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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板の主面上に多数個の発光ダイオードを同一軸線上に実装してなる複数個の発光
ユニット体を同一軸線上に配列して発光アレイを構成し、複数の上記発光アレイを透過型
液晶パネルの背面部に互いに等間隔で配列して上記各発光ダイオードから出射される出射
光を光学シートブロックを介して上記液晶パネルに供給して照明するバックライト装置に
おいて、
　熱伝導性を有する金属材によって形成され、基部の主面に上記各配線基板を同一軸線上
に位置して長さ方向に並べて支持する基板嵌合部を形成するとともに、この基板嵌合部の
側方部位に沿って反射プレート受け部を一体に立設した放熱プレートと、
　反射特性を有するシート材によって所定個数の上記発光ダイオードに対応する長さを有
するとともに上記放熱プレートの幅よりも小幅とされた矩形片に形成してなり、上記各発
光ダイオードの発光部をそれぞれ貫通させる多数個のガイド孔が同一軸線上に設けられた
複数の反射シート片と、
　反射特性を有するプレート材により上記液晶パネルとほぼ等しい外形に形成され、上記
各発光アレイに対応する位置にそれぞれ形成されて上記各発光ダイオードの発光部を貫通
させる複数列のガイド開口部が設けられた反射プレートとを備え、
　上記各反射シート片が、上記各ガイド孔から相対する上記発光ダイオードの発光部をそ
れぞれ突出させて上記放熱プレートに組み付けられるとともに、
　上記反射プレートが、上記各反射シート片上に重ね合わせて上記各放熱プレートの上記
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反射プレート受け部上に接合されることにより、上記各反射シート片の上記各ガイド孔か
ら突出された上記各発光ダイオードを上記ガイド開口部からそれぞれ突出させて上記液晶
パネルの背面部に臨ませることを特徴とするバックライト装置。
【請求項２】
　上記各放熱プレートに、上記基板嵌合部を形成した上記基部の底面に、長さ方向の全域
に亘ってヒートパイプ嵌合部が設けられ、
　上記ヒートパイプ嵌合部内にその内壁と密着状態を保持して組み付けたヒートパイプに
よって、上記各発光ダイオードから発生して上記各放熱プレートに伝導された発生熱を放
熱手段に伝導することを特徴とする請求項１に記載のバックライト装置。
【請求項３】
　両側に配置された上記各放熱プレートに、上記基板嵌合部の側方開口部を封止するよう
にして、上記各反射プレート受け部上に防塵弾性材を接合したことを特徴とする請求項１
に記載のバックライト装置。
【請求項４】
　上記反射プレートに上記各発光アレイに対応してそれぞれ形成された上記各ガイド開口
部が、同一軸線上に位置しかつブリッジ部によって複数個の上記発光ダイオードを貫通さ
せる長さに区割りされた複数のガイド開口部によって構成され、
　上記反射プレートが各放熱プレートの上記反射プレート受け部上に接合された状態で、
上記上記各ブリッジ部によって上記反射シート片を上記放熱プレート側に押圧して保持す
ることを特徴とする請求項１に記載のバックライト装置。
【請求項５】
　上記反射シート片が絶縁性の合成樹脂シート材によって形成されるとともに、上記反射
プレートがアルミプレートを基材に形成され、
　上記各反射シート片の上記各ガイド孔の開口縁が上記反射プレートの上記各ガイド開口
部の開口縁から内方に突出して延在することにより、上記各ガイド開口部の開口縁と上記
各発光ダイオードの端子部或いは配線基板の端子部との間の電気的絶縁を保持することを
特徴とする請求項１に記載のバックライト装置。
【請求項６】
　透過型液晶パネルと、
　配線基板の主面上に多数個の発光ダイオードを同一軸線上に実装してなる複数個の発光
ユニット体を同一軸線上に配列してなる複数の発光アレイが互いに等間隔で配列されて構
成され、上記液晶パネルに対して上記各発光ダイオードから出射される出射光を照明光と
して供給するバックライト部と、
　上記液晶パネルと上記バックライト部との間に配置され、上記バックライト部から供給
された上記照明光に所定の光学変換処理を施して上記液晶パネルに供給する複数の機能光
学シートを積層してなる光学変換部と、
　上記照明光を拡散して上記光学変換部に供給する拡散導光プレート及び上記照明光に対
して反射拡散動作と透過動作とを行って輝度を均一化して上記拡散導光プレートに上記照
明光を供給する光拡散プレートとを有する導光部と、
　上記バックライト部の上記各発光ダイオードから周囲に出射された上記出射光や上記光
拡散プレートにより反射された上記照明光を上記導光部側に反射させる反射部と、
　熱伝導性を有する金属材によって形成され基部の主面に上記各配線基板を同一軸線上に
位置して長さ方向に並べて支持する基板嵌合部を形成するとともにこの基板嵌合部の側方
部位に沿って反射プレート受け部を一体に立ち上がり形成してなる放熱プレートを有する
放熱部とを備え、
　上記反射部が、反射特性を有するシート材により所定個数の上記発光ダイオードに対応
する長さを有するとともに上記放熱プレートの幅よりも小幅とされた矩形片状に形成され
て上記各発光ダイオードの発光部を貫通させる多数個のガイド孔が同一軸線上に設けられ
た複数の反射シート片と、反射特性を有するプレート材によって上記液晶パネルとほぼ等
しい外形に形成されて上記各発光アレイに対応する位置に上記各発光ダイオードの発光部
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を貫通させる複数列のガイド開口部が設けられた反射プレートとを備え、
　上記各反射シート片が、上記各ガイド孔から相対する上記発光ダイオードの発光部をそ
れぞれ突出させて上記発光ユニット体毎に組み付けられるとともに、
　上記反射プレートが、上記各反射シート片上に重ね合わされて上記各ガイド孔から突出
された複数個の上記各発光ダイオードを上記ガイド開口部からそれぞれ突出させた状態で
上記各放熱プレートの上記反射プレート受け部上に接合されることを特徴とする液晶表示
装置。
【請求項７】
　上記放熱部が、上記各放熱プレートと、これら放熱プレートの上記基板嵌合部を形成し
た上記基部の底面に長さ方向の全域に亘ってそれぞれ形成されたヒートパイプ嵌合部内に
内壁と密着状態を保持して組み付けたヒートパイプとから構成され、
　上記各発光ダイオードから発生された発生熱を、上記各放熱プレートに伝導するととも
に、上記ヒートパイプによって放熱手段へと伝導することを特徴とする請求項６に記載の
液晶表示装置。
【請求項８】
　上記反射プレートに上記各発光アレイに対応してそれぞれ形成された上記各ガイド開口
部が、同一軸線上に位置しかつブリッジ部によって複数個の上記発光ダイオードを貫通さ
せる長さに区割りされた複数のガイド開口部によって構成され、
　上記反射プレートが各放熱プレートの上記反射プレート受け部上に接合された状態で、
上記各ブリッジ部によって上記反射シート片を上記放熱プレート側に押圧して保持するこ
とを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　上記反射シート片が絶縁性の合成樹脂シート材によって形成されるとともに、上記反射
プレートがアルミプレートを基材に形成され、
　上記各反射シート片の上記各ガイド孔の開口縁が上記反射プレートの上記各ガイド開口
部の開口縁から内方に突出して延在することにより、上記各ガイド開口部の開口縁と上記
各発光ダイオードの端子部或いは配線基板の端子部との間の電気的絶縁を保持することを
特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過型の液晶パネル（LCD:Liquid Crystal Display）を有する液晶表示装置
及びこの液晶表示装置に備えられて照明光を供給するバックライト装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、陰極線管（CRT:Cathode-Ray Tube）表示装置と比較して大型の表示画
面化、軽量化、薄型化、低電力消費化等が図られることから、例えば自発光型のＰＤＰ表
示装置（Plasma Display Panel）等とともにテレビジョン受像機や各種のディスプレィ用
に用いられるようになっている。液晶表示装置は、各種サイズの２枚の透明基板の間に液
晶を封入し、電圧を印加することにより液晶分子の向きを変えて光透過率を変化させて所
定の画像等を光学的に表示する液晶パネルを備える。
【０００３】
　液晶表示装置は、液晶自体が発光体ではないために、液晶パネルに照明光を供給する光
源部が備えられる。光源部としては、一般に液晶パネルに対して背面部の側方から照明光
を供給するサイドライト方式や背面部から照明光を直接供給するバックライト方式が採用
されている。バックライトユニットは、例えば光源と、照明光を液晶パネルに導光する導
光板と、反射シートと、レンズシート或いは拡散シート等を備えており、液晶パネルに対
して全面に亘って照明光を供給する。
【０００４】
　バックライトユニットには、従来光源として例えば水銀やキセノンを蛍光管内に封入し
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た冷陰極蛍光ランプ（CCLF:Cold Cathode Fluorescent Lamp）が用いられていた。かかる
バックライトユニットは、冷陰極蛍光ランプが有する充分な発光輝度が得られない、比較
的寿命が短い或いは陰極側に低輝度領域が生じて均斉度が確保されない等の問題を解決す
る課題があった。
【０００５】
　ところで、大型サイズの液晶表示装置においては、一般に、拡散シートの背面に複数本
の長尺な冷陰極蛍光ランプを配置して照明光を液晶パネルに供給するエリアライト型バッ
クライト（ Area Litconfiguration Backlight）装置が備えられている（例えば、特許文
献１参照）。かかるエリアライト型バックライト装置においても、上述した冷陰極蛍光ラ
ンプが有する課題の解決が求められており、特に３０インチを超えるような大型テレビジ
ョン受像機においては、高輝度化や高均斉度化の問題がより顕著となっている。
【０００６】
　一方、エリアライト型バックライト装置においては、光源として上述した冷陰極蛍光ラ
ンプに代えて、拡散フィルムの背面側に赤緑青の多数個の発光ダイオード（LED:Light Em
itting Diode 。以下ＬＥＤと称する。）を２次元配列して白色光を得るＬＥＤエリアラ
イト型のバックライトが注目されている。かかるＬＥＤバックライト装置は、ＬＥＤの低
コスト化に伴ってコスト低減が図られるとともに低消費電力で大型の液晶パネルに高輝度
の画像等の表示が行われるようにする。
【０００７】
【特許文献１】特開平６－３０１０３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ＬＥＤバックライト装置においては、一般に多数個のＬＥＤをマトリックス状に配列し
て構成するが、多数個のＬＥＤをアレイ配置したものも提供されている。アレイ型ＬＥＤ
バックライト装置は、上述した配線基板上に多数個のＬＥＤを同一軸線上に実装して発光
ユニット体を構成するとともに、複数個の発光ユニット体を同一軸線上に配列して発光ア
レイを構成し、さらに複数の発光アレイを互いに等間隔で配列して発光ユニットを構成す
る。かかるＬＥＤバックライト装置においては、多数個のＬＥＤからそれぞれ出射された
大容量の照明光が導光プレートを介して直接液晶パネルに入射される場合に、液晶パネル
に色むらやランプイメージを生じさせるといった問題がある。
【０００９】
　したがって、ＬＥＤバックライト装置においては、導光プレートと発光ユニット体との
間に光拡散プレートを配置し、各ＬＥＤから出射された出射光を各ＬＥＤと対向する部位
では直接の入射を規制して反射させ或いは入射量を制御するとともに周辺領域で透過させ
るようにする。また、ＬＥＤバックライト装置においては、各ＬＥＤとして出射光を主と
して外周方向に出射する指向性を有するいわゆるサイドエミッション型のＬＥＤを用い、
各ＬＥＤからそれぞれ出射された出射光が周辺領域で光拡散プレートに入射されるように
して平均化されるようにする。
【００１０】
　ＬＥＤバックライト装置においては、発光ユニット体に反射プレートが組み合わされて
液晶パネルに対して効率よく照明光が供給されるようにする。ＬＥＤバックライト装置に
おいては、反射プレートが、光拡散プレートによって反射された出射光や外周方向に出射
された出射光を反射させて光拡散プレートに入射させる。反射プレートには、例えば各Ｌ
ＥＤに対応して多数個のガイド孔を形成し、これらガイド孔から相対するＬＥＤの発光部
を液晶パネル側にそれぞれ突出させるようにしている。
【００１１】
　ところで、従来のＬＥＤバックライト装置においては、反射プレートが、例えば蛍光剤
を含有した発泡性ＰＥＴ（polyethylene terephthalate）プレート材やアルミプレートを
基材に樹脂コーティングを施したプレート材を用いて液晶パネルとほぼ同形の大きさに形



(5) JP 4543813 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

成されていた。ＬＥＤバックライト装置においては、液晶パネルの背面部に外部への照明
光の漏出を防止する密閉空間部が構成され、この密閉空間部内に上述した多数個のＬＥＤ
や各プレートが組み合わされる。ＬＥＤバックライト装置においては、このために密閉空
間部内に多数個のＬＥＤから発生した熱が籠もるようになる。ＬＥＤバックライト装置に
おいては、各ＬＥＤからの発生熱により各光学部材とともに反射プレートにも寸法変化が
生じ、各ＬＥＤと反射プレートの各ガイド孔との位置精度に大きな影響が生じる。
【００１２】
　また、ＬＥＤバックライト装置においては、上述した発光アレイの構成から、配線基板
の寸法精度と各ＬＥＤの実装精度、バックパネルの寸法精度と各発光ユニット体及び反射
プレートの組立精度等のバラツキが各ＬＥＤと反射プレートに形成した相対する各ガイド
孔と位置精度に大きく影響する。ＬＥＤバックライト装置においては、液晶パネルの大型
化に伴って多数個のＬＥＤが搭載され、反射プレートも大型となるとともに多数個のガイ
ド孔が形成される。
【００１３】
　従来のＬＥＤバックライト装置においては、構成各部材が高寸法精度を以って形成され
るとともに、それぞれが精密に組み立てられることで製造コストが大きくなるとともに生
産効率も悪いといった問題があった。また、ＬＥＤバックライト装置においては、反射プ
レートに形成する各ガイド孔が、上述したように相対する各ＬＥＤとに生じる大きな位置
精度のバラツキに対応するために大径とされる。ＬＥＤバックライト装置においては、各
ＬＥＤと各ガイド孔との間に生じる大きな間隙から照明光が背面側への漏出して光効率が
低下するとともに背面側において遮光対応の構造を設けなければならないといった問題が
あった。
【００１４】
　従来のＬＥＤバックライト装置においては、反射プレートが、大型化に伴ってある程度
の機械的剛性が必要となるためにアルミプレートを基材として絶縁樹脂をコーティングし
たプレート材によって形成される。ＬＥＤバックライト装置においては、反射プレートに
形成される各ガイド孔の内周部に基材のアルミ部分が露出することで、相対するＬＥＤの
端子部との絶縁が保持し得なくなるといった問題も生じる。ＬＥＤバックライト装置にお
いては、このために各ガイド孔が相対するＬＥＤとの間に充分なクリアランスを保持する
ように大径に形成しなければならず、上述した照明光の背面側への漏出がさらに大きくな
ってしまうといった問題があった。
【００１５】
　したがって、本発明は、構成各部材の寸法精度や組立精度を緩和してコストの低減や生
産性の向上を図り、また各発光ダイオードから出射される出射光の導光空間部からの漏出
を抑制して光効率の向上を図ったバックライト装置及び液晶表示装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述した目的を達成する本発明にかかるバックライト装置は、配線基板の主面上に多数
個の発光ダイオードを同一軸線上に実装してなる複数個の発光ユニット体を同一軸線上に
配列して発光アレイを構成し、光学シートブロックを介して複数の発光アレイを透過型液
晶パネルの背面部に互いに等間隔で配列して照明光を供給する。バックライト装置は、複
数の配線基板を支持して各発光アレイを構成する放熱プレートに組み付けられた複数の反
射シート片と反射プレートとを備える。
【００１７】
　バックライト装置は、放熱プレートが、熱伝導性を有する金属材によって形成され、基
部の主面に各配線基板を同一軸線上に位置して長さ方向に並べて支持する基板嵌合部を形
成するとともに、この基板嵌合部の両側に沿って反射プレート受け部を形成してなる。バ
ックライト装置は、各反射シート片が、反射特性を有するシート材によって所定個数の発
光ダイオードに対応する長さを有するとともに、放熱プレートの幅よりも小幅とされた矩
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形片からなり、各発光ダイオードの発光部を貫通させる多数個のガイド孔を同一軸線上に
設けてなる。バックライト装置は、反射プレートが、反射特性を有するプレート材により
液晶パネルとほぼ等しい外形に形成され、各発光アレイに対応する位置にそれぞれ形成さ
れて各発光ダイオードの発光部を貫通させる複数列のガイド開口部が設けられてなる。
【００１８】
　バックライト装置は、各反射シート片が各ガイド孔から相対する発光ダイオードの発光
部をそれぞれ突出させて放熱プレートに組み付けられるとともに、反射プレートが各反射
シート片上に重ね合わせた状態で各放熱プレートの反射プレート受け部に接合される。バ
ックライト装置においては、各発光ダイオードが、それぞれの発光部を各反射シート片の
各ガイド孔を介して反射プレートのガイド開口部からそれぞれ突出して液晶パネルの背面
部に臨ませられる。バックライト装置においては、各発光ユニット体毎に反射シート片を
組み付けるように構成することによって、これら反射シート片の各ガイド孔と相対する発
光ダイオードとがさほどの寸法精度を要しないとともに構成各部材の組立精度やそれぞれ
の寸法精度にも影響されずに精密に位置決めされるようになる。バックライト装置におい
ては、放熱プレートに接合される反射プレートによって各反射シート片を保持するように
して各発光ダイオードから出射される出射光の背面側への漏れを防止する。
【００１９】
　バックライト装置においては、各放熱プレートの基部に長さ方向の全域に亘って形成し
たヒートパイプ嵌合部内にその内壁と密着状態を保持してヒートパイプを組み付け、この
ヒートパイプによって各発光ダイオードから発生して各放熱プレートに伝達された発生熱
を放熱手段に効率よく伝導して放熱が行われるようにする。
【００２０】
　また、バックライト装置においては、両側に位置する放熱プレートの側方部位の反射プ
レート受け部上に基板嵌合部を封止する防塵弾性材を接合する。バックライト装置におい
ては、各防塵弾性材が、配線基板を支持する基板嵌合部の開放された側方部位を閉塞する
ことで、基板嵌合部内に塵埃等の侵入を防止して防塵性の向上が図られる。
【００２１】
　さらに、バックライト装置においては、反射プレートに各発光アレイに対応してそれぞ
れ形成された各ガイド開口部が、同一軸線上に位置しかつブリッジ部によって複数個の発
光ダイオードを貫通させる長さに区割りされた複数のガイド開口部によって構成される。
バックライト装置においては、各ガイド孔から相対する発光ダイオードを貫通させて各配
線基板に対して反射シート片を組み付けるとともに、各放熱プレートの反射プレート受け
部上に反射プレートを接合することにより、反射プレートの各ブリッジ部が反射シート片
を放熱プレート側に押圧して浮き上がりを防止する。
【００２２】
　さらに、バックライト装置においては、反射シート片を絶縁性の合成樹脂シート材によ
って形成するとともに、反射プレートをアルミプレートを基材に形成する。バックライト
装置においては、アルミ材が露出する反射プレートの各ガイド開口部の内周縁に対して、
小径とされた相対する各反射シート片の各ガイド孔の内周縁が全周に亘って内方へと突出
して組み合わされた構造となる。したがって、バックライト装置においては、各反射シー
ト片によって反射プレートのアルミ部位と各発光ダイオードの端子部との間の電気的絶縁
が保持されるようになる。
【００２３】
　また、上述した目的を達成する本発明にかかる液晶表示装置は、透過型液晶パネルと、
多数個の発光ダイオードを備えて各発光ダイオードから出射する出射光による大容量の照
明光を液晶パネルに対して供給するバックライト部と、照明光に対して所定の光学変換処
理を施して液晶パネルに供給する光学変換部と、バックライト部から出射された照明光を
液晶パネルに均一化した状態で供給する導光部と、各発光ダイオードから周囲に向かって
出射された出射光を導光部へ向かって反射させる反射部と、バックライト部において発生
した熱を放熱する放熱部とを備える。液晶表示装置は、バックライト部が、配線基板の主
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面上に多数個の発光ダイオードを同一軸線上に実装して発光ユニット体を構成し、複数個
の発光ユニット体を液晶パネルの背面部において同一軸線上に互いに等間隔で配列するこ
とによって複数の発光アレイを構成してなる。液晶表示装置は、光学変換部が液晶パネル
とバックライト部との間に配置された複数の機能光学シートを積層してなる機能光学シー
ト積層体によって構成され、照明光に対して直交成分への偏光機能、位相差を補正して広
角視野化や着色防止化を図る機能、拡散機能等を奏してバックライト部から供給され照明
光を安定した状態で液晶パネルに供給する。
【００２４】
　液晶表示装置は、導光部が、光学変換部の背面部に配置された拡散導光プレートと光拡
散プレートとを有する。導光部は、拡散導光プレートが、例えば乳白色の導光樹脂材によ
りやや厚みを有して形成され、入射された照明光を内部で拡散することによって全面から
平均化した状態で光学変換部へと供給する。導光部は、光拡散プレートが、照明光に対し
て反射拡散動作と透過動作とを選択的に行って輝度を均一化し、拡散導光プレートに供給
する。光拡散プレートは、例えば透明な樹脂材によって形成され、各発光ダイオードとそ
れぞれ対向する部位に光反射拡散性を有する多数個の調光部が形成されてなる。光拡散プ
レートは、各調光部によって直下の各発光ダイオードから出射される出射光の入射量を規
制して部分的な高輝度領域の発生を抑制することにより、全面から均一な輝度のバックラ
イト光を拡散導光プレートに供給する。
【００２５】
　液晶表示装置は、放熱部が、熱伝導性を有する金属材によって形成され、基部の主面に
各配線基板を同一軸線上に位置して長さ方向に並べて支持する基板嵌合部を形成した複数
個の放熱プレートを有する。放熱部は、各放熱プレートが発光ユニット体の支持部材を構
成し、液晶パネルの背面部において同一軸線上に互いに等間隔で配列されて複数の発光ア
レイにそれぞれ対応した放熱アレイを構成する。各放熱プレートには、基板嵌合部の両側
に沿って立壁状の反射プレート受け部が形成されており、これら反射プレート受け部上に
反射プレートを接合する。
【００２６】
　各放熱プレートには、基板嵌合部を形成した基部の底面部に、長さ方向に並べた状態で
互いに同一軸線上に位置する凹溝状のヒートパイプ嵌合部が長さ方向の全域に亘ってそれ
ぞれ形成されている。各放熱プレートには、ヒートパイプ嵌合部内に内壁と密着状態を保
持してヒートパイプが組み付けられ、このヒートパイプによって各発光ダイオードからの
発生熱を放熱手段へと伝導する。
【００２７】
　液晶表示装置は、反射部が、各発光ダイオードから周囲に出射された出射光や光拡散プ
レートの調光部で反射された出射光を導光部へと反射させる。反射部は、各配線基板毎に
設けられる多数個の反射シート片と、液晶パネルとほぼ等しい外形寸法を以って形成され
た反射プレートとを備える。各反射シート片は、反射特性を有するシート材により所定個
数の発光ダイオードを搭載した配線基板とほぼ同一長を有するとともに放熱プレートの幅
よりもやや小幅とされた矩形片状に形成されてなる。各反射シート片には、各発光ダイオ
ードの発光部をそれぞれ貫通させる多数個のガイド孔が同一軸線上に設けられている。
【００２８】
　液晶表示装置においては、各反射シート片が各ガイド孔から相対する発光ダイオードの
発光部をそれぞれ突出させて放熱プレートに組み付けられるとともに、反射プレートが各
反射シート片上に重ね合わされて各放熱プレートの反射プレート受け部に接合されて反射
部を構成する。液晶表示装置においては、各反射シート片の各ガイド孔から突出された複
数の発光ダイオードがそれぞれの発光部をガイド開口部から突出されて液晶パネルの背面
部に臨ませられる。
【００２９】
　液晶表示装置においては、多数個の発光ダイオードから発生する熱が、配線基板の支持
機能を有する放熱プレートを介して効率よく放熱される。さらに、液晶表示装置において
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は、各放熱プレートの基部に長さ方向の全域に亘って形成したヒートパイプ嵌合部内にそ
の内壁と密着状態を保持してヒートパイプを組み付けるようにして、このヒートパイプに
よって各発光ダイオードから発生して各放熱プレートに伝導された熱を放熱手段に効率よ
く伝導して放熱が行われるようにする。
【００３０】
　液晶表示装置においては、反射プレートに各発光アレイに対応してそれぞれ形成された
各ガイド開口部が、同一軸線上に位置しかつ各ブリッジ部により所定個数の発光ダイオー
ドを貫通させる長さに区割りされた複数のガイド開口部によって構成されてなる。液晶表
示装置においては、反射プレートを多数個の放熱プレートの反射プレート受け部上に接合
した状態で、各ブリッジ部が各反射シート片を放熱プレート側に押圧して浮き上がりを防
止する。
【００３１】
　液晶表示装置においては、反射シート片が絶縁性の合成樹脂シート材によって形成され
るとともに、反射プレートがアルミプレートを基材に形成される。液晶表示装置において
は、アルミ材が露出する反射プレートの各ガイド開口部の内周縁に対して、小径とされた
相対する各反射シート片の各ガイド孔の内周縁が全周に亘って内方へと突出して組み合わ
された構造となる。したがって、液晶表示装置においては、各反射シート片によって反射
プレートのアルミ部位と各発光ダイオードの端子部との間の電気的絶縁が保持され、信頼
性の向上が図られている。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、配線基板の主面上に多数個の発光ダイオードを同一軸線上に実装して
発光ユニット体を構成するとともに、複数個の発光ユニット体を液晶パネルの背面部にお
いて同一軸線上に複数個を並べて照明光を出射する発光アレイを構成し、複数の発光アレ
イを互いに等間隔で配列してなるバックライト部に、各発光ユニット体毎に組み付けられ
る多数個の反射シート片と各放熱プレートに形成した反射プレート受け部上に接合される
反射プレートからなる反射部を付設することにより、大型の液晶パネルであってもバック
ライト部から大容量の照明光が均一な状態で供給されるようにして高輝度の画像表示が行
われるようにする。
【００３３】
　本発明によれば、各発光ユニット体毎に組み付けられる各反射シート片に相対する発光
ダイオードの発光部をそれぞれ突出させる多数個のガイド孔を形成し、複数個の発光ダイ
オードの発光部を突出させる複数のガイド開口部を形成した反射プレートが各反射シート
片を保持して放熱プレートの反射プレート受け部上に接合される。本発明によれば、反射
プレートによって保持されるとともに配線基板に直接組み合わされる反射シート片にガイ
ド孔を形成したことから、各ガイド孔と相対する発光ダイオードとが精密に位置決めされ
るようになる。したがって、本発明によれば、構成各部材の寸法精度や組立精度を緩和す
る簡易な構成と組立工程化とが図られてコストの低減や生産性の向上が図られるとともに
、各発光ダイオードから出射される照明光の漏出を抑制して光効率の向上を図って高輝度
の表示を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施の形態として示した透過型液晶カラー表示装置（以下、液晶表示装
置１略称する。）１について、図面を参照して詳細に説明する。液晶表示装置１は、例え
ば３０インチ以上の大型表示画面を有するテレビジョン受像機或いは表示モニタ装置等に
用いられる。液晶表示装置１は、図１及び図２に示すように、液晶パネルユニット２と、
この液晶パネルユニット２の背面側に組み合わされて大容量の照明光を出射するバックラ
イト部３とを備えている。液晶表示装置１は、液晶パネルユニット２とバックライト部３
との間に、バックライト部３から出射された照明光に対して所定の光学変換処理を施して
液晶パネルユニット２に供給する光学変換部４と、照明光を液晶パネルユニット２に均一
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化した状態で供給する導光部５と、バックライト部３から周囲に向かって出射された照明
光を導光部５に向かって反射させる反射部６と、バックライト部３において発生した熱を
放熱する放熱部７とが配置される。
【００３５】
　液晶表示装置１は、液晶パネルユニット２が、３０インチ以上の大型表示画面サイズの
液晶パネル８を備えており、図２に示すようにこの液晶パネル８の外周縁部を枠状の前面
フレーム部材９とホルダフレーム部材１０とによって、スペーサ１１やガイド部材１２等
を介して挟み込んで保持する。液晶表示装置１は、ホルダフレーム部材１０や詳細を後述
するバックパネル１３とが構成各部材を組み付けるいわゆるシャーシ部材を構成し、図示
しない筐体の取付部に固定される。なお、液晶表示装置１は、図示しないが液晶パネル８
の前面側にカバーガラスが組み合わされる。
【００３６】
　液晶パネル８は、詳細を省略するが、スペーサビーズ等によって対向間隔を保持された
第１ガラス基板と第２ガラス基板との間に液晶を封入し、この液晶に対して電圧を印加し
て液晶分子の向きを変えて光透過率を変化させる。液晶パネル８は、第１ガラス基板の内
面に、ストライプ状の透明電極と、絶縁膜と、配向膜とが形成されている。液晶パネル８
は、第２ガラス基板の内面に、光３原色のカラーフィルタと、オーバコート層と、ストラ
イプ状の透明電極と、配向膜とが形成される。
【００３７】
　液晶パネル８は、第１ガラス基板と第２ガラス基板の表面に、それぞれ偏向フィルムと
位相差フィルムとが接合される。液晶パネル８は、ポリイミドからなる配向膜が液晶分子
を界面にして水平方向に配列されており、偏向フィルムと位相差フィルムとが波長特性を
無彩色化、白色化してカラーフィルタによるフルカラー化を図って受信画像等をカラー表
示する。なお、液晶パネル８については、かかる構造に限定されるものではなく、従来提
供されている種々の構成を備える液晶パネルであってもよいことは勿論である。
【００３８】
　液晶表示装置１は、上述した液晶パネルユニット２の背面側に、図２に示すようにバッ
クライト部３が光学的に密閉した導光空間部１４を構成して全面に対向して組み合わされ
る。バックライト部３は、所定個数の発光ユニット体１５を同一軸線上に並べて発光アレ
イ１６を構成し、複数列の発光アレイ１６を所定の間隔を以って互いに平行に並べて構成
してなる。バックライト部３は、詳細には図３に示すように３個の発光ユニット体１５を
長さ方向に並べて１列分の発光アレイ１６を構成し、この発光アレイ１６を高さ方向に６
列並べて構成する。バックライト部３は、全体で３×６＝１８個の発光ユニット体１５を
備えている。
【００３９】
　バックライト部３は、各発光ユニット体１５が、配線基板１７と、この配線基板１７上
に実装された複数個のＬＥＤ１８及び入力用コネクタ１９と出力用コネクタ２０等によっ
て構成される。バックライト部３は、各発光ユニット体１５の配線基板１７上に、赤色Ｌ
ＥＤと緑色ＬＥＤと青色ＬＥＤとを組み合わせた合計２５個のＬＥＤ１８が同一軸線上に
位置して実装される。したがって、バックライト部３には、各発光アレイ毎にそれぞれ２
５×３＝７５個、６列合計で７５×６＝４５０個のＬＥＤ１８が備えられる。
【００４０】
　各ＬＥＤ１８は、図２及び図５に示すように、発光部１８ａを樹脂ホルダ１８ｂによっ
て保持するとともに樹脂ホルダ１８ｂから一対の端子１８ｃを引き出してなる。各ＬＥＤ
１８には、詳細を省略するが出射光の主成分を発光部１８ａの外周方向に出射する指向性
を有するいわゆるサイドエミッション型のＬＥＤが用いられている。なお、バックライト
部３は、液晶パネル８のサイズや各ＬＥＤ１８の発光能力等によって、発光ユニット体１
５の個数やそれぞれに実装するＬＥＤ１８の個数及び間隔が適宜決定される。
【００４１】
　発光ユニット体１５は、各配線基板１７が全て同一仕様で形成されており、図示を省略
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するが各配線基板１７に各ＬＥＤ１８をシリーズで接続する配線パターンや各ＬＥＤ１８
の端子を接続するランド等が形成されている。各配線基板１７には、幅方向の一側部の近
傍でかつ一方側に位置して入力用コネクタ１９が実装されるとともに、他方側に位置して
出力用コネクタ２０が実装されている。
【００４２】
　各発光アレイ１６は、図３に示すように同一列内において各発光ユニット体１５が、配
線基板１７を同じ向きにして並べられる。発光アレイ１６は、第１列目と第３列目及び第
５列目の奇数列発光アレイが、各配線基板１７をそれぞれ入力用コネクタ１９や出力用コ
ネクタ２０を実装した側の一方側縁部が下向きとなるようにして各発光ユニット体１５を
配列する。発光アレイ１６は、第２列目と第４列目及び第６列目の偶数列発光アレイが、
各配線基板１７をそれぞれ入力用コネクタ１９や出力用コネクタ２０を実装した側の一方
側縁部が上向きとなるようにして各発光ユニット体１５を配列する。
【００４３】
　したがって、各発光アレイ１６は、同一列内において、各発光ユニット体１５が隣り合
う各配線基板１７の入力用コネクタ１９と出力用コネクタ２０とを対向させるようにして
配列される。また、各発光アレイ１６は、奇数列と偶数列とで、各発光ユニット体１５が
相対する各配線基板１７の入力用コネクタ１９と出力用コネクタ２０とを対向させるよう
にして配列される。
【００４４】
　各発光アレイ１６は、同一列内において各発光ユニット体１５が図示しないコネクタ付
きリード線によってシリーズ接続されるが、上述したように入力用コネクタ１９と出力用
コネクタ２０とを対向させることで各発光ユニット体１５間で最短の配線が行われるよう
になる。各発光アレイ１６は、奇数列においてそれぞれの右側に配置された発光ユニット
体１５の右端側に入力用コネクタ１９が位置されるとともに、左側に配置された発光ユニ
ット体１５の左端側に出力用コネクタ２０が位置されて配列される。また、各発光アレイ
１６は、偶数列においてそれぞれの左側に配置された発光ユニット体１５の左端側に出力
用コネクタ２０が位置されるとともに、右側に配置された発光ユニット体１５の右端側に
入力用コネクタ１９が位置されて配列される。各発光アレイ１６は、奇数列と偶数列との
間に構成された長さ方向のスペースを利用してリード線の引き回しが行われる。リード線
は、バックパネル１３に形成した図示を省略する引出し開口を介して各スペースからの引
き込み及び各スペースへの引き出しが行われ、各スペース内においてクランパ等によって
束ねられる。
【００４５】
　バックライト部３は、上述したように各発光アレイ１６間に構成されるスペースを利用
したリード線の保持、ガイドを行うことにより、スペースの効率化や配線工程の簡易化が
図られている。バックライト部３においては、各配線基板１７に実装した入力用コネクタ
１９と出力用コネクタ２０の位置によって、同一列内及び各列間において各発光ユニット
体１５の組み間違えが識別されるようになる。また、バックライト部３においては、各発
光アレイ１６が配線基板１７間の配線構造や配線工程の簡易化或いはリード線の共通化を
図るようにする。
【００４６】
　液晶表示装置１においては、上述したバックライト部３の各ＬＥＤ１８から出射された
出射光に基づく大容量の照明光が、光学変換部４を介して液晶パネル８に供給される。光
学変換部４は、液晶パネル５の外形とほぼ同等の外形を有する複数の光学シートを積層し
た光学シート積層体を有している。光学変換部４は、光学機能シート積層体が、詳細を省
略するがバックライト部３から供給された照明光を直交する偏光成分に分解する光学機能
シート、照明光の位相差を補償して広角視野角化や着色防止を図る光学機能シート或いは
照明光を拡散する光学機能シート等の種々の光学機能を奏する複数の光学機能シートから
なる。
【００４７】
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　光学変換部４は、図２に示すように光学機能シート積層体が後述する導光部５の拡散導
光プレート２１の主面に組み合わされるとともに、バックパネル１３に組み付けた保持ブ
ラケット部材２２を介して液晶パネル５の背面側に所定の対向間隔を以って配置される。
光学変換部４は、上述した光学機能シート積層体に限定されるものでは無く、その他の光
学機能シートとして例えば輝度向上を図る輝度向上フィルムや、位相差フィルムやプリズ
ムシートを挟む上下２枚の拡散シート等の光学機能シートを備えるようにしてもよい。
【００４８】
　液晶表示装置１においては、導光部５によって、バックライト部３から供給された照明
光を全面に亘って均一な輝度にした状態で導光空間部１４内を導光して光学変換部４を介
して液晶パネル８に供給する。導光部５は、拡散導光プレート２１と拡散プレート２３と
から構成され、詳細を後述するように光学スタッド部材２５によって所定の対向間隔に保
持されて導光空間部１４内に配置される。
【００４９】
　拡散導光プレート２１は、導光性を有する乳白色の合成樹脂材、例えばアクリル樹脂や
ポリカーボネート樹脂等を素材として成形された液晶パネル８とほぼ同サイズでやや厚み
のあるプレート体からなる。拡散導光プレート２１は、一方の主面上に光学変換部４の光
学機能シート積層体が組み合わされるとともに、外周部をブラケット部材２２に保持され
る。拡散導光プレート２１は、他方の主面から入射された照明光を内部において適宜屈折
、乱反射を行うことによって拡散させ、一方主面側から全面に亘って輝度の均一化を図っ
て光学変換部４に入射させる。
【００５０】
　拡散プレート２２は、透明な合成樹脂材、例えばアクリル樹脂等を素材として成形され
た液晶パネル８とほぼ同サイズのプレート体からなり、バックライト部３と所定の間隔を
以って対向配置されることにより、各ＬＥＤ１８から出射される出射光の入射状態を制御
する機能を有する。拡散プレート２２には、図２に示すように各ＬＥＤ１８の発光部１８
ａと対向する部位にそれぞれ調光パターン２４が形成されている。
【００５１】
　各調光パターン２４は、光反射・拡散特性を有するインクによってＬＥＤ１８の発光部
１８ａよりもやや大径の円形パターンを印刷して構成される。各調光パターン２４は、遮
光剤と拡散剤とを含むインク材料を所定の割合に調合したインクが用いられ、例えばスク
リーン印刷法等により精密に形成される。インクには、遮光剤として、例えば酸化チタン
、硫化バリウム、炭酸カルシウム、酸化アルミナ、酸化亜鉛、酸化ニッケル、水酸化カル
シウム、硫化リチウム、四三酸化鉄、メタクリル樹脂粉末、雲母（セリサイト）、陶土粉
末、カオリン、ベントナイト、金粉或いはパルプ繊維等が用いられる。インクには、拡散
剤として、例えば酸化ケイ素、ガラスビーズ、ガラス微粉末、ガラス繊維、液体シリコン
、水晶粉末、金めっき樹脂ビーズ、コレステリック液晶液、再結晶アクリル樹脂粉末等が
用いられる。
【００５２】
　拡散プレート２２は、各調光パターン２４が直下に配置されたＬＥＤ１８の発光部１８
ａから出射された出射光について、直上に向かって出射された成分を反射させる。拡散プ
レート２２は、各調光パターン２４の非形成領域、すなわち各発光アレイ１６と直接対向
しない領域において出射光を入射させる。拡散プレート２２は、このように各調光パター
ン２４によって各ＬＥＤ１８から出射されて直接入射される出射光を規制することで、部
分的な高輝度領域の発生を低減して輝度を均一化した照明光を全面から拡散導光プレート
２１に対して供給する。
【００５３】
　なお、拡散プレート２２は、各調光パターン２４をＬＥＤ１８の発光部１８ａよりも大
径の領域内に形成した多数個のドットによって構成し、出射光の一部を透過させるととも
に一部を反射拡散させることで入射光量を制限するように構成してもよい。拡散プレート
２２は、この場合に各調光パターン２４が、ドットの密度を周辺部に対して中央部を密に
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して形成することにより、中央部における入射光量を制限しかつＬＥＤ１８との位置ズレ
を吸収するいわゆるグラデーションパターンとして構成してもよい。拡散プレート２２は
、上述したようにサイドエミッション型ＬＥＤ１８を用いることにより各発光アレイ１６
間の領域で照明光が集光する現象が生じることから、各調光パターン２４を縦長に形成し
てこの現象の発生を抑制するようにしてもよい。
【００５４】
　液晶表示装置１においては、各ＬＥＤ１８から出射されて拡散プレート２３に対して臨
界角を超えて入射される出射光の一部を拡散プレート２３の表面で反射させる。液晶表示
装置１においては、バックライト部３の各ＬＥＤ１８から周囲に出射された出射光や、拡
散プレート２３の表面で反射された出射光、或いは各調光パターン２４によって反射され
た出射光を反射部６によって反射させて拡散プレート２３を介して効率よく導光部５に供
給する。液晶表示装置１においては、反射部６が、拡散プレート２３との間で反復反射さ
れることによって増反射原理による反射率の向上が図られるようにする。
【００５５】
　反射部６は、図２及び図４に示すように１枚の大きな反射プレート２６と、各発光ユニ
ット体１５毎に設けられる多数個の反射シート片２７とから構成される。反射部６は、反
射プレート２６が詳細を後述するように放熱部７を構成する放熱プレート２８と光学スタ
ッド部材２５とによって位置決めされてバックライト部３に組み合わされるとともに、こ
の反射プレート２６によって各反射シート片２７が保持される。
【００５６】
　反射プレート２６は、歪みの無い比較的精度の高い面精度を有して導光部５に対して対
向間隔を保持して組み合わされる液晶パネル８とほぼ同形の大判の部材であることから、
ある程度の機械的剛性が必要とされる。したがって、反射プレート２６は、例えばアルミ
プレート２９を基材として、その表面に蛍光剤を含有した発泡性ＰＥＴ等からなる反射材
３０を接合して形成される。なお、反射プレート２６は、アルミ材ばかりでなく、鏡面を
有するステンレスプレート等を用いるようにしてもよい。また、反射プレート２６は、比
較的小サイズの液晶表示装置である場合に、例えば蛍光剤を含有した発泡性ＰＥＴによっ
て形成するようにしてよい。発泡性ＰＥＴは、軽量であり、約９５％程度の高反射率特性
を有するとともに金属光沢色と異なる色調で反射面についた傷等が目立たないといった特
徴を有しており、従来の液晶表示装置にも用いられている。
【００５７】
　反射プレート２６には、図３に示すように各発光アレイ１６に対応して６列のガイド開
口部３１が形成されている。各ガイド開口部３１は、詳細には同一軸線上に位置してそれ
ぞれブリッジ部３３によって区割りされた横長矩形の多数個の単位ガイド開口部３２ａ～
３２ｎ（単位ガイド開口部３２と総称する。）によって構成される。各単位ガイド開口部
３２は、それぞれの開口幅がＬＥＤ１８の発光部１８ａの外径よりもやや大きく、それぞ
れ５個のＬＥＤ１８を貫通させるに足る長さを以って形成されている。
【００５８】
　したがって、ガイド開口部３１は、各発光アレイ１６に７５個のＬＥＤ１８を有するこ
とから、各列毎に７５÷５＝１５個の単位ガイド開口部３２によって構成される。なお、
ガイド開口部３１は、かかる構成に限定されず、各発光アレイ１６毎にその全長に対応す
る長さを有する１個の開口部によって構成するようにしてもよい。しかしながら、ガイド
開口部３１は、各ブリッジ部３３が、反射プレート２６の機械的剛性を保持するとともに
後述するように反射シート片２７を保持する部位としても機能することから、数個のＬＥ
Ｄ１８を貫通させるに足るある程度の間隔を以って形成することが好ましい。
【００５９】
　反射シート片２７は、例えば上述した発泡性ＰＥＴ材等の高反射特性を有する部材が用
いられ、各配線基板１７とほぼ同長でかつやや大きな幅とされるとともに放熱プレート２
８の幅よりもやや小幅とされた矩形片に形成される。反射シート片２７には、各発光ユニ
ット体１５に同一軸線上に位置して設けられた２５個のＬＥＤ１８にそれぞれ対応して、
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２５個のガイド孔３４が形成されている。各ガイド孔３４は、反射シート片２７に同一軸
線上に位置して長さ方向に並んで形成され、それぞれが内径を各ＬＥＤ１８の発光部１８
ａと略同径とされた円孔からなる。
【００６０】
　反射シート片２７は、各発光ユニット体１５毎に、各ガイド孔３４から相対する各ＬＥ
Ｄ１８の発光部１８ａを貫通させて放熱プレート２８に支持される配線基板１７に組み合
わされる。反射シート片２７は、各発光ユニット体１５毎に対応した大きさに形成されて
おり、配線基板１７に直接組み合わすことで各ガイド孔３４から相対する各ＬＥＤ１８と
を精密に位置決めすることが可能である。したがって、反射シート片２７は、各ガイド孔
３４からその内周壁に各ＬＥＤ１８の発光部１８ａの外周部を密着させた状態でそれぞれ
突出させる。なお、反射シート片２７は、後述する放熱プレート２８の基板嵌合凹部３８
とほぼ同幅若しくはやや小幅に形成し、各ガイド孔３４の開口縁がＬＥＤ１８の樹脂ホル
ダ１８ｂの上面で係止されるようにしてもよい。
【００６１】
　反射部６は、図３及び図５に示すように、各発光ユニット体１５毎に反射シート片２７
を各ガイド孔３４から相対する各ＬＥＤ１８の発光部１８ａを貫通させて配線基板１７に
対して組み合わされる。反射部６は、反射プレート２６が、各反射シート片２７上に重ね
合わされて詳細を後述するように各放熱プレート２８上に固定される。反射部６は、反射
プレート２６の各ガイド開口部３１に反射シート片２７側の所定個数のガイド孔３４が臨
ませられことで、各ガイド開口部３１からＬＥＤ１８の発光部１８ａがそれぞれ貫通され
て拡散プレート２３と対向する。
【００６２】
　反射部６においては、上述したように各反射シート片２７を絶縁性の発泡性ＰＥＴ材で
形成するとともに、反射プレート２６をアルミプレート２９と発泡性ＰＥＴ材３０との積
層体によって形成する。反射部６においては、図５に示すようにアルミ材が露出する反射
プレート２６の各ガイド開口部３１の内周縁に対して、絶縁材からなる各反射シート片２
７に小径に形成された相対する各ガイド孔３４の内周縁が全周に亘って内方へと突出して
組み合わされた構造となる。したがって、反射部６においては、各反射シート片２７によ
って反射プレート２６のアルミ部位と各ＬＥＤ１８の端子１８ｃとの間の電気的絶縁が保
持される。
【００６３】
　反射部６においては、上述したように各発光ユニット体１５毎に反射シート片２７を組
み合わせた後に、反射プレート２６の組み付けが行われる。反射部６においては、反射プ
レート２６を放熱プレート２８上に固定することにより、反射シート片２７を放熱プレー
ト２８上に押し付けることで各反射シート片２７を保持する。反射部６においては、上述
したように反射プレート２６が、ブリッジ部３３を介してそれぞれ５個のＬＥＤ１８を突
出させる単位ガイド開口部３２に区割りしてガイド開口部３１を構成している。したがっ
て、反射部６においては、各ブリッジ部３３が各反射シート片２７を長さ方向に対して所
定の間隔で押圧することにより、これら反射シート片２７をさらに確実に保持する。反射
部６においては、反射シート片２７の浮き上がりや振動等の発生を防止する構造が不要と
されるが、かかる構成によって構造と組立の簡易化が図られるようにする。
【００６４】
　ところで、反射部６は、上述したように反射プレート２６が、液晶パネル８と同等の大
きなサイズを有して、図２に示すようにバックパネル１３に形成した支持部１３ａや光学
スタッド部材２５を介して位置決めされてバックライト部３に組み合わされている。反射
部６は、反射プレート２６が、ガイド開口部３１を反射シート片２７と同様に各ＬＥＤ１
８を１個ずつ貫通させる円孔によって構成した場合に、これら円孔とＬＥＤ１８との位置
決めが極めて困難となる。反射部６は、反射プレート２６を高寸法精度を以って形成する
とともに、各部材を高精度に位置決めして組み立てる対応を必要とさせることで、高精度
の部品製作と組立工程からコストを大幅に上昇させるとともに、熱変化により反射プレー
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ト２６に歪みを生じさせてしまう。
【００６５】
　反射部６は、反射プレート２６と多数個の反射シート片２７とを組み合わせて構成する
ことにより、各ＬＥＤ１８の外周部に隙間が発生することを防止する。反射部６は、各Ｌ
ＥＤ１８から出射された出射光の一部が、外周部の隙間から背面側に漏出することを防止
して光効率の向上を図って高輝度の表示を行うことを可能とする。反射部６は、背面側か
らの漏出光を遮蔽する構造を不要とすることで、構造の簡易化が図られるようにする。
【００６６】
　反射部６においては、上述したように反射プレート２６と多数個の反射シート片２７と
を組み合わせて構成することにより、各反射シート片２７に形成したガイド孔３４が各Ｌ
ＥＤ１８の発光部１８ａと精密に対応して外周部に密着する。したがって、反射部６にお
いては、各ＬＥＤ１８から出射された出射光が、ガイド孔３４の内周壁と発光部１８ａの
外周部との間の隙間から背面側へと漏出することが防止される。
【００６７】
　液晶表示装置１においては、上述したように構成された反射部６の反射プレート２６に
ついてその表面輝度を測定すると、中心輝度で６１３５ｃｄ／ｍ２の結果を得た。一方、
反射シート片２７を有しない従来の液晶表示装置においては、同様の方法によって反射プ
レートの表面輝度を測定すると、中心輝度で５７１６ｃｄ／ｍ２であった。したがって、
液晶表示装置１においては、輝度について約７％の向上が図られることが確認された。
【００６８】
　なお、反射部６においては、反射シート片２７が、各発光ユニット体１５毎に組み合わ
される大きさに形成したが、発光ユニット体１５の大きさに応じて２個或いは３個を組み
合わせる大きさに形成してもよく、また複数の発光ユニット体１５に跨って組み合わせる
大きさに形成してもよい。しかしながら、反射部６は、反射シート片２７が、あまりに大
型となると各ガイド孔３４とＬＥＤ１８との精密な位置合わせが困難となり、上述した積
層構成による効果が奏し得なくなることから、所定の大きさに形成される。
【００６９】
　液晶表示装置１においては、バックパネル１３に多数個の光学スタッド部材２５が取り
付けられ、これら光学スタッド部材２５を介して上述した光学変換部４を構成する光学機
能シート体と、導光部５を構成する拡散導光プレート２１及び拡散プレート２３と、反射
部６を構成する反射プレート２６とが互いに位置決めされるとともに相対する主面間の平
行度を全面に亘って精度よく保持されるように構成されている。液晶表示装置１において
は、大型サイズのこれら各プレートの間隔と平行度を保持することにより色むら等の発生
が防止される。
【００７０】
　液晶表示装置１においては、光学スタッド部材２５との組み合わせのために、上述した
拡散プレート２３に多数個の嵌合孔２３ａが形成されるとともに、反射プレート２６に多
数個の嵌合孔２６ａが形成される。これらは嵌合孔２３ａ、２６ａは、拡散プレート２３
と反射プレート２６とを組み合わせた状態において、各発光アレイ１６の列間に位置しか
つそれぞれ軸線を一致させて形成される。
【００７１】
　各光学スタッド部材２５は、例えばポリカーボ樹脂等の導光性と機械的剛性及びある程
度の弾性を有する乳白色の合成樹脂材によって一体に成形された部材であり、図２及び図
６に示すようにバックパネル１３に一体に形成した取付部３５にそれぞれ取り付けられる
。バックパネル１３には、内面側に略台形凸部を呈して一体に形成された多数個の取付部
３５が形成されている。取付部３５は、上面が拡散プレート２３の載置面を構成し、それ
ぞれ取付孔３５ｃが貫通して設けられている。なお、取付部３５は、上述したバックライ
ト部３がバックパネル１３に組み合わされた状態において、各発光アレイ１６の列間に位
置するようにして形成されている。
【００７２】
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　各光学スタッド部材２５は、図６に示すように、それぞれ軸状基部２５ａと、この軸状
基部２５ａの先端部に形成された嵌合部２５ｂと、この嵌合部２５ｂから所定の間隔を以
って軸状基部２５ａの周回りに一体に形成されたフランジ状の第１受け板部２５ｃと、こ
の第１受け板部２５ｃから所定の間隔を以って軸状基部２５ａの周回りに一体に形成され
たフランジ状の第２受け板部２５ｄとから構成される。各光学スタッド部材２５は、軸状
基部２５ａがバックパネル１３の取付部３５と拡散導光プレート２１との対向間隔を規定
する軸長を以って形成され、第２受け板部２５ｄから所定の高さ位置に段部２５ｅが構成
されている。
【００７３】
　各光学スタッド部材２５は、軸状基部２５ａが、段部２５ｅを拡散プレート２３に形成
した嵌合孔２３ａよりもやや大径とされるとともに先端部に向かって次第に小径とした長
軸な円錐形状を呈して形成されている。各光学スタッド部材２５には、軸状基部２５ａに
、段部２５ｅのやや上方に位置して軸方向の肉盗み孔２５ｆが形成されている。肉盗み孔
２５ｆは、軸状基部２５ａに、その外径が拡散プレート２３の嵌合孔２３ａよりも大径と
された部位の範囲で形成されており、この部位に収斂習性を付与する。
【００７４】
　各光学スタッド部材２５は、第１受け板部２５ｃと第２受け板部２５ｄとが拡散プレー
ト２３と反射プレート２６との対向間隔を保持する間隔を以って形成されている。各光学
スタッド部材２５は、軸状基部２５ａが、第１受け板部２５ｃと第２受け板部２５ｄとの
部位を拡散プレート２３の嵌合孔２３ａとほぼ同径に形成される。各光学スタッド部材２
５は、嵌合部２５ｂが、先端部の外径をバックパネル１３側の取付部３５に形成した取付
孔３５ａとほぼ等しい外径とされるとともに軸方向に対してこの取付孔３５ａの内径より
も次第に大径とされた断面が略円錐台の形状を呈している。各光学スタッド部材２５は、
嵌合部２５ｂが、大径部位から先端側に向かってすり割り２５ｇを形成することによって
収斂習性を付与される。
【００７５】
　各光学スタッド部材２５は、嵌合部２５ａの大径部位と第１受け板部２５ｃとの間隔が
、バックパネル１３の厚みと拡散プレート２３の厚みの和とほぼ等しくして形成されてい
る。各光学スタッド部材２５は、第１受け板部２５ｃが拡散プレート２３の嵌合孔２３ａ
の内径よりもやや大径とされるとともに、第２受け板部２５ｄが反射プレート２６の嵌合
孔２６ａの内径よりもやや大径とされて形成されている。
【００７６】
　液晶表示装置１においては、バックパネル１３に対して放熱部７やバックライト部３が
組み立てられた状態で、バックパネル１３の取付部３５上に反射プレート２６が、相対す
る取付孔３５ａに対して嵌合孔２６ａを対向位置させて組み合わされる。液晶表示装置１
においては、この状態で各光学スタッド部材２５がバックパネル１３の内面側から各取付
部３５に対して組み付けられる。各光学スタッド部材２５は、反射プレート２６の嵌合孔
２６ａを介して嵌合部２５ｂが取付部３５の取付孔３５ａ内に押し込まれる。各光学スタ
ッド部材２５は、嵌合部２５ｂが取付孔３５ａ内を通過する際にすり割り２５ｇの作用に
よって収斂動作するとともに貫通した後に自然状態に復帰することで、取付部３５上に抜
け止めされて立設状態で組み付けられる。
【００７７】
　液晶表示装置１においては、図６に示すように各光学スタッド部材２５が嵌合部２５ｂ
と第１受け板部２５ｃとの間で取付部３５と反射プレート２６とを厚み方向に挟持するこ
とにより、バックパネル１３に対して反射プレート２６を位置決めした状態で保持する。
液晶表示装置１においては、反射プレート２６が精密に位置決めされて各反射シート片２
７を保持する。各光学スタッド部材２５は、この状態でそれぞれ軸状基部２５ａの第１受
け板部２５ｃから上方部位を反射プレート２６から突出させて、バックパネル１３の取付
部３５上に立設される。
【００７８】
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　液晶表示装置１においては、各光学スタッド部材２５に対して拡散プレート２３が、そ
れぞれの嵌合孔２３ａを相対する先端部２５ｈから嵌挿させて組み合わされる。各光学ス
タッド部材２５は、肉盗み孔１７ｆの作用により大径部位が収斂動作することで、軸方向
に押し込まれる拡散プレート２３の段部２５ｅの乗り越え動作を可能とする。各光学スタ
ッド部材２５は、拡散プレート２３が、段部２５ｅを乗り越えて第２受け板部２５ｄに突
き当たると大径部位が自然状態に復帰して、段部２５ｅと第２受け板部２５ｄとの間で拡
散プレート２３を厚み方向に挟持する。
【００７９】
　液晶表示装置１においては、図２及び図６に示すように、各光学スタッド部材２５が、
それぞれ軸状基部２５ａの第２受け板部２５ｄから上方部位を拡散プレート２３から突出
させる。液晶表示装置１においては、各光学スタッド部材２５の先端部２５ｈに対して光
学変換部４の光学機能シート積層体を重ね合わせた拡散導光プレート２１が、その底面側
を突き当てられるようにして組み付けられる。
【００８０】
　液晶表示装置１においては、各光学スタッド部材２５が、嵌合部２５ｂを取付孔３５ａ
に押し込む簡易な方法によってバックパネル１３の取付部３５上にそれぞれ組み付けられ
る。液晶表示装置１においては、各光学スタッド部材２５によって、拡散プレート２３と
反射プレート２６とを位置決めするとともに、これら拡散プレート２３と反射プレート２
６及び拡散導光プレート２１と光学変換部４との対向間隔が精密に保持される。液晶表示
装置１においては、上述した多数個の光学スタッド部材２５を備えることによって、複雑
な位置決め構造や間隔保持構造が不要となるとともに組立工程の簡易化が図られるように
なる。
【００８１】
　なお、各光学スタッド部材２５は、各種サイズの液晶パネル８に対しても互換使用が可
能であり、部品の共用化が図られるようになる。光学スタッド部材２５については、上述
した構造に限定されるものでは無く、液晶表示装置１の構成に基づいて各部の具体的な構
造が適宜変更される。光学スタッド部材２５は、例えば嵌合部２５ｂがすり割２５ｇを形
成されて収斂習性を付与されることでバックパネル１３の取付孔３５ａに押し込まれて取
り付けられるようにしたが、例えば外周部に抜止め凸部を一体に形成して、内周部にキー
溝を形成した取付孔３５ａ内に嵌合した後に回転して抜け止めされるようにしてもよい。
【００８２】
　液晶表示装置１においては、上述した各プレートが光学スタッド部材２５により精密に
位置決めされることにより、液晶パネル８とバックライト部３との間に構成される導光空
間部１４内において照明光に対して安定した状態で導光、拡散、反射等の動作が行われる
ようになる。したがって、液晶表示装置１においては、液晶パネル５に色むら等の発生が
防止されるようになる。なお、光学スタッド部材２５は、上述したように乳白色の導光性
の合成樹脂材によって形成することから、外周面から内部に入射する照明光を拡散して先
端部２５ｈが部分的に光輝されないようにすることで、導光空間部１４ら拡散導光プレー
ト２１に対して照明光が均一に入射されるようにする。
【００８３】
　液晶表示装置１においては、具体的には上述した光学スタッド部材２５が図３に示すよ
うに、バックパネル１３に対して各発光アレイ１６間に位置して横方向に５個、縦方向に
３個、合計１５個が取り付けられる。液晶表示装置１においては、調光パターン２４を形
成した拡散プレート２３やアルミプレート２９と発泡性ＰＥＴ材３０を接合した反射プレ
ート２６がそれぞれ表裏面特性を有し、間違えずに組み合わされなければならない。
【００８４】
　拡散プレート２３や反射プレート２６には、上述したように光学スタッド部材２５の軸
状基部２５ａが貫通する嵌合孔２３ａ、２６ａが、各光学スタッド部材２５の取付位置に
対応して横方向に５個、縦方向に３個、合計１５個が形成される。液晶表示装置１におい
ては、図３に示すように下段列の左側から２番目の光学スタッド部材２５Ａを、上段列側
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の各光学スタッド部材２５と位置を異にしてバックパネル１３に立設するようにする。液
晶表示装置１においては、拡散プレート２３や反射プレート２６に、当該光学スタッド部
材２５Ａに相対される下段列の左側から２番目の嵌合孔２３ａ、２６ａを上段列側の各嵌
合孔２３ａ、２６ａと位置を異にして形成する。
【００８５】
　したがって、液晶表示装置１においては、拡散プレート２３や反射プレート２６が表裏
面を間違えて組み合わせるようにしても、光学スタッド部材２５Ａに対向する位置に嵌合
孔２３ａ、２６ａが存在しないために組み合わせることができない。液晶表示装置１にお
いては、かかる構造により拡散プレート２３や反射プレート２６の誤組合せ防止構造が構
成されている。なお、液晶表示装置１においては、誤組合せ防止構造を構成する光学スタ
ッド部材２５Ａや拡散プレート２３及び反射プレート２６の嵌合孔２３ａ、２６ａを中心
位置以外のいずれに設けてもよいが、各部材が安定した状態で組み合わされることから外
周位置よりは内側位置に設けた方がよく、また１箇所ではなく複数箇所に設けるようにし
てもよい。
【００８６】
　液晶表示装置１においては、バックライト部３に多数個の各ＬＥＤ１８が備えられ、こ
れらＬＥＤ１８から出射される出射光により大容量の照明光を液晶パネルユニット２に供
給することで高輝度の表示が行われるようにする。液晶表示装置１においては、各ＬＥＤ
１８から発生する熱が液晶パネルユニット２とバックライト部３との間に構成された周囲
を密閉した導光空間部１４内において籠もって高温状態となる。液晶表示装置１において
は、高温化によって上述した光学変換部４の各光学機能シートの特性が変化したり、各Ｌ
ＥＤ１８の点灯状態が不安定となって液晶パネル８に色むら等を生じさせ、また回路部を
構成する電子部品等の動作を不安定とさせたり構成各部材に大きな寸法変化を生じさせた
りする。
【００８７】
　液晶表示装置１においては、放熱部７によって各ＬＥＤ１８から発生した熱を効率的に
放熱することによって安定した動作が行われるように構成される。放熱部７は、上述した
各発光ユニット体１５の取付部材を兼ねる放熱プレート２８と、この放熱プレート２８に
組み合わされるヒートパイプ３６と、ヒートパイプ３６の端部が接続されて熱伝導を受け
るバックパネル１３の背面側に配置されたヒートシンク３７或いはヒートシンク３７の冷
却機能を促進する図示しない冷却ファン等によって構成される。
【００８８】
　各放熱プレート２８は、６列の各発光アレイ１６毎に備えられ、熱伝導率に優れ、加工
性がよくかつ軽量で廉価なアルミ材が用いられて、押出加工によって上述した各発光アレ
イ１６の長さと幅とにほぼ等しい長尺な矩形板状に形成される。各放熱プレート２８は、
それぞれ３個の発光ユニット体１５が取り付けられる取付部材を兼ねることから機械的剛
性を有する所定の厚みを以って形成される。なお、各放熱プレート２８については、アル
ミ材に限定されず、熱伝導率が良好な、例えばアルミ合金材、マグネシウム合金材或いは
銀合金材や銅材等によって形成するようにしてもよい。各放熱プレート２８は、液晶表示
装置１が比較的小型である場合に、例えばプレス加工や切出し加工等の適宜の加工方法に
よって形成するようにしてもよい。
【００８９】
　各放熱プレート２８には、図５に示すように、第１主面２８ａを取付面として発光ブロ
ック体１５を構成する３個の配線基板１７がそれぞれの長さ方向の端面を突き合わせた状
態で取り付けられる。各放熱プレート２８には、第１主面２８ａに配線基板１７が嵌合さ
れる基板嵌合凹部３８が全長に亘って形成されている。各放熱プレート２８は、基板嵌合
凹部３８が、配線基板１７とほぼ同幅とされるとともにその厚みよりもやや大きな高さを
有して形成され、嵌合された配線基板１７の底面と幅方向の両側縁部とを保持する。各放
熱プレート２８は、基板嵌合凹部３８内に嵌合された配線基板１７を複数個の取付ねじ３
９によって固定する。
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【００９０】
　各放熱プレート２８には、基板嵌合凹部３８内に、幅方向の中央領域を所定幅の凸部と
して残すことにより配線基板１７の底面が密着される長さ方向の受け凸部３８ａを形成す
るとともに、この受け凸部３８ａの両側に沿って長さ方向の全長に亘って肉盗み凹部３８
ｂ、３８ｃが形成される。各放熱プレート２８は、受け凸部３８ａが、図５に示すように
配線基板１７の各ＬＥＤ１８を実装するＬＥＤ実装領域に対応する幅を以って形成されて
おり、各ＬＥＤ１８の点灯動作により最も熱くなるＬＥＤ実装領域から熱が効率的に伝達
されて放熱が行われるようにする。なお、各放熱プレート２８は、軽量化と寸法精度を保
持するために肉盗み凹部３８ｂ、３８ｃを形成したが、これら肉盗み凹部３８ｂ、３８ｃ
もヒートパイプ嵌合部として構成するようにしてもよい。
【００９１】
　各放熱プレート２８には、基板嵌合凹部３８の開口縁の両側に沿って、長さ方向の全域
に亘って反射プレート受け部４０、４０がそれぞれ一体に形成されている。反射プレート
受け部４０、４０は、放熱プレート２８の基板嵌合凹部３８の開口縁からそれぞれ幅方向
に突出する板状の部位からなり、図５に示すように全体として放熱プレート２８の第１主
面２８ａを反射シート片２７の幅よりも大きな幅となるようにする。反射プレート受け部
４０、４０は、各ＬＥＤ１８の発光部１８ａを相対する各ガイド孔３４から突出させて発
光ユニット体１５に組み合わせた反射シート片２７の両側縁を係止する。
【００９２】
　なお、反射プレート受け部４０、４０は、反射シート片２７が基板嵌合凹部３８の開口
幅よりも大きな幅で形成される場合に、その両側部を支持する。反射プレート受け部４０
、４０は、この場合に組み合わされた反射シート片２７を、各ＬＥＤ１８の発光部１８ａ
が相対する各ガイド孔３４から突出させる高さ位置に保持するように形成される。
【００９３】
　放熱部７においては、６個の放熱プレート２８が、バックパネル１３の内面に互いに所
定の間隔を以って取り付けられる。各放熱プレート２８は、基板嵌合凹部３８内に所定個
数のＬＥＤ１８を配線基板１７に実装してなる３個の発光ユニット体１５が取り付けられ
ており、６列の発光アレイ１６の取付部材を構成する。放熱部７においては、各発光ユニ
ット体１５に対してそれぞれ反射シート片２７を組み付けた状態で、反射部６を構成する
反射プレート２６が各放熱プレート２８を覆うようにして組み付けられる。
【００９４】
　各放熱プレート２８には、それぞれの反射プレート受け部４０、４０上に反射プレート
２６の内面が押し付けられる。各放熱プレート２８には、反射プレート受け部４０、４０
上に予め両面接着テープ４１、４１が全長に亘って接合されており、押し付けられた反射
プレート２６の内面を接合固定する。反射プレート２６は、上述したように外周部をバッ
クパネル１３に形成した支持部１３ａ上で支持するとともに、各発光アレイ１６間の領域
において光学スタッド部材２５によって保持し、さらに各発光アレイ１６を構成する放熱
プレート２８の領域においても反射プレート受け部４０、４０によって保持される。反射
プレート２６は、かかる構造によって高精度に位置決めされるとともに歪み等の無い状態
で組み合わせが行われる。
【００９５】
　液晶表示装置１においては、放熱部７を構成する各放熱プレート２８がバックライト部
３の発光ユニット体１５の取付部材として機能するとともに、反射部６を構成する反射プ
レート２６の取付部材としても機能する。液晶表示装置１においては、大型サイズの反射
プレート２６を機能を兼用する構造によって精密に位置決め保持して光効率の向上を図る
とともに色むらの発生等が防止されるようにする。液晶表示装置１においては、各放熱プ
レート２８に対して反射プレート２６が極めて簡易な作業により組み合わせが行われる。
なお、液晶表示装置１においては、各放熱プレート２８の反射プレート受け部４０、４０
上に接合した両面接着テープ４１、４１によって反射プレート２６を接合するようにした
が、例えば反射プレート受け部４０、４０上に塗布した接着剤によって反射プレート２６
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を固定するようにしてもよい。
【００９６】
　液晶表示装置１においては、上述したように放熱プレート２８の主面に長さ方向の全域
に亘って基板嵌合凹部３８を形成し、この基板嵌合凹部３８内に各発光ユニット体１５の
配線基板１７を組み付けている。液晶表示装置１においては、反射プレート受け部４０上
に反射プレート２６を接合することによって基板嵌合凹部３８を閉塞する。液晶表示装置
１においては、上述したように反射シート片２７に形成した各ガイド孔３４から各ＬＥＤ
１８がそれぞれ外周部を密着された状態で突出される。したがって、液晶表示装置１にお
いては、各放熱プレート２８が主面側において基板嵌合凹部３８を略密閉構造として防塵
性が確保されている。
【００９７】
　液晶表示装置１においては、上述したように放熱プレート２８に対して基板嵌合凹部３
８が長さ方向の全域に亘って形成されているために側面に開放された構造となっている。
液晶表示装置１においては、図４に示すように放熱プレート２８の側方部位の反射プレー
ト受け部４０上に例えば発泡ウレタン樹脂やスポンジ材等によって形成された防塵部材４
３を接合する。液晶表示装置１においては、防塵部材４３が基板嵌合凹部３８の側方開放
部位を閉塞することで、基板嵌合凹部３８への塵埃等の侵入を防止して防塵性の向上が図
られるようにする。
【００９８】
　各放熱プレート２８には、第１主面２８ａと対向する第２主面２８ｂ側にヒートパイプ
３６が嵌合されるヒートパイプ嵌合凹部４２や、図示しないがバックパネル１３との取付
部を構成する複数個の取付スタッドや位置決めダボが一体に形成されている。ヒートパイ
プ嵌合凹部４２は、第１主面２８ａ側の受け凸部３８ａと対向する第２主面２８ｂに、幅
方向の略中央部に位置して長さ方向の全域に亘って開口する断面が略アーチ型形状の凹溝
からなる。ヒートパイプ嵌合凹部４２は、ヒートパイプ３６の外径とほぼ等しい開口幅を
有するとともに、その開口部位にかしめ凸縁４２ａ、４２ｂが一体に形成されている。
【００９９】
　各放熱プレート２８には、それぞれのヒートパイプ嵌合凹部４２内にヒートパイプ３６
が組み付けられている。各ヒートパイプ３６は、ヒートパイプ嵌合凹部４２の開口部から
その内部に組み付けられ、図５に示すようにかしめ凸縁４２ａ、４２ｂに対して開口部を
塞ぐようにかしめ処理が施されることによって、外周部がヒートパイプ嵌合凹部４２の内
壁に密着した状態で組み付けられる。各ヒートパイプ３６は、各放熱プレート２８に対し
て、ＬＥＤ１８の実装領域に対向した部位に全長に亘って組み付けられることによって、
効率的な放熱が行われるようにする。
【０１００】
　放熱部７においては、各放熱プレート２８に形成したヒートパイプ嵌合凹部４２内にそ
れぞれヒートパイプ３６を組み付けることで、各放熱プレート２８がヒートパイプ３６の
保持部材を兼用する。放熱部７においては、ヒートパイプ３６の取付構造を簡易化すると
ともに、組立時等において精密なヒートパイプ２５の取り扱いを簡易化するとともに折れ
曲がりや破損等の発生が防止される。放熱部７においては、各放熱プレート２８が、発光
ユニット体１５とヒートパイプ２８とを互いに位置決めした状態かつ接近した状態で組み
合わされるようにすることから、これら発光ユニット体１５とヒートパイプ２８との間で
効率的な熱伝導路を構成する。
【０１０１】
　放熱部７においては、各放熱プレート２８が、基板嵌合凹部３８内に各発光ユニット体
１５を組み合わせるとともにヒートパイプ嵌合凹部４２内にヒートパイプ３６を組み付け
た状態で、バックパネル１３に対して取付スタッドや位置決めダボを介して精密に位置決
めされて固定される。なお、各放熱プレート２８は、配線基板１７を固定する取付ねじ３
９を利用してバックパネル１３の内面に固定するようにしてもよい。
【０１０２】
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　なお、放熱部７においては、各放熱プレート２８の第２主面２８ｂに開口するヒートパ
イプ嵌合凹部３８を形成してヒートパイプ３６を組み付けるようにしたが、かかる構造に
限定されるものでは無い。各放熱プレート２８においては、長手方向の少なくとも一方端
部に開口するヒートパイプ嵌合孔を形成して側面方向からヒートパイプ３６を内部に組み
付けるようにしてもよい。
【０１０３】
　ヒートパイプ３６は、各種の電子機器等において高温となる電源部等から放熱手段へと
熱伝導を行うために一般的に採用される部材であり、熱伝導率に優れた銅等の金属製パイ
プ材内を排気した状態で所定の温度で気化する水等の伝導媒体を封入して構成され、高能
率の熱伝導能力を有している。ヒートパイプ３６は、上述したように各放熱プレート２８
に一体的に組み付けられ、各放熱プレート２８とともに両端部がヒートシンク３７と接続
される。ヒートパイプ３６においては、高温側の放熱プレート２８からの熱伝導を受けて
内部に封入された伝導媒体が液体から気体へと気化する。ヒートパイプ３６においては、
気化した伝導媒体がパイプ内を低温側のヒートシンク３７との接続部へと流れて冷却され
ることで凝縮熱を放出して液化する。ヒートパイプ３６においては、液化した伝導媒体が
金属パイプの内壁に形成した長さ方向の多数条の溝や多孔質層内を毛細管現象によって放
熱プレート２８側へと移動してパイプ内の循環が行われることで、高能率の熱伝導作用を
奏する。
【０１０４】
　液晶表示装置１においては、例えばヒートシンク３７をバックパネル１３の背面に長さ
方向の両側に位置してそれぞれ取り付けるようにする。ヒートシンク３７も、各種の電子
機器等において電源部等の放熱部材として単独或いはヒートパイプ３６と組み合わせて用
いられることから、詳細な説明を省略するが熱伝導率に優れたアルミ材等によって多数の
フィンを一体に形成してなる。ヒートシンク３７は、大きな表面積を有して高温部側から
熱伝導を受けて各フィンの表面から放熱することにより高温部の冷却を行う。
【０１０５】
　ヒートシンク３７は、大型であるほど大きな放熱作用を奏するが、バックライトユニッ
ト３や装置全体の厚みを大きくかつ大型化させる。ヒートシンク３７は、大型で重量が大
きな部品であり、例えば配線基板等に直付けする場合に回路部品や配線パターン等との絶
縁を保持する取付ブラケット部材や高温部位との間に介在する熱伝導部材等を必要として
構造を複雑とさせる。
【０１０６】
　液晶表示装置１においては、上述した多数個の放熱プレート２８とヒートパイプ３６と
を用いて大型のヒートシンク３７をバックパネル１３に巧に配置することにより、大型化
を抑制してバックライト部３から発生する熱を効率的に放熱するように構成される。液晶
表示装置１においては、ヒートパイプ３６を引き回すために配置経路に沿った逃げ凹部を
形成するといった対応が不要とされることで、バックパネル１３を全体がフラットな形状
に形成することを可能とする。液晶表示装置１においては、フラット形状のバックパネル
１３の背面にヒートシンク３７を両側に位置して組み付けて、このバックパネル１３の中
央領域にフラットな部位が構成されるようにする。
【０１０７】
　バックパネル１３は、例えば比較的軽量であり機械的剛性を有するアルミ材によって、
液晶パネル８の外形よりもやや大型サイズの部材に形成される。バックパネル１３は、自
らも熱伝導性を有することで、導光空間部１４や回路部品等から発生する熱を放熱する作
用を有している。バックパネル１３には、上述したように外周部位に前面フレーム部材９
やホルダ部材１０を組み合わす外周壁部が形成されるとともに、光学スタッド部材２５や
放熱プレート２８を取り付ける取付部或いはリード線を引き出す引出し開口や掛け合わせ
部が形成されている。
【０１０８】
　液晶表示装置１においては、液晶パネル８に対してその動作制御用の信号を出力する液
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イト部３の動作を制御するＬＥＤ制御ユニット等の制御回路パッケージが備えられる。液
晶表示装置１においては、バックパネル１３がこれら制御回路パッケージ等の搭載パネル
を兼用し、図示を省略するが背面側に適宜搭載する。液晶表示装置１においては、ヒート
シンク３７を両側に配置することによって中央部に構成されたフラットな領域に配置され
た制御基板に各種の制御回路パッケージ等を搭載する。
【０１０９】
　上述した実施の形態は、３０インチ以上の大型表示画面を有するテレビジョン受像機の
表示パネル用の透過型液晶表示装置１を示したが、本発明は大型画面を有する各種の液晶
表示装置に適用されることは勿論である。また、本発明は、大型表示装置に適用して極め
て効果的であるが、中型サイズの表示装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】実施の形態として示す透過型液晶表示装置の要部分解斜視図である。
【図２】透過型液晶表示装置の要部縦断面図である。
【図３】導光部、バックライト部、反射部の構成を示す一部切欠き平面図である。
【図４】バックライト部の発光ユニット体と、反射部の反射プレート及び反射シート片を
示す要部分解斜視図である。
【図５】バックライト部の発光ユニット体と、反射部の反射プレート及び反射シート片を
示す要部縦断面図である。
【図６】導光部と光学スタッド部材を示す要部縦断面図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　１　液晶表示装置、２　液晶パネルユニット、３　バックライト部、４　光学変換部、
５　導光部、６　反射部、７　放熱部、８　液晶パネル、１３　バックパネル、１４　導
光空間部、１５　発光ユニット体、１６　発光アレイ、１７　配線基板、１８　ＬＥＤ、
２１　拡散導光プレート、２３　拡散プレート、２４　調光パターン、２５　光学スタッ
ド部材、２６　反射プレート、２７　反射シート片、２８　放熱プレート、２９　アルミ
プレート、３０　発泡性ＰＥＴ材、３１　ガイド開口部、３２　単位ガイド開口部、３３
　ブリッジ部、３４　ガイド孔、３６　ヒートパイプ、３８　基板嵌合凹部、４０　反射
プレート受け部、４１　両面接着テープ、４２　ヒートパイプ嵌合凹部
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