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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶の配列を制御して望む画像がディスプレイされるようにするディスプレイユニット
と，
　前記ディスプレイユニットの全体面積の中で一部に光を供給する単位光供給ユニットが
，前記ディスプレイユニット全体に光が供給されるように少なくとも２個以上結合されて
構成された光供給ユニットグループと，前記光供給ユニットグループの上面と前記ディス
プレイユニットの底面の間に位置して前記光供給ユニットグループから誘導された光の輝
度が均一になるように光を拡散させる光拡散部材と，前記光供給ユニットグループ及び前
記光拡散部材を収納する収納容器とを含むバックライトアセンブリとを含み，
　前記単位光供給ユニットは，一側端部から他側端部に向かって厚さが連続的に減少する
ウェッジ形状のプレートで，一番厚い端部の上端の縁部には段差部が形成されて，底面に
は反射物質が一定パターンで形成された光誘導板と，
　前記光誘導板の中で前記段差部が形成された厚い側面から前記光誘導板の内部に光を供
給するランプユニットとを含み，
　前記光誘導板の中で薄い端部が隣接する他の光誘導板の段差部に安着して結合され，
　前記光拡散部材は、前記光供給ユニットグループにより誘導された光を拡散させる材質
から構成され，隣接する単位光供給ユニットの境界面に対応する部分に乱反射を誘導する
反射物質が形成される第１光拡散部材を含み，
　前記光供給ユニットグループは，前記単位光供給ユニットを少なくとも１個以上含む単



(2) JP 5079182 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

位光供給ユニットグループが少なくとも２個以上結合されて構成されることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項２】
　前記単位光供給ユニットグループは，お互いに対称されるように結合されることを特徴
とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記光誘導板には遊動防止突起が形成されて，前記遊動防止突起と対応する前記収納容
器には前記遊動防止突起が収納される収納溝が形成されることを特徴とする請求項１に記
載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記収納容器は，上面が開口された六面体形状で，前記光供給ユニットグループの底面
形状と合わせて結合される凹凸構造を持つことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装
置。
【請求項５】
　前記ランプユニットと対応する前記収納容器には放熱孔が形成されることを特徴とする
請求項４記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記収納容器の底面の中で前記ランプユニットを除外した領域には開口が形成されるこ
とを特徴とする請求項４または５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記収納容器の上面には，前記光拡散部材と結合するための少なくとも２個以上の結合
突起が突出されることを特徴とする請求項４または５または６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記光拡散部材は，前記第１光拡散部材を通過した光を更に拡散させる第２光拡散部材
を含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記単位光供給ユニットは，前記ディスプレイユニットの長手方向と平行な方向を持っ
て少なくとも２個以上が幅方向に結合されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示
装置。
【請求項１０】
　前記単位光供給ユニットは，前記ディスプレイユニットの幅方向と平行な方向を持って
少なくとも２個以上が長手方向に結合されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示
装置。
【請求項１１】
　液晶の配列を制御して望む画像をディスプレイさせるディスプレイユニットと，
　前記ディスプレイユニットの全体面積の中で一部に光を供給するフラットタイプ単位光
供給ユニットが前記ディスプレイユニット全体に光が供給されるように少なくとも２個以
上が結合されて構成された光供給ユニットグループと，前記光供給ユニットグループの上
面と前記ディスプレイユニットの底面との間に位置し，前記光供給ユニットグループから
誘導された光の輝度が均一になるように光を拡散させる光拡散部材と，前記光供給ユニッ
トグループ及び前記光拡散部材を収納する収納容器とを含むバックライトアセンブリとを
含み，
　前記光拡散部材は、前記光供給ユニットグループにより誘導された光を拡散させる材質
から構成され，隣接する単位光供給ユニットの境界面に対応する部分に乱反射を誘導する
反射物質が形成される第１光拡散部材を含み，
　前記光供給ユニットグループは，前記単位光供給ユニットを少なくとも１個以上含む単
位光供給ユニットグループが少なくとも２個以上結合されて構成されることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項１２】
　液晶の配列を制御して望む画像をディスプレイさせるディスプレイユニットと，



(3) JP 5079182 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　前記ディスプレイユニットの中で光を供給するように少なくとも２個以上が結合された
単位フラットタイプの光供給ユニットと，前記ディスプレイユニットの残りに光を供給す
るように少なくとも１個以上が結合された単位ウェッジタイプ光供給ユニットから構成さ
れた光供給ユニットグループと，前記光供給ユニットグループの上面及び前記ディスプレ
イユニットの底面との間に安着され，前記光供給ユニットを通過した光の輝度が均一にな
るように光を拡散させる光拡散部材と，前記光供給ユニットグループ及び前記光拡散部材
を収納する収納容器とを含むバックライトアセンブリとを含み，
　前記光拡散部材は、前記光供給ユニットグループにより誘導された光を拡散させる材質
から構成され，隣接する単位光供給ユニットの境界面に対応する部分に乱反射を誘導する
反射物質が形成される第１光拡散部材を含み，
　前記光供給ユニットグループは，前記単位光供給ユニットを少なくとも１個以上含む単
位光供給ユニットグループが少なくとも２個以上結合されて構成されることを特徴とする
液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記単位フラットタイプ光供給ユニットの両端部には，単位ウェッジタイプの光供給ユ
ニットが対向するように配置されることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に係り，より詳細には，大型化に伴って発生する輝度不足及び輝度
不均一，重量増加を克服した液晶表示装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近急速に技術開発が進行している液晶表示装置は，液晶が電界強度により異なる光透過
度を示す特性を積極的に利用してデジタル方式の電気シグナルを目で認識できるようにす
る装置である。
【０００３】
それを具現するための液晶表示装置は，透明基板にＲＧＢ色画素及び電源が常に印加され
た透明電極を持つカラーフィルタ基板，微細な領域に分割されて各々の微細領域に選択的
に電源が印加・遮断されるようにマトリックス形態で配列された薄膜トランジスタに連結
された画素電極が形成されたＴＦＴ基板とを含む液晶表示パネルと，液晶表示パネルに形
成された薄膜トランジスタの中でターン－オン，ターン－オフされる薄膜トランジスタを
選択すると同時に薄膜トランジスタに選択された電源を印加する駆動装置及び液晶表示パ
ネルに光を供給するバックライトアセンブリとを含む。
【０００４】
特に，バックライトアセンブリは，液晶表示パネルに光を供給して暗いところでも所望の
画像のディスプレイが可能にする構成要素で，バックライトアセンブリの性能によってデ
ィスプレイされる画像の画質に及ぶ影響は大きい。
【０００５】
画質に影響を及ぼす要素の中で輝度は大きい比重を占める。その理由は，輝度によりディ
スプレイされる画像の中で，一部分が特に明るく見えるか暗く見えるかすることにより，
ディスプレイされる画像全体が実際より明るく見えるか実際より暗く見えるかして，画質
に直接的に影響を及ぼすからである。
【０００６】
実際に液晶表示装置に使用される光源は，主に，冷陰極線管ランプのような線光源を使用
する。線光源はその特性上線光源に近接した部分は非常に明るく，離隔された部分は非常
に暗い。従ってこのような特性を持つ線光源を液晶表示装置に適用するためには輝度不均
一を補正する必要がある。
【０００７】
このような輝度均一度が低い線光源を液晶表示装置に使用するには，放射状に放出される
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光を一方向に集束した後，集束された光が液晶表示パネルの全面に均一に分布しながら液
晶表示パネルを通過するようにすることが好ましい。このため，液晶表示パネルの後面に
はランプカバーを持つランプユニットとランプユニットで集束された光をガイドする導光
板が設置されている。導光板とランプユニット以外にも導光板を通過した光の輝度均一性
を高めるため導光板と液晶表示パネルとの間に設置される拡散シート類，導光板の後面に
設置される反射板，それらを収納する収納容器とを必要とする。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
１４．１インチ以下の小型画面の液晶表示装置では，導光板をかなり薄く製作しても輝度
には大きな影響を及ぼさないが，１４．１インチ以上の大型液晶表示装置では導光板を無
理に薄くすると輝度不均一性が深化してディスプレイ画質が非常に低下する。このため，
液晶表示装置のディスプレイ面積が大きくなるほど導光板の厚さも比例して充分に厚く製
作しなければならないという問題がある。
【０００９】
また，液晶表示装置が大きくなることに比例して厚くなる導光板の厚さは，液晶表示装置
の全体大きさを大型化させるだけではなく，液晶表示装置の重量も増大させる要素として
作用する問題点があった。
【００１０】
本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので，その目的とするところは，液晶表示
装置が大画面化しても輝度不均一による液晶表示装置のディスプレイ画質変化を発生させ
ないようにすることにある。
【００１１】
本発明の他の目的は，液晶表示装置が大画面化されても液晶表示装置の体積増加及びその
増加による重量増加が発生しないようにすることにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前述した課題を達成するために本発明は，液晶の配列を制御して望む画像がディスプレイ
されるようにするディスプレイユニットと，ディスプレイユニットの全体面積の中で一部
に光を供給する単位光供給ユニットが，ディスプレイユニット全体に光が供給されるよう
に少なくとも２個以上結合されて構成された光供給ユニットグループと，光供給ユニット
グループの上面と前記ディスプレイユニットの底面の間に位置して光供給ユニットグルー
プから誘導された光の輝度が均一になるように光を拡散させる光拡散部材と，光供給ユニ
ットグループ及び光拡散部材を収納する収納容器とを含むバックライトアセンブリとを含
むことを特徴とする液晶表示装置である。
【００１３】
ここで，単位光供給ユニットは，一側端部から他側端部に向かって厚さが連続的に減少す
るウェッジ形状のプレートで，一番厚い端部の上端の縁部には段差部が形成されて，底面
には反射物質が一定パターンで形成された光誘導板と，光誘導板の中で段差部が形成され
た厚い側面から光誘導板の内部に光を供給するランプユニットとを含み，光誘導板の中で
薄い端部が隣接する他の光誘導板の段差部に安着して結合される。
【００１４】
また光供給ユニットグループは，単位光供給ユニットを少なくとも１個以上含む単位光供
給ユニットグループが少なくとも２個以上結合されて構成される。この単位光供給ユニッ
トグループは，お互いに対称されるように結合されるのが好ましい。
【００１５】
光誘導板には遊動防止突起が形成されて，遊動防止突起と対応する収納容器には遊動防止
突起が収納される収納溝が形成されて誘導板と収納容器の動きが制限できる。
【００１６】
収納容器は，上面が開口された六面体形状で，光供給ユニットグループの底面形状と合わ
せて結合される凹凸構造を持ち，ランプユニットと対応する部位には放熱孔を形成するの
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が良い。
【００１７】
収納容器の底面の中でランプユニットを除外した領域には開口が形成され，上面には，光
拡散部材と結合するための少なくとも２個以上の結合突起が突出される。
【００１８】
光拡散部材は，光供給ユニットグループにより誘導された光を拡散させる材質から構成さ
れ，単位光供給ユニットと単位光供給ユニットの境界面での輝度を均一にする反射物質が
境界面に対応する部分に形成される第１光拡散部材と，第１光拡散部材を通過した光を更
に拡散させる第２光拡散部材とを含む。
【００１９】
単位光供給ユニットは，ディスプレイユニットの長手方向と平行な方向を持って少なくと
も２個以上が幅方向に結合され，ディスプレイユニットの幅方向と平行な方向を持って少
なくとも２個以上が長手方向に結合される。
【００２０】
また，本発明は液晶の配列を制御して望む画像をディスプレイさせるディスプレイユニッ
トと，ディスプレイユニットの全体面積の中で一部に光を供給するフラットタイプ単位光
供給ユニットがディスプレイユニット全体に光が供給されるように少なくとも２個以上が
結合されて構成された光供給ユニットグループと，光供給ユニットグループの上面とディ
スプレイユニットの底面との間に位置し，光供給ユニットグループから誘導された光の輝
度が均一になるように光を拡散させる光拡散部材と，光供給ユニットグループ及び光拡散
部材を収納する収納容器とを含むバックライトアセンブリとを含むことを特徴とする液晶
表示装置である。
【００２１】
また，本発明は液晶の配列を制御して望む画像をディスプレイさせるディスプレイユニッ
トと，ディスプレイユニットの中で光を供給するように少なくとも２個以上が結合された
単位フラットタイプの光供給ユニットと，ディスプレイユニットの残りに光を供給するよ
うに少なくとも１個以上が結合された単位ウェッジタイプ光供給ユニットから構成された
光供給ユニットグループと，光供給ユニットグループの上面及びディスプレイユニットの
底面との間に安着され，光供給ユニットを通過した光の輝度が均一になるように光を拡散
させる光拡散部材と，光供給ユニットグループ及び光拡散部材を収納する収納容器とを含
むバックライトアセンブリとを含むことを特徴とする液晶表示装置である。
【００２２】
ここで，単位フラットタイプ光供給ユニットの両端部には，単位ウェッジタイプの光供給
ユニットが対向するように配置される。
【００２３】
このように，本発明による液晶表示装置は，液晶表示装置の液晶表示パネルに映像がディ
スプレイされるように光を供給するバックライトアセンブリの導光板を，液晶表示パネル
全体の大きさより小型化し複数個具備して所定模様で組み合わせている。各々の導光板に
光源を結合し，各々の光源から出射された光が導光板を通過するようにして光の輝度が１
次的に均一になるようにした後さらに導光板を出射した光が拡散シートを通過しながら２
次的に一層均一な輝度で液晶表示パネルに入射されるようにしている。
【００２４】
さらに，導光板と導光板の継ぎ目は特に輝度不均一になりやすいため，拡散シートの中で
導光板と導光板の継ぎ目に対応する部分には輝度を均一にするための反射物質を塗布する
のが好ましい。
【００２５】
選択的には，各々の導光板の形状はフラット形状又はウェッジ(ｗｅｄｇｅ)形状が選択で
き，それらを組み合わせて使用しても関係ない。が，好ましくは，導光板，光源，液晶表
示パネルが収納される収納容器のウェッジ形状を導光板が継がれた状態で，継がれた導光
板の底面形状と凹凸結合が可能にすることにより液晶表示装置の全体体積を一層節減でき
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た。
【００２６】
選択的に，継がれた導光板の形状に対応する形状を持つ収納容器の底面の中で光源に対応
する部分とは，一部又は全部が開口されて光源から発生した熱を放熱させるだけではなく
，液晶表示装置の重量も節減できる。
【００２７】
選択的に，継がれた導光板の形状に対応する形状を持つ収納容器の底面の中で導光板の底
面に対応する部分は，一部又は全部が開口されて液晶表示装置の重量を節減させることが
できる。
【００２８】
選択的に，収納容器には液晶表示パネルが安着された状態で拡散シート，導光板を加圧し
ながら収納容器と結合される固定カバーが結合される。
【００２９】
【発明の実施の形態】
以下，図面に基づいて，本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００３０】
図１は本発明の一実施の形態による液晶表示装置の部分切開分解斜視図，図２は図１の収
納容器の平面図，図３は本発明の一実施の形態による光供給ユニットの斜視図，図４ａは
本発明の一実施の形態による第２拡散シートの平面図，図４ｂは本発明の一実施の形態に
よる第１拡散シートの平面図，図５は本発明の一実施の形態によるディスプレイユニット
固定カバー及び液晶表示パネルを示す斜視図，図６は図１を組み立てた後に切断した縦断
面図である。
【００３１】
図１を参照すると，本発明の一実施の形態による液晶表示装置８０１は，ディスプレイユ
ニット１００と，バックライトアセンブリ６００と，シャシ７００（図６参照）から構成
される。
【００３２】
ここで，ディスプレイユニット１００は，液晶表示パネル１０，駆動信号処理・印加部材
２０，駆動信号発生部（図示せず）を含む印刷回路基板３０から構成される。
【００３３】
より具体的に，図５を参照すると，液晶表示パネル１０はＴＦＴ基板２と液晶（図示せず
），カラーフィルタ基板４から構成される。
【００３４】
ＴＦＴ基板２は，透明ガラス基板の一側面に解像度に合わせて半導体薄膜技術により数百
万個の薄膜トランジスタ（図示せず）がマトリクス形態で配列されている。薄膜トランジ
スタのソース端子にはデータライン（図示せず）が連結され，ゲート端子にはゲートライ
ン（図示せず）に連結され，ドレイン端子には透明な画素電極（図示せず）が連結される
。本発明の一実施の形態ではゲートラインの方向を長手方向，データラインの方向を幅方
向と定義する。
【００３５】
カラーフィルタ基板４もＴＦＴ基板２と同様に透明ガラス基板で，カラーフィルタ基板４
には半導体薄膜工程によりＲＧＢ画素（図示せず）及び画素電極と対向する透明共通電極
（図示せず）が形成される。
【００３６】
このように構成されるＴＦＴ基板２とカラーフィルタ基板４との間には，透明電極と画素
電極との間に形成された電界により光透過度を変化させる液晶が注入される。
【００３７】
印刷回路基板３０に形成された駆動信号発生部から発生した駆動信号が，駆動信号処理・
印加部材２０を経てＴＦＴ基板２のゲートライン及びデータラインに印可されることによ
り薄膜トランジスタのターン－オン条件が満足される。これによって該当薄膜トランジス
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タの画素電極には所定電圧が印可され，画素電極と共通電極との間に所定電界が形成され
る。このとき形成された電界の大きさによって液晶は光透過度を変更させる。
【００３８】
このような液晶の特性により，液晶を透過した光は，カラーフィルタ基板４のＲＧＢ画素
の中のいずれか一つを通過しながら該当画素を刺激してフィルタリングされた色を発現す
る。このような過程をライン単位又はドット単位で高速で繰り返すことにより，望む所定
の面積にデジタル信号形態の映像が目で認識可能な画像でディスプレイされる。
【００３９】
この時，液晶は発光素子ではなく受光素子であるため，光がない暗いところで液晶表示パ
ネル１０に望む画像を高輝度及び均一輝度でディスプレイするためには，図１に示したよ
うにバックライトアセンブリ６００が必要である。従って，液晶表示装置の大きさによる
バックライトアセンブリ６００の厚さによって液晶表示装置の全体厚さが決定される。
【００４０】
このように液晶表示装置の大きさに比例して厚さが増加しないようにしたバックライトア
センブリ６００を，図１を参照して説明すると次のようである。
【００４１】
バックライトアセンブリ６００は，光供給ユニットグループ２００，収納容器３００，拡
散シート類４００及びディスプレイユニット固定カバー５００から構成される。
【００４２】
光供給ユニットグループ２００の一実施例を図１及び図３に示す。光供給ユニットグルー
プ２００はさらに複数個の光供給ユニット１５０から構成される。各々の光供給ユニット
１５０は少なくとも１個以上の導光板１１０と少なくとも１個以上のランプユニット１３
０の組み合わせから構成される。
【００４３】
一実施例で導光板１１０は直六面体形状で一側端部から他側端部に向かってしだいに薄く
なるウェッジタイプである。導光板１１０の中で一番厚い部分に該当する側面を光入射面
１１２と定義し，光入射面１１２の一側上端部の角部は段差１１４が形成されるように加
工される。
【００４４】
また，導光板１１０の光入射面１１２と直角をなす導光板１１０の両側面１１６，１１８
には両側面１１６，１１８から所定長さが突出されるように突起が形成される。この突起
は後述される収納容器３００と結合して導光板１１０の不必要な遊動を防止する役割をす
る遊動防止突起１１９である。
【００４５】
一方，導光板１１０の輝度効率を一層増加させるため導光板１１０の傾けた底面には反射
物質（又は反射ドット：図示せず）がシルクスクリーンプリント方法により形成される。
【００４６】
このように形成された導光板１１０に結合されるランプユニット１３０は半円形の円筒形
状を持つランプカバー１３２，ランプ１３４から構成される。このとき，ランプカバー１
３２の一側端部は前述した導光板１１０の光入射面１１２側底面に接着剤又は接着シート
など多様な方法により固定される。
【００４７】
本発明では一実施例でランプ１３４を一つだけ使用したものを図示及び説明したが，好ま
しくは，一つの導光板１１０に搭載されたランプカバー１３２に少なくとも２個以上のラ
ンプ１３４を搭載するのがよい。
【００４８】
このような導光板１１０とランプユニット１３０から構成された光供給ユニット１５０は
少なくとも２個以上がお互いに結合して，図１に示したように光供給ユニットグループ２
００を形成する。具体的には光供給ユニット１５０は２種類の方法により光供給ユニット
グループ２００が形成できる。
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【００４９】
その一番目の方法は，図１に示したように光供給ユニット１５０を液晶表示装置１００の
幅方向と平行に配置した状態で長手方向に結合する方法であり，二番目の方法は図示しな
かったが，光供給ユニット１５０を液晶表示装置１００の長手方向と平行に配置した状態
で幅方向に結合する方法で，本発明では一番目の方法に対してだけ説明するが，この発明
に属する技術分野で通常の知識を持つ者であればニ番目の方法への変更は当然に可能であ
る。
【００５０】
光供給ユニットグループ２００は光供給ユニット１５０の中で光入射面１１２と対向する
端部１１２ａが隣接する他の光供給ユニットの導光板の光入射面１１２の上端に形成され
た端差部１１４に安着される過程を繰り返して製作される。
【００５１】
そのほかに，光供給ユニットグループ２００を製作する他の実施例で，図１に示したよう
な形状で射出成形する方法が挙げられる。この時，一体で形成された導光板の凹凸構造に
より導光板に反射物質を形成することが困難であるため，導光板が射出される射出金型の
表面をエッチングさせる方法を使用して導光板の底面を粗く加工することにより粗く加工
された部分が反射物質の役割をするようにする方法を使用することがよい。
【００５２】
その後，一体形で製作された導光板にランプユニットを組み立てることにより図１に示し
た光供給ユニットグループ２００の形状が容易に製作できる。
【００５３】
このような光供給ユニットグループ２００は反射板２１０が収納容器３００に既に安着し
た状態で反射板２１０の上面に安着される。この時，収納容器３００は図１又は図２に示
したように，上面が開口した直六面体形状で光供給ユニットグループ２００が挿入される
程度の面積を持つ。
【００５４】
特に，収納容器３００の底面２２０は光供給ユニットグループ２００の底面のプロファイ
ルが鋸刃形状を持つ凹凸構造を持つようにすることにより光供給ユニットグループ２００
の凹凸構造と合わせ結合できるようにする。
【００５５】
本発明の一実施の形態では４個の光供給ユニット１５０から光供給ユニットグループ２０
０を形成し，収納容器３００の底面も４個の鋸刃形状の凹凸構造を持つ。
【００５６】
一方，図１，図３に示したように，収納容器３００に挿入される光供給ユニットグループ
の中で光入射面１１２およびランプユニット１３０と垂直をなす両側面１１６，１１８に
は前述のように遊動防止突起１１９が形成される。
【００５７】
また，収納容器３００には遊動防止突起１１９を固定する構造が設置されて，これを具現
するため本発明の一実施の形態による収納容器３００の両側面２３０には突起固定溝２３
５が形成される。この時，遊動防止突起１１９と固定溝２３５は光供給ユニット１５０と
光供給ユニット１５０の結合部位をお互いに離して輝度不均一の発生を防止できる。
【００５８】
一方，収納容器３００に光供給ユニットグループ２００が結合された時，光供給ユニット
グループ２００のランプユニット１３０に該当する部分には多量のランプ熱が発生する。
このランプ熱はランプ１３４の効率を低下させる要因として作用するため，短時間内にラ
ンプ熱を放熱させる必要がある。このため，ランプユニット１３０に対応する収納容器３
００には放熱のための放熱孔２４０を形成するのが好ましい。
【００５９】
また，収納容器３００の中で光供給ユニットグループ２００の導光板１１０の底面に該当
する部分には開口２５０を形成し，この開口２５０は収納容器３００の重さを減少させる
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役割をする。
【００６０】
このような形状及び構造を持つ収納容器３００に光供給ユニットグループ２００が結合さ
れた状態で，光供給ユニットグループ２００の上面には少なくとも１枚以上，好ましくは
，３枚の拡散シート４００が安着される。
【００６１】
この時，拡散シート４００は，光供給ユニットグループ２００の上面を全てカバーした状
態を保持し，収納容器３００に応力や振動により座屈したり，又は温度変化により熱膨張
又は熱収縮してもこれを収容できる要件を充足する必要がある。
【００６２】
前記のような要件を充足させるため収納容器３００の上面４個の角には拡散シート固定用
ボス（ｂｏｓｓ）２６０を形成する。ボス２６０の高さは複数の拡散シート４００が固定
できる高さであればよい。
【００６３】
一実施例でボス２６０に結合される拡散シート４００が３枚である時，拡散シート４００
はさらに図４Ａ，図４Ｂに示したように，第１拡散シート４１０と第２拡散シート４２０
に分けられる。
【００６４】
図４Ａには第２拡散シート４２０，図４Ｂには第１拡散シート４１０が図示されている。
第１拡散シート４１０は１枚で光供給ユニットグループ２００の上面と接触して，第２拡
散シート４２０は残りの２枚で第１拡散シート４１０の上面に安着される。
【００６５】
図４Ｂを参照すると，第１拡散シート４１０は究極的に光供給ユニットグループ２００を
形成する光供給ユニット１５０と光供給ユニット１５０の境界面（図４Ｂの鎖線で示した
部分）４１２で発生する輝度不均一を防止することができる。
【００６６】
このように光供給ユニット１５０と光供給ユニット１５０の境界面４１２での輝度不均一
を防止するため，第１拡散シート４１０の中で境界面４１２に該当する部分にはシルクプ
リント方法などにより乱反射を誘導する反射物質４１４が塗布される。第２拡散シート４
２０は第１拡散シート４１０で拡散された光をさらに一回拡散させて輝度の均一性を増加
させる。
【００６７】
一方，第１拡散シート４１０及び第２拡散シート４２０の４角には収納容器３００の４角
に形成されたボス２６０に挿入されるように突出部４１８，４２８が形成されて，突出部
４１８，４２８には結合孔４１８ａ,４２８ａが形成される。この時，突出部４１８，４
２８に形成された結合孔４１８ａ,４２８ａは温度変化による拡散シート４００の膨張及
び収縮を勘案した独特な構造を持つ。
【００６８】
これをより具体的に説明すると，画像が正しくディスプレイされる状態で拡散シート４０
０の左側上端角に形成された結合孔は基準になる基準結合孔である。基準結合孔は収納容
器３００のボス２６０に挿入される程度の大きさを持つ。
【００６９】
一方，画像が正しくディスプレイされる状態で，拡散シート４００の左側の下端角に形成
された結合孔は水平方向長溝形状で，この結合孔は拡散シートが熱により水平方向にだけ
膨張するようにする役割をし，拡散シート４００の残りの２個の角に形成された結合孔は
ボス２６０より余裕公差が大きくなるように製作される。
【００７０】
このように構成された３枚の拡散シート４００が，光供給ユニットグループ２００が結合
した収納容器３００のボス２６０に結合した時，拡散シート４００又は光供給ユニットグ
ループ２００は収納容器３００内部で左右に動くことは困難であるが，収納容器３００の
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中で開口された前面へは容易に脱去することができる。
【００７１】
したがって，拡散シート４００及び光供給ユニットグループ２００が脱去されることを防
止するだけではなく，ディスプレイユニット１００を固定させるため，収納容器３００の
上面にはディスプレイユニット固定カバー５００が結合される。
【００７２】
図５に示すように，ディスプレイユニット固定カバー５００は，鎹形状のフレーム５１０
を四角形に連結したものである。収納容器３００の上端外側面にはディスプレイユニット
固定カバー５００の端部が結合されるように段差２９０が形成される。
【００７３】
一方，ディスプレイユニット固定カバー５００の内部には収納容器３００に結合された光
供給ユニットグループ２００の導光板１１０が収納容器３００の外部に離脱しないように
，導光板１１０の遊動防止突起１１９の上面を押す押し片５２０が遊動防止突起１１９に
対応してディスプレイユニット固定カバー５００の内側の底面に形成される。
【００７４】
また，ディスプレイユニット固定カバー５００の上面には前述したディスプレイユニット
１００が安着されるように段差が形成されている。この段差部分をガイド５３０とする。
【００７５】
この時，図５に示すように，ガイド５３０の中でディスプレイユニット１００の印刷回路
基板３０に該当する部分は，開口されて印刷回路基板３０がマウントできるように形成さ
れる。
【００７６】
また，このマウントされる印刷回路基板３０は光供給ユニットグループ２００の中で厚さ
が薄い導光板（図３参照）１１２ａ部分でマウントされるようにすることが好ましい。こ
れは光供給ユニット２００のランプユニット１３０部分に印刷回路基板３０を位置してマ
ウントした場合，印刷回路基板３０及び印刷回路基板３０に接続されたテープキャリヤパ
ッケージ２０の半導体チップの性能が，ランプユニット１３０の熱により大きく低下する
場合があるためである。
【００７７】
図６に示したように，シャシ７００をディスプレイユニット固定カバー５００及び収納容
器３００に結合して固定する。これは，ディスプレイユニット固定カバー５００にディス
プレイユニット１００が固定された状態でさらにディスプレイユニット１００がディスプ
レイユニット固定カバー５００から外部に離脱されることを防止し，ディスプレイユニッ
ト固定カバー５００と収納容器３００の締結力を向上させるだけではなく，外部の衝撃か
らディスプレイユニット１００を保護するものである。
【００７８】
以下，図７～図９を参照して本発明による光供給ユニットグループ２００の他の実施例に
ついて説明する。また，説明において光供給ユニットグループ以外の部分は前述した一実
施例と類似であるためその重複された説明は省略する。図７～図９は各々本発明による光
供給ユニットグループの他の実施例を示す概念図である。
【００７９】
図７を参照すると，前述した光供給ユニットグループ２００の光供給ユニット１５０を２
個ずつ結合して２個の光供給ユニットグループ１６０，１７０を形成し，２個の光供給ユ
ニットグループ１６０，１７０をお互いに向かい合わせにする。この時，収納容器３００
の底面はそれを収容可能に構成される。
【００８０】
図８を参照すると，前述した実施例ではウェッジタイプ導光板を使用した例を説明したが
，図８に示した光供給ユニットグループ９４０は少なくとも２個以上が並列方式で配列さ
れた平たい形状を持つフラットな導光板９１０，導光板９１０と導光板９１０との間に形
成されたランプユニット９２０から構成されて，大画面液晶表示装置の輝度を大きく増加
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させる。この時にも，収納容器の底面は図８の導光板９１０組み合わせ及びランプユニッ
ト９２０を収容可能に構成される。
【００８１】
図９に示した光供給ユニット９８０は，平たい形状を持つフラットな導光板９５０，ウェ
ッジタイプ導光板９６０，ランプユニット９７０から構成される。
【００８２】
より具体的には，図９に示した光供給ユニット９８０は，少なくとも２個以上の並列方式
で配列された平たい形状を持つフラット形状導光板９５０，フラット形状導光板９５０の
両側にさらに並列方式で配列されたウェッジタイプの導光板９６０，ウェッジタイプの導
光板９６０とフラット形状導光板９５０との間に形成されたランプユニット９７０及びフ
ラットタイプ導光板９５０とフラットタイプ導光板９５０との間に形成されたランプユニ
ット（図示せず）を含んで大画面液晶表示装置の輝度を大きく増加させる。この時にも収
納容器の底面は，図９の導光板９５０，９６０の組み合わせ及びランプユニット９７０が
収容可能な形状を持つ。
【００８３】
以上，添付図面を参照しながら本発明による液晶表示装置の好ましい実施形態について詳
細に記述したが，本発明が属する技術分野において通常の知識を持つ者であれば，特許請
求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想到し得
ることは明らかでありそれについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解され
る。
【００８４】
例えば，本発明による液晶表示装置は一実施例でデスクトップコンピュータのディスプレ
イ装置で使用したが，その他にも情報をディスプレイする多様な機器に幅広く適用でき，
一例で，高画質大画面テレビのディスプレイ装置などに適用できる。
【００８５】
【発明の効果】
以上，詳細に説明したように本発明によれば，大画面化しても輝度不均一による液晶表示
装置のディスプレイ画質変化を発生させず，体積と重量の増加しない液晶表示装置を提供
することができる。
【００８６】
ランプユニットから発生するランプ熱による輝度低下を解決し，複数個の導光板及びラン
プユニットから構成された光供給ユニットグループにより輝度を向上させることができる
。また，収納容器の底面形状改選による液晶表示装置の重さ減少が可能であるので，大画
面液晶表示装置での高輝度及び輝度均一性が具現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態による液晶表示装置の部分切開分解斜視図である。
【図２】　図１の収納容器の平面図である。
【図３】　本発明の一実施の形態による光供給ユニットの斜視図である。
【図４】　分図Ａは，本発明の一実施の形態による第２拡散シートの平面図であり，分図
Ｂは本発明の一実施の形態による第1拡散シートの平面図である。
【図５】　本発明の一実施の形態によるディスプレイユニット固定カバーおよび液晶表示
パネルを示す斜視図である。
【図６】　図１を組み立てた後に切断した縦断面図である。
【図７】　本発明の一実施の形態よる光供給ユニットグループのほかの実施例を示す概念
図である。
【図８】　本発明の一実施の形態よる光供給ユニットグループのほかの実施例を示す概念
図である。
【図９】　本発明の一実施の形態よる光供給ユニットグループのほかの実施例を示す概念
図である。
【符号の説明】
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２　　　　　ＴＦＴ基板
４　　　　　カラーフィルタ基板
１０　　　　液晶表示パネル
２０　　　　駆動信号処理・印加部材
３０　　　　印刷回路基板
１００　　　ディスプレイユニット
１１０　　　導光板
１１２　　　光入射面
１１４　　　段差
１１６，１１８　両側面
１１９　　　遊動防止突起
１３０　　　ユニットランプ
１３２　　　ランプカバー
１３４　　　ランプ
１５０　　　光供給ユニット
１６０，１７０　光供給ユニットグループ
２００　　　光供給ユニットグループ
２１０　　　反射板
２２０　　　底面
２３５　　　突起固定溝
２４０　　　放熱孔
２５０　　　開口
２６０　　　ボス
３００　　　収納容器
４００　　　拡散シート類
４１０　　　第１拡散シート
４１２　　　境界面
４１４　　　反射物質
４１８，４２８　突出部
４１８ａ，４２８ａ　結合孔
４２０　　　第２拡散シート
５００　　　ディスプレイユニット固定カバー
６００　　　バックライトアセンブリ
７００　　　シャシ
８０１　　　液晶表示装置
９１０　　　導光板
９２０　　　ランプユニット
９５０　　　導光板
９６０　　　導光板
９７０　　　ランプユニット
９８０　　　光供給ユニットグループ
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