
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の両主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された
線状光源とを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記導光板に有する前記光反射パターンの２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角
線の方向に向けて前記小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされている
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の両主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された
線状光源と、
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２次元の光拡散パターンを有して前記液晶表示パネルの前記一方の主面と前記導光板の前
記第１の主面との間に配置された光拡散シートとを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記光拡散シートの光拡散パターンの前記２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角
線の方向に向けて漸次小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされている
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の両主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された
線状光源と、
２次元の光反射パターンを有して前記導光板の前記第２の主面に対向して配置された光反
射板とを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記光反射板の光反射パターンの前記２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角線の
方向に向けて漸次小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされていること
を特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
前記液晶表示パネルの一方の主面と前記導光板の前記第２の主面の間にプリズムシートを
設けたことを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】
前記線状光源が冷陰極蛍光ランプであることを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の
液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置に係り、特に、液晶表示パネルと、液晶表示パネルの背面に導光
体および導光体の一対のサイドエッジのそれぞれに沿って線状光源を設置したバックライ
トを有する液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ノート型コンピュータやコンピュータモニター用の高精細かつカラー表示が可能な液晶表
示装置では、液晶表示パネルを背面から照明する光源（所謂、バックライト）を備えてい
る。液晶表示パネルの照明光源としては、概して平板形の導光板の辺（端縁）に線状光源
を設置したサイドエッジ型バックライト、あるいは複数の線状光源を直接液晶表示パネル
の背面に設置した直下型バックライトが知られている。
【０００３】
サイドエッジ型のバックライトは、アクリル板等の透明板からなる導光板の少なくとも１
つの側縁に沿って配置した少なくとも１本の線状光源と、導光板の前記液晶パネル側に積
層した拡散板やプリズムシートで構成した光学シートとで構成される。これらの各部材を
一体としてバックライト構造体と称する。そして、このバックライト構造体を下ケースに
収容し、その上に液晶表示パネルを重ねた後、表示窓を有する金属製の上ケースを被せて
下ケースに結合して液晶表示装置（所謂、液晶表示モジュール）として一体化される。線
状光源としては、所謂冷陰極蛍光ランプが一般的である。
【０００４】
図８は導光板の対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに各１本の冷陰極蛍光ランプを設
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置したバックライト構造体を用いた液晶表示装置の要部構造を模式的に説明する断面図で
ある。図中、参照符号ＢＬはバックライト構造体であり、アクリル樹脂を好適とする平板
状の導光板ＧＬＢの対向する２辺のそれぞれに沿って各一本の冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１
、ＣＦＬ２を配置している。各冷陰極蛍光ランプにはランプ反射シートＬＳ１、ＬＳ２を
、また導光板ＧＬＢの第２の主面（背面）には反射板ＲＦを備えている。
【０００５】
この導光板ＧＬＢの第１の主面（上面）には拡散板ＳＰＳとプリズムシートＰＲＳが積層
され、その上に液晶表示パネルＰＮＬの一方の主面が対向して積層されている。液晶表示
パネルＰＮＬは一対の基板ＳＵＢ１とＳＵＢ２の間に液晶層を封止してなり、一方の主面
（導光板ＧＬＢ側）と他方の主面（画像表示側）のそれぞれに偏光板ＰＯＬ１、ＰＯＬ２
が設けられている。
【０００６】
図９はサイドエッジ型バックライトを備えた液晶表示装置の全体構成を説明する展開斜視
図である。この液晶表示装置は、液晶表示パネルＰＮＬと導光板ＧＬＢと冷陰極蛍光ラン
プＣＦＬ１、ＣＦＬ２、および拡散板ＳＰＳ、プリズムシートＰＲＳからなる光学シート
を収納した下ケースＭＣＡと、同じく枠状部材である上ケースＳＨＤを下ケースＭＣＡに
被せ、上ケースＳＨＤの周辺に有する爪ＮＬを下ケースＭＣＡの係合部ＮＡにかしめて一
体化される。この係合は、爪ＮＬを係合部ＮＡの内側に折り曲げることで行われる。
【０００７】
このようなサイドエッジ型のバックライト構造体では、導光板の厚みと重量がバックライ
ト構造体の厚みと重量の大部分を占める。近年の液晶表示モジュールの薄型化、省電力化
に伴って導光体の厚みを薄くする傾向にある。導光板の厚みを薄くすると、１本の線状光
源では光量が不足するため、導光板の対向する２辺に１本以上の線状光源を用いる必要が
生じる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
冷陰極蛍光ランプは、ガラスあるいはセラミックス等の細管の内面に蛍光体を塗布し、内
部に水銀を封入した低圧放電管である。その製造工程では、上記細管の内壁に蛍光体スラ
リーを塗布した後、当該細管内に空気流を流通させて乾燥を行う。このとき、上記空気流
の排気方向に向けて蛍光体の膜厚が薄くなる。その結果、排気方向が暗く（輝度が小さく
）、排気方向と逆の方向が明るく（輝度が大きく）なる冷陰極蛍光ランプの管軸方向の１
次元輝度不均一となる傾向がある。
【０００９】
また、導光板ＧＬＢの板厚が薄くなるほど、冷陰極蛍光ランプの管軸方向の輝度分布を拾
ってしまう。そのため、導光板ＧＬＢの両サイドエッジに実装する冷陰極蛍光ランプの排
気方向を同じ方向に置くと、液晶表示パネルの２次元の面内輝度分布を見たとき、上記排
気方向側の領域が排気方向と逆方向の領域に比べて輝度が小さくなる不均一な面内輝度分
布（２次元輝度分布の不均一）を呈する。この２次元輝度分布の不均一は線状光源として
冷陰極蛍光ランプを用いた場合に限らず、ＬＥＤアレイ等の他の線状光源を用いる場合に
、当該線状光源の一端と他端とに１次元輝度不均一がある場合にも同様である。
【００１０】
本発明の目的は、上記液晶表示パネルの面内輝度分布の不均一を解消して面内輝度分布を
平坦にした液晶表示装置を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は、一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１
次元分布を有する２つの線状光源の上記各一端を導光板の主面の対角線上に配置し、導光
板の主面の一方に有する前記光反射パターンの２次元分布の密度を、線状光源の上記対角
線の方向に向けて上記１次元の輝度分布に対応して順次変化させた。
【００１２】

10

20

30

40

50

(3) JP 3800402 B2 2006.7.26



また、本発明は、上記導光板に備える光反射パターンを変化させるものに代えて、導光板
と液晶表示パネルの間に設置する光拡散シートの光散乱パターンの分布密度を、上記線状
光源の上記対角線の方向に向けて上記１次元の輝度分布に対応して順次変化させた。
【００１３】
さらに、本発明は、上記導光板に備える光反射パターンあるいは上記光拡散シートの光散
乱パターンを変化させるものに代えて、導光板の第２の主面に設置する光反射板の光反射
パターンの分布密度を、上記線状光源の上記対角線の方向に向けて上記１次元の輝度分布
に対応して順次変化させた。
【００１４】
本発明の代表的な構成を記述すれば、次のとおりである。すなわち、
（１）、一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された線
状光源とを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記導光板に有する前記光反射パターンの２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角
線の方向に向けて前記小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされている
ことを特徴とする。
【００１５】
線状光源の１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が導光板に有する光反射パターンの分布
で矯正され、液晶表示パネルの他方の主面における２次元の輝度分布が均一となり、一様
な面内輝度分布が得られる。
【００１６】
（２）、一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された線
状光源と、
２次元の光拡散パターンを有して前記液晶表示パネルの前記一方の主面と前記導光板の前
記第１の主面との間に配置された光拡散シートとを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記光拡散シートの光拡散パターンの前記２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角
線の方向に向けて漸次小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされている
ことを特徴とする。
【００１７】
線状光源の１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が拡散シートに有する光散乱パターンの
分布で矯正され、液晶表示パネルの他方の主面における２次元の輝度分布が均一となり、
一様な面内輝度分布が得られる。
【００１８】
（３）、一方の主面と他方の主面を持つ液晶表示パネルと、
第１の主面と第２の主面を持ち、第１の主面と第２の主面を有して前記第２の主面には２
次元分布した光反射パターンを有して前記液晶表示パネルの一方の主面に対向して第１の
主面が配置される導光板と、
前記導光板の主面の互いに対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに沿って設置された線
状光源と、
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２次元の光反射パターンを有して前記導光板の前記第２の主面に対向して配置された光反
射板とを備え、
前記線状光源の各々は、その一端側の輝度がその他端側の輝度より漸次小さい１次元分布
を示し、前記各一端が前記導光板の主面の対角線上に配置され、
前記光反射板の光反射パターンの前記２次元分布の密度を、前記線状光源の前記対角線の
方向に向けて漸次小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされていること
を特徴とする。
【００１９】
線状光源の１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が反射板に有する光反射パターンの分布
で矯正され、液晶表示パネルの他方の主面における２次元の輝度分布が均一となり、一様
な面内輝度分布が得られる。
【００２０】
（４）、（１）～（４）の何れかにおいて、前記液晶表示パネルの一方の主面と前記導光
板の前記第２の主面の間にプリズムシートを設けたことを特徴とする。
【００２１】
（５）、（１）～（４）の何れかにおいて、前記線状光源が冷陰極蛍光ランプであること
を特徴とする。
【００２２】
本発明は、上記の構成および後述する実施例の構成に限定されるものではなく、本発明の
技術思想を逸脱することなく、種々の変更が可能であることは言うまでもない。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態につき、実施例の図面を参照して詳細に説明する。図１は本発
明による液晶表示装置の第１実施例の説明図であり、（ａ）は導光板と冷陰極蛍光ランプ
の配置図、（ｂ）および（ｃ）は各冷陰極蛍光ランプの輝度分布を示す。参照符号ＧＬＢ
は導光板であり、その背面である第２の主面に光反射パターンＲＤが印刷されている。こ
の導光板ＧＬＢの長辺側の対向する２辺のサイドエッジのそれぞれに冷陰極蛍光ランプＣ
ＦＬ１、ＣＦＬ２が配置されている。
【００２４】
図１の上側に配置された第１の冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１は、その排気側が同図に向かっ
て右側に位置され、下側に配置された第２の冷陰極蛍光ランプＣＦＬ２の排気側は同図に
向かって左側に位置されている。すなわち、上記排気側の端部が導光板ＧＬＢの主面の右
上がり対角線上に配置されている。そして、第１の冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１と第２の冷
陰極蛍光ランプＣＦＬ２の管軸方向の各排気側の輝度が小さく、排気側と反対側の輝度が
明るい１次元の輝度分布を示している。
【００２５】
導光板ＧＬＢに有する光反射パターンＲＤはスクリーン印刷等で形成された光反射膜から
なり、冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１，ＣＦＬ２の上記線状光源の１次元分布に対応した２次
元分布で上記対角線の方向に向けて順次大きくされている。図中の矢印は反射の大きさが
変化する方向を示し、参照符号Ｂは反射が小さく、導光板Ｄは反射が大きいことを示して
いる。第１の冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１の輝度の１次元分布を（ｂ）に示し、第２の冷陰
極蛍光ランプＣＦＬ２の輝度の１次元分布を（ｃ）に示してある。
【００２６】
導光板ＧＬＢの４隅を図中にＣ１，Ｃ２，Ｃ３，Ｃ４で示したとき、隅Ｃ１から隅Ｃ２に
向けての光反射パターンＲＤの光反射の大きさは順次大となり、隅Ｃ３から隅Ｃ２に向け
ての光反射パターンＲＤの光反射の大きさも順次大となっている。また、隅Ｃ１から隅Ｃ
４に向けての光反射パターンＲＤの光反射の大きさは順次大となり、隅Ｃ３から隅Ｃ４に
向けての光反射パターンＲＤの光反射の大きさも順次大となっている。
【００２７】
図中の矢印の長さは反射の大きさの程度をベクトル量として表しており、導光板ＧＬＢの
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各辺側で大きく、中央に近づくにつれて小さくなっている。したがって、導光板ＧＬＢの
２次元での反射大きさの分布は、全体として導光板ＧＬＢの中央および隅Ｃ１から隅Ｃ２
へ向かって順次大きく、かつ中央および隅Ｃ３から隅Ｃ４へ向かって順次大きくなるよう
に分布している。このような分布を隅Ｃ１と隅Ｄ４を結ぶ対角線に沿った２次元分布と称
する。
【００２８】
図２は導光板に設ける光反射パターンの第１例の説明図である。この例の光反射パターン
は導光板ＧＬＢの第２の主面にスクリーン印刷でドット状の反射層を形成したもので、図
１の隅Ｃ２部分の対角線に沿った断面を示す。図中、ＲＤ１，ＲＤ２，ＲＤ３，ＲＤ４，
・・・・は円形ドット状の反射層（反射ドット）であり、光反射が大きい部分ほど直径が
大で、ｄ１＞ｄ２＞ｄ３＞ｄ４＞・・・・となっている。この直径の変化の割合は図１に
示した冷陰極蛍光ランプの輝度分布（矢印Ｂ→Ｄ）に対応している。そして、各反射ドッ
トの間隔は同じで、Ｓ１＝Ｓ２＝Ｓ３＝Ｓ４＝・・・・である。
【００２９】
図３は導光板に設ける光反射パターンの第２例の説明図である。この例の光反射パターン
も第１例と同様に導光板ＧＬＢの第２の主面にスクリーン印刷でドット状の反射層を形成
したもので、図１の隅Ｃ２部分の対角線に沿った断面を示す。図中、ＲＤ１，ＲＤ２，Ｒ
Ｄ３，ＲＤ４，・・・・は図２と同様の反射ドットであるが、その直径は同じでｄ１＝ｄ
２＝ｄ３＝ｄ４＝・・・・であり、光反射が大きい部分ほど隣接ドットとの間隔が大で、
ｓ１＞ｓ２＞ｓ３＞・・・・となっている。この間隔の変化の割合は図１に示した冷陰極
蛍光ランプの輝度分布（矢印Ｂ→Ｄ）に対応している。
【００３０】
なお、光反射パターンの形状は上記した第１、第２例に示した円形に限るものではなく、
多角形、不定形、あるいは短冊状であってもよく、反射面積が総体として隅側で大となる
ものであればよい。ここでは、説明を簡単にするため、輝度の変化を直線で示しているが
、冷陰極蛍光ランプによっては曲線で変化するものもあり、その場合の導光板ＧＬＢに形
成する光反射パターンの分布は、その曲線で示される輝度分布に対応した分布とされる。
【００３１】
図４は導光板に設ける光反射パターンの第３例の説明図である。この例の光反射パターン
は導光板ＧＬＢの第２の主面に凹部（シボ）を形成したもので、図１の隅Ｃ２部分の対角
線に沿った断面を示す。図中、ＳＢ１，ＳＢ２，ＳＢ３，ＳＢ４，ＳＢ５，・・・・はシ
ボであり、光反射が大きい部分ほどシボ間の間隔が小さく（密度が大）で、ｓ１＞ｓ２＞
ｓ３＞ｓ４＞・・・・となっている。この密度の変化の割合は図１に示した冷陰極蛍光ラ
ンプの輝度分布（矢印Ｂ→Ｄ）に対応している。なお、寸法の一例として、ここでは導光
板ＧＬＢの厚みは４．０ｍｍ、冷陰極蛍光ランプＣＦＬの直径は２．０ｍｍである。図２
、図３でも同様である。この寸法はあくまでも一例にすぎない。
【００３２】
図５は導光板に設けるシボの他の例の説明図である。シボＳＢは断面が湾曲した皿形状Ｓ
Ｂａ、三角形ＳＢｂ，ＳＢｃ、その他の形状である。図４も含めて、これらのシボＳＢは
導光板の成形型に予めシボＳＢに対応した突起を設けておくことで形成される。また、シ
ボＳＢｄはサンドブラスト加工で形成したものである。これらの各シボは光反射が大きい
部分ほど密度が大である。この密度の変化の割合は図１に示した冷陰極蛍光ランプの輝度
分布（矢印Ｂ→Ｄ）に対応している。ここでは、説明を簡単にするため、輝度の変化を直
線で示しているが、冷陰極蛍光ランプによっては曲線で変化するものもあり、その場合の
導光板ＧＬＢに形成する光反射パターンの分布は、その曲線で示される輝度分布に対応し
た分布とされる。
【００３３】
本実施例により、冷陰極蛍光ランプＣＦＬの１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が導光
板ＧＬＢに有する光反射パターンの分布で矯正され、液晶表示パネルの他方の主面におけ
る２次元の輝度分布が均一となり、一様な面内輝度分布が得られる。
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【００３４】
図６は本発明による液晶表示装置の第２実施例および第３実施例の説明図である。第２実
施例は図８に示した光学シートを構成する光拡散板ＳＰＳの拡散パターンを冷陰極蛍光ラ
ンプＣＦＬの輝度不均一に対応させたものである。図６におけるＣ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４
は図１に示した導光板ＧＬＢの４隅に対応する。すなわち、光拡散シートＳＰＳの光拡散
パターンＳＰＰの２次元分布の密度を、線状光源ＣＦＬの対角線の方向に向けて漸次小さ
い前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされている。
【００３５】
本実施例により、冷陰極蛍光ランプＣＦＬの１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が光拡
散シートＳＰＳに有する光拡散パターンＳＰＰの分布で矯正され、液晶表示パネルの他方
の主面における２次元の輝度分布が均一となり、一様な面内輝度分布が得られる。
【００３６】
本発明の第３実施例は図８に示した導光板ＧＬＢの第２の主面側に設置する光反射板ＲＦ
の光反射パターンを冷陰極蛍光ランプＣＦＬの輝度不均一に対応させたものである。すな
わち、光反射板ＲＦの光反射パターンＲＦＰの２次元分布の密度を、線状光源ＣＦＬの対
角線の方向に向けて漸次小さい前記線状光源の１次元分布に対応して順次大きくされてい
る。
【００３７】
本実施例によっても、冷陰極蛍光ランプＣＦＬの１次元方向（管軸方向）の輝度不均一が
光反射板ＲＦに有する光反射パターンＲＦＰの分布で矯正され、液晶表示パネルの他方の
主面における２次元の輝度分布が均一となり、一様な面内輝度分布が得られる。
【００３８】
以上説明した各実施例は、導光板ＧＬＢ、光拡散シートＳＰＳ、反射板ＲＦのそれぞれに
のみ２次元の輝度補正パターンを設けたが、これらの各導光板ＧＬＢ、光拡散シートＳＰ
Ｓ、反射板ＲＦの２または全部に同様のパターンを形成し、その組合せで全体としての輝
度矯正を行うようにすることもできる。この場合、それぞれのパターンは組合せたときに
所要の輝度矯正パターンとなるようにする。
【００３９】
図７は本発明の液晶表示装置を実装した電子機器の一例であるノートパソコンの外観図で
ある。このノートパソコンの表示部に実装する液晶表示装置は、前記した実施例の何れか
である。図７では表示部の画面を構成する液晶表示パネルＰＮＬの上辺と下辺のそれぞれ
に有する冷陰極蛍光ランプＣＦＬ１、ＣＦＬ１を仮想線で示してある。本発明による液晶
表示装置は図７に示したようなノートパソコンに限るものではなく、導光板の対向する２
辺のそれぞれに冷陰極蛍光ランプを配置したサイドエッジ型のバックライトを有するディ
スプレイモニター、テレビ受像機、その他の機器の表示デバイスにも同様に適用できるこ
とは言うまでもない。
【００４０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、線状光源の管軸方向の輝度不均一による液晶表示
パネルの面内輝度分布の不均一を解消して面内輝度分布を平坦にした小型軽量で明るい画
面をもつ液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の第１実施例の説明図である。
【図２】導光板に設ける光反射パターンの第１例の説明図である。
【図３】導光板に設ける光反射パターンの第２例の説明図である。
【図４】導光板に設ける光反射パターンの第３例の説明図である。
【図５】導光板に設けるシボの他の例の説明図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の第２実施例および第３実施例の説明図である。
【図７】本発明の液晶表示装置を実装した電子機器の一例であるノートパソコンの外観図
である。
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【図８】導光板の対向する２辺のそれぞれのサイドエッジに各１本の冷陰極蛍光ランプを
設置したバックライト構造体を用いた液晶表示装置の要部構造を模式的に説明する断面図
である。
【図９】サイドエッジ型バックライトを備えた液晶表示装置の全体構成を説明する展開斜
視図である。
【符号の説明】
ＢＬ・・・・バックライト構造体、ＬＳ１，ＬＳ２・・・・ランプ反射シート、ＲＳ・・
・・反射板、ＧＬＢ・・・・導光板、ＳＰＳ・・・・拡散板ＳＰＳ、ＰＲＳ・・・・プリ
ズムシート、ＰＮＬ・・・・液晶表示パネル、ＲＤ・・・・光反射パターン、ＣＦＬ１・
・・・第１の冷陰極蛍光ランプ、ＣＦＬ２・・・・冷陰極蛍光ランプ。 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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