可能であると共に、導光板８を特殊形状としなくてもよいので、導光板８等の部材や
バックライト装置及び画像表示装置５０をそれぞれ輸送する際の輸送コストを極力抑える
ことができる。
【０１４７】
　なお、本発明の実施形態は、上述した構成及び構造に限定されたものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲内において変形した構成に対しても適用することができるのは言
うまでもない。
【０１４８】
　本実施形例では、光源を白色ＬＥＤとしているが、これに限定されるものではなく、例
えばＲＧＢ各色の単色ＬＥＤを配置した構成であっても適用することができる。
【０１４９】
　また、本実施形例では、光源の入光面を３辺として説明したが、これに限定されるもの
ではなく、例えば光源の入光面を、導光板８の一長辺と一短辺との２辺とした構成であっ
てもよい。
【符号の説明】
【０１５０】
　１　フロント側筐体
　２　リア側筐体
　３　筐体
　４　液晶パネル（表示パネル）
　４ａ　表示面
　８　導光板
　８ａ　端面
　１１　ＬＥＤ基板（実装基板）
　１１ｋ　ＬＥＤ基板
　１２　ＬＥＤ（光源）
　１７ａ，１７ｂ，１７ｃ，１７ｄ　角部
　１１０ａ１，１１０ａ２，１１０ａ３，１１０ａ４　ＬＥＤ基板
　１１０ｂ１，１１０ｂ２，１１０ｂ３，１１０ｂ４，１１０ｂ５　ＬＥＤ基板
　１１０ｃ１，１１０ｃ２，１１０ｃ３，１１０ｃ４　ＬＥＤ基板
　１１１ａ１，１１１ａ２，１１１ａ３　ＬＥＤ基板
　１１１ｂ１，１１１ｂ２，１１１ｂ３，１１１ｂ４，１１１ｂ５　ＬＥＤ基板
　１１１ｃ１，１１１ｃ２，１１１ｃ３　ＬＥＤ基板
　１１２ｂ１，１１２ｂ２，１１１ｂ３，１１１ｂ４，１１１ｂ５，１１１ｂ６　ＬＥＤ
基板
　１１２ｃ１，１１２ｃ２，１１１ｃ３，１１１ｃ４　ＬＥＤ基板
　１１２ｄ１，１１２ｄ２，１１１ｄ３，１１１ｄ４，１１１ｄ５，１１１ｄ６　ＬＥＤ
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基板
　１１３ｂ１，１１３ｂ２，１１３ｂ３，１１３ｂ４　ＬＥＤ基板
　１１３ｃ１，１１３ｃ２　ＬＥＤ基板
　１１３ｄ１，１１３ｄ２，１１３ｄ３，１１３ｄ４　ＬＥＤ基板
　１１４ａ１，１１４ａ２，１１４ａ３，１１４ａ４　ＬＥＤ基板
　１１４ｂ１，１１４ｂ２，１１４ｂ３，１１４ｂ４　ＬＥＤ基板
　１１４ｂ５，１１４ｂ６，１１４ｂ７，１１４ｂ８　ＬＥＤ基板
　１１４ｃ１，１１４ｃ２，１１４ｃ３，１１４ｃ４　ＬＥＤ基板
　１１５ｂ１，１１５ｂ２　ＬＥＤ基板
　１１５ｃ１，１１５ｃ２　ＬＥＤ基板
　１１５ｄ１，１１５ｄ２　ＬＥＤ基板
　５０　画像表示装置

【図１】 【図２】
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