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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板;
　上記基板上の一地点に配置され、少なくとも一つのLEDをそれぞれ含む複数のLED群;
　複数の上記LED群を含む上記基板上部を密封し、複数の上記LED群のそれぞれに対応して
一つの交点において出会い、上記基板の上面方向に凸状に形成される球面形状を有し、上
記球面形状を有する四つの曲面が出会う交点の直下部にそれぞれの上記LED群が配置され
、複数の上記LED群が連なって形成される複数のモールド部;及び、
　上記基板の上面に形成され、突出した複数個の光散乱手段を含み、
　上記球面形状の曲面は上記LED群から放出される光を上記モールド部の内部で全反射す
る曲率を有し、上記球面形状の曲面で全反射する光の少なくとも一部は上記光散乱手段に
より上記モールド部の上面を経て外部に放出し、上記球面形状の曲面で全反射した他の光
の少なくとも一部は他の上記LED群の上に形成された他の上記モールド部の上面で全反射
することを特徴とするLEDパッケージ。
【請求項２】
　上記LED群は補色関係の光を放出する少なくとも一対のLEDであることを特徴とする請求
項１に記載のLEDパッケージ。
【請求項３】
　上記LED群を収納し上記基板上に形成されるカップ部をさらに含むことを特徴とする請
求項１または２に記載のLEDパッケージ。
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【請求項４】
　上記モールド部は空気より高い屈折率を有する透明エポキシから成ることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１項に記載のLEDパッケージ。
【請求項５】
　上記球面形状は、上記LED群から放出する光が上記モールド部の上面に入射する角度が
臨界角よりも大きくなるように曲率が定められた請求項１から４のいずれか１項に記載の
LEDパッケージ。
【請求項６】
　上記LED群は、赤、緑、青の三種の色相を発光する三種のLEDを含む請求項１から５のい
ずれか１項に記載のLEDパッケージ。
【請求項７】
　上記光散乱手段はドット形状または上記LED群を中心とする同心円形状であることを特
徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載のLEDパッケージ。
【請求項８】
　上記光散乱手段は光源から遠いほどより稠密に形成されることを特徴とする請求項１か
ら７のいずれか１項に記載のLEDパッケージ。
【請求項９】
　LCDパネルの背面に付着された液晶表示装置用バックライトアセンブリーにおいて、
　請求項１から８のいずれか１項に記載のLEDパッケージを縦または/及び横に複数個連結
して成る光源;
　上記光源の一側に形成され、上記光源から発生した光を上記LCDパネル方向に均一に入
射させる導光板;
　上記導光板のLCDパネル側に設けられ、上記導光板から入射した光を均一に拡散させる
拡散シート；及び、
　上記拡散シートのLCDパネル側に設けられ、上記拡散シートから拡散された光を上記LCD
パネル平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シートを含む液晶表示装置用バ
ックライトアセンブリー。
【請求項１０】
　LCDパネルの背面に付着された液晶表示装置用バックライトアセンブリーにおいて、
　請求項１から８のいずれか１項に記載のLEDパッケージを縦または/及び横に複数個連結
して成る光源;
　上記光源のLCDパネル側に設けられ、上記光源から入射した光を均一に拡散させる拡散
シート;及び、
　上記拡散シートのLCDパネル側に設けられ、上記拡散シートから拡散された光を上記LCD
パネル平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シートを含む液晶表示装置用バ
ックライトアセンブリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に設けられるバックライト(backlight)アセンブリー用光源に用
いられるLED(Light Emitted Diode)パッケージ及びこれを設けた液晶表示装置用バックラ
イトアセンブリーに関するものであって、より詳しくはバックライトアセンブリー用光源
に使用できるよう輝度及び色相の均一度を向上させたLEDパッケージ及びこれを設けた液
晶表示装置用バックライトアセンブリーに関するものである。 
【背景技術】
【０００２】
　一般に液晶表示装置は自ら発光できない受動光素子なので、LCDパネル背面に付着され
たバックライトアセンブリーを利用して画像をディスプレーする。最近は製品の競争力を
確保するためスリム化及び軽量化を図る諸構造のバックライトアセンブリーが開発されて
おり、とりわけ液晶表示装置が主に携帯用コンピュータ及び壁付型大型TVなどに使用され
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る点に鑑みるとスリム化、軽量化はより重要となってくる。
【０００３】
　こうした液晶表示装置用バックライトアセンブリーにおいて光を生成する光源として従
来は主に冷陰極型ランプ(Cold Cathode Fluorescent Lamp : CCFL、以下CCFLという)を使
用したが、スリム化及び軽量化を図ってCCFLの代わりに高輝度のLEDで光源を代替する実
状にある。従来のCCFLは所定の長さで略均一な白色光を放出する線光源であるがLEDは一
色の光を放出する点光源なので、所定の長さまたは所定の面積において均一な輝度の白色
光を放出するよう研究が重ねられてきた。
【０００４】
　図1は従来のLEDを利用した液晶表示装置のバックライト用光源の概略図である。図1に
よると、従来のLEDを利用した液晶表示装置のバックライト用光源(10)は所定間隔で配置
されたLEDパッケージ(11)と、上記LEDパッケージ(11)から所定間隔(d)ほど離隔した位置
に所定のパターン(13)が形成された導光板(12)とを含んで成る。
【０００５】
　こうした従来のLEDを利用した液晶表示装置のバックライト用光源(10)において上記LED
パッケージ(11)は赤色、緑色、青色(RGB)LEDが一つのパッケージに具現された形態か、あ
るいは各色のLEDを個別に並べた形態であることができる。均一な輝度の発光を得るため
に多数のLEDパッケージを稠密に配置することが最も理想的であろうが、これは光源の価
格を大変上昇させ、消耗電力が急増するので現実的に不可能である。
【０００６】
　したがって、図1に示すように、各LEDパッケージ(11)を所定間隔ほど離隔させて配置す
る。この場合、各LEDパッケージ(11)から放出される光の死角によりダーク(dark)領域(D)
ができる。このようなダーク領域(A)の影響を減少させるためにはLEDパッケージ(11)と導
光板(12)との間に充分な距離(d)が保障されなければならない。こうして距離(d)の為液晶
表示装置の体積が増加し、スリム化及び軽量化に悪影響を及ぼすことになる。
【０００７】
　また、各LEDパッケージ(11)により生成される赤色、緑色、青色の光が混合され均一な
白色光を得るためには、LEDパッケージ(11)の他に別途の導光板(12)が必要である。上記
導光板(12)には所定のパターン(121)を形成して制限された領域において光経路を増加さ
せ光の混合を図る。
【０００８】
　しかし、こうした場合にLEDパッケージ(11)から所定間隔(d)ほど離隔した位置にさらに
導光板を設けることは液晶表示装置の寸法を増加させてしまい、従来の構造においてはLE
Dパッケージ(11)から発生する光の強度が中央に偏重して分布するので、液晶表示装置の
小型化に悪影響を及ぼし輝度の均一度が低下するとの問題がある。
【０００９】
　したがって、当技術分野においてはLEDを使用した液晶表示装置のバックライトアセン
ブリー用光源に使用できる新たな形態のLEDパッケージ並びにこれを利用して所定の長さ
及び所定の面積に均一な輝度の均一な白色光を提供できる光源の開発が要求されている実
状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　先述した従来技術の問題点を解決するために本発明は、液晶表示装置のバックライト用
に使用でき、充分な光経路を確保して少なくとも一つのLEDから生成される光が充分に混
合され均一な色相及び強度を有する白色光を確保できるLEDパッケージを提供することに
目的がある。
【００１１】
　また、本発明は上記LEDパッケージを設けた液晶表示装置用バックライトアセンブリー
を提供することに目的がある。 
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【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、基板；上記基板上の一地点に配置され、少なくとも一つのLEDをそれぞれ含
む複数のLED群；複数の上記LED群を含む上記基板上部を密封し、複数の上記LED群のそれ
ぞれに対応して一つの交点において出会い、上記基板の上面方向に凸状に形成される球面
形状を有し、上記球面形状を有する四つの曲面が出会う交点の直下部にそれぞれの上記LE
D群が配置され、複数の上記LED群が連なって形成される複数のモールド部；及び、上記基
板の上面に形成され、突出した複数個の光散乱手段を含み、上記球面形状の曲面は上記LE
D群から放出される光を上記モールド部の内部で全反射する曲率を有し、上記球面形状の
曲面で全反射する光の少なくとも一部は上記光散乱手段により上記モールド部の上面を経
て外部に放出し、上記球面形状の曲面で全反射した他の光の少なくとも一部は他の上記LE
D群の上に形成された他の上記モールド部の上面で全反射することを特徴とするLEDパッケ
ージを提供する。
【００２０】
　好ましくは、上記LED群は補色関係の光を放出する少なくとも一対のLEDである。
【００２２】
　好ましくは、上記LEDパッケージは上記LED群を収納し上記基板上に形成されるカップ部
をさらに含むことができる。
【００２３】
　好ましくは、上記モールド部は空気より高い屈折率を有する透明エポキシから成ること
ができる。
【００２４】
　上記球面形状は、上記LED群から放出する光が上記モールド部の上面に入射する角度が
臨界角よりも大きくなるように曲率が定められたことを特徴とする。上記LED群は、赤、
緑、青の三種の色相を発光することを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明は上記LEDパッケージを設けた液晶表示装置用バックライトアセンブリー
を提供する。上記液晶表示装置用バックライトアセンブリーは、　
　LCDパネルの背面に付着された液晶表示装置用バックライトアセンブリーにおいて、上
記LEDパッケージを縦横に複数個連結して成る光源; 上記光源のLCDパネル側に設けられ、
上記光源から入射した光を均一に拡散させる拡散シート；及び、上記拡散シートのLCDパ
ネル側に設けられ、上記拡散シートから拡散した光を上記LCDパネル平面に垂直な方向に
集光する少なくとも一つの集光シートを含むことを特徴とする。 
【００２６】
　上記LEDパッケージが形成する光源が幅の狭いバー形態に製作された場合には側面光源
形態の液晶表示装置用バックライトアセンブリーの光源として用いることもできる。この
場合、液晶表示装置用バックライトアセンブリーは、上記LEDパッケージを縦横に複数個
連結して成る光源; 上記光源の一側に形成され、上記光源から発生された光を上記LCDパ
ネル方向に均一に入射させる導光板；上記導光板のLCDパネル側に設けられ、上記導光板
から入射した光を均一に拡散させる拡散シート;及び、上記拡散シートのLCDパネル側に設
けられ、上記拡散シートから拡散した光を上記LCDパネル平面に垂直な方向に集光する少
なくとも一つの集光シートを含む。
【発明の効果】
【００２７】
　先述したように本発明のLEDパッケージによると、LEDパッケージの内部に充分な光進行
経路を確保することにより均一な色相の白色光及び均一な強度の光を生成することができ
る。
【００２８】
　また、本発明によると、LEDパッケージをセルに用いて複数個のLEDパッケージを連結し
た光源を提供することにより、多数のLEDを使用しなくとも液晶表示装置用バックライト



(5) JP 4959491 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

アセンブリーの光源を製作することができる。さらに、液晶表示装置の模様及び大きさに
応じて使用されるLEDパッケージの個数を調節して簡単に光源を製作することができ、必
要に応じて設計の変更が容易である。 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付の図面に基づき本発明の様々な実施形態による諸特徴及び利点をより詳しく
説明する。
【００３０】
　図2aは本発明の第1実施形態によるLEDパッケージの斜視図で、図2bは本発明の第1 実施
形態によるLEDパッケージの上面図で、図2cは本発明の第1実施形態によるLEDパッケージ
の正面図である。図2aないし図2cによると、本発明の第1実施形態によるLEDパッケージ(2
0)は基板(21)；上記基板(21)上に所定間隔で離隔しながら一列に配置される赤色、緑色、
青色LED(R、G、B);及び、上記LED(R、G、B)を含んで上記基板上部を密封し、円筒側面形
状を有する２個の曲面から成る上面を有するモールド部(22)を含んで成る。
【００３１】
　本実施形態においては白色光を生成するために赤、青、緑の三つの色相を発光するLED
を採用した場合について説明する。しかし、これは本発明の一実施形態を説明するための
例示に過ぎない。他実施形態においては 白色光を生成するために、他LED構成を用いるこ
とができよう。例えば、補色関係にある光を混合する場合白色光を生成できるので、補色
関係の色相の光を生成する二つのLEDを一対以上採用できる。または、蛍光体を利用して
白色を発光するLEDを一つ以上採用することもできる。したがって、LEDの個数及び色相は
本発明を限定しないことは本発明の属する技術分野において通常の知識を有する者にとっ
ては自明である。
【００３２】
　上記基板(21)にはセラミックなどの材料から成る一般の絶縁基板を使用することができ
る。上記基板(21)の上面は光を吸収しない材料が塗布され、その上面には突出した光散乱
手段(211)が形成される。
【００３３】
　図2aないし図2cにおいて、上記光散乱手段(211)はドット(dot)形状を有するものが図示
されるが、上記LED(R、G、B)が形成される列と平行なストライプ(stripe)形状に形成され
ることができる。上記光散乱手段(211)は上記LED(R、G、B)から遠くなるほどより稠密に
形成されることが好ましい。上記光散乱手段(211)の模様、配列により光の均一度を適宜
に調節することができる。
【００３４】
　上記LED(R、G、B)は白色光を生成するために赤色LED(R)、緑色LED(G)、青色LED(B)から
成ることができ、上記LED(R、G、B)は互いに所定間隔ほど離隔しながら一列を形成するこ
とが好ましい。
【００３５】
　上記モールド部(22)は、上記LED(R、G、B)を含み上記基板上部を密封し円筒側面のよう
な形状を有する二つの曲面から成る。上記円筒側面形状の曲面はLED(R、G、B)から放出さ
れる光をモールド部(22)の上面において全反射させるために形成されるものである。上記
円筒側面形状の曲面は一つの交線(22a)において出会い、図2bの上面図に示すように、上
記交線(22a)の直下部に上記LED(R、G、B)が一列となるよう配置される。これは図2cの正
面図ににおいてより明確に示される。
【００３６】
　上記モールド部(22)は空気より高い屈折率を有する透明エポキシから成らなければなら
ない。光が光学的に密な媒質(屈折率の高い物質)から疎な媒質(屈折率の低い物質)に入射
する際、入射角がある特定の角度(臨界角)以上であると、その境界面において光が全部反
射してしまうので境界面を通過する屈折光線は存在しなくなる。こうした現象を全反射と
いい、全反射が起こる入射角の最小値を臨界角という。上記LED(R、G、B)から放出する光
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が上記モールド部(22)の上面において全反射するためにはモールド部(22)の屈折率がモー
ルド部(22)外部の空気の屈折率より高くなければならない。
【００３７】
　さらに、上記円筒側面形状の曲面は上記LEDから放出される光を全反射する曲率を有す
るよう形成されなければならない。即ち、LED(R、G、B)から放出される光がモールド部(2
2)の上面に入射する角度が臨界角より大きくなるようその曲率が定められ、こうしてLED(
R、G、B)から放出される光がモールド部(22)の外部に放出されずモールド部(22)内部に再
び反射する。このように全反射により光の進行経路を増加させ各色相の光が均一に混合さ
れることができる。これと共に、諸LED(R、G、B)の上部に光の強度が偏重されずモールド
部(22)の上面全体に均一な輝度の光が放出されることができる。
【００３８】
　先述した本発明の一実施形態によるLEDパッケージを諸LED(R、G、B)が形成される列に
垂直な方向に複数個連結すると、所定の幅と長さを有する液晶表示装置用バックライトア
センブリーなどに使用できる線光源を製作することができる。この場合、上記LEDパッケ
ージは線光源の一部を構成するセル(cell)とされる。
【００３９】
　上記本発明の一実施形態によるLEDパッケージを一つのセルとして複数個連結した光源
は、図3a及び図3bに示すように、全体として基板(31)；上記基板(31)上面に一定な間隔で
複数個形成され、所定間隔ほど離隔しながら一列に配置された赤色、緑色、青色LED(R、G
、B)を含むLED列(A)；及び、上記LED列(A)を含んだ上記基板(31)上部を密封し、上記赤色
、緑色、青色LED(R、G、B)が配置された方向と垂直方向に円筒側面形状を有する複数個の
曲面が形成された上面を有するモールド部(32)を含む形態を有するようになる。
【００４０】
　この光源が線光源に用いられるためにはLEDの配列された方向(幅方向)が狭くLEDの配列
された方向に垂直な方向(長さ方向)が長く形成されなければならない。このように形成さ
れた線光源は側面光源を使用する液晶表示装置用バックライトアセンブリーの光源に使用
することができる。
【００４１】
　一方、本実施形態によるLEDパッケージの用途は線光源に限定されない。上記幅方向と
長さ方向の長さが略同一な場合には面光源に用いてもよい。本実施形態によるLEDパッケ
ージが形成する面光源は光源が直接LCDパネルに光を照射するタイプの液晶表示装置用バ
ックライトアセンブリーの光源に使用することもできる。
【００４２】
　本実施形態によるLEDパッケージから成る光源が液晶表示装置用バックライトアセンブ
リーの光源に使用される一例は後により詳しく説明する。
【００４３】
　先に説明したように、上記光源のLED(R、G、B)から生成される光は上部の円筒側面形状
のエポキシ(32)と外部空気との境界面において全反射し内部に再び反射し、反射した光は
基板(31)上部の光散乱手段(311)により再び反射し一部はエポキシ外部に放出され、再び
一部はエポキシ内部に反射する。即ち、LED(R、G、B)から生成される光はエポキシ内部に
おいて長さ方向に経路が増加し色相が均一に混合され、LED(R、G、B)の上部に光の強度が
偏重されることなくモールド部(22)の上面全体に均一な輝度の光が放出されることができ
る。
【００４４】
　このような本発明の作用を図4a及び図4bに基づきより詳しく説明する。
　図4aによると、LED1から放出された光(L1)はモールド部(42)の上面を通過できずに全反
射する。これは、モールド部(42)上面に形成された曲面により光(L1)が入射する地点にお
いて入射角が臨界角より大きくなる為全反射するのである。したがって、モールド部(42)
の上面はLEDから入射する光が全反射できる曲率を有する曲面に形成されなければならな
い。LED1から放出された光(L1)はモールド部(42)の上面において最初に全反射した後、再



(7) JP 4959491 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

び曲面において2次に全反射し基板(41)上に形成された光散乱手段(411)に突き当たって上
部に放出される。同様に、LED2から放出される光はモールド部(42)の上面において3度の
反射を経て基板(41)上に形成された光散乱手段(411)に突き当たり上部に放出される。
【００４５】
　このように、LEDから放出される光は直接上部に放出されずモールド部(42)の内部にお
いて左右に反射しながら進行経路が増加することになる。赤色、緑色、青色三つの色相の
光を放出するLEDを使用する場合、光の進行経路が増加するほど、赤、緑、青のカラー混
合がより効率的に行われ、LED中心部においてより高い強度の光が分散されてダーク領域
が無くなり線光源全体において均一な輝度の光を放出できるようになる。上記線光源は均
一な白色光を均一な輝度で放出することにより液晶表示装置用バックライトアセンブリー
に使用される線光源に用いられることができる。 
【００４６】
　図4bはモールド部(42)において光が全反射する様子をより詳しく図示した図である。図
4bに示したように、LED3から放出される光(L3)はモールド部(42)の一地点(P)に入射する
。この際、点(P)における曲面の勾配の法線と入射する光(L3)が成す入射角(θ)が臨界角
より大きい場合に光(L3)は全反射する。したがって、モールド部(42)の材料に用いられる
透明エポキシの屈折率とそれによる臨界角に鑑みてモールド部(42)の上面に形成される曲
面の曲率を適切に決めなければならない。
【００４７】
　図5aは本発明の第2 実施形態によるLEDパッケージの斜視図で、図5bは本発明の第2実施
形態によるLEDパッケージの上面図で、図5cは本発明の第2 実施形態によるLEDパッケージ
の正面図である。図5aないし図5cによると、本発明の第2実施形態によるLEDパッケージ(5
0)は、基板(51);上記基板(51)上の一地点に配置され、赤色、緑色、青色LEDを含むLED群(
RGB)；及び、上記LED群(RGB)を含んで上記基板上部を密封し、一つの交点において出会う
球面形状を有する4個の曲面から成る上面を有するモールド部(52)を含んで成る。また、
本実施形態によるLEDパッケージは、上記基板(51)上面に形成されLED群を収納するカップ
部(53)をさらに含むことができる。
【００４８】
　本実施形態においては白色光を生成するために赤、緑、青の三種の色相を発光する三種
のLEDを一群とした場合について説明する。しかし、これは本発明の一実施形態を説明す
るための例示に過ぎない。他実施形態においては、白色光を生成するために他LED構成を
採用できるであろう。例えば、補色関係にある光を混合すれば白色光を生成できるので、
相互補色関係の色相の光を生成する2個のLEDを一対以上採用することができる。または蛍
光体を利用して白色を発光するLEDを一つ以上採用することもできる。したがって、LEDの
個数及び色相は本発明を限定しないということは本発明の属する技術分野において通常の
知識を有する者にとっては自明であろう。
【００４９】
　本実施形態において、上記基板(51)にはセラミックなどの材料から成る一般的な絶縁基
板を用いることができる。上記基板(51)の上面は光を吸収しない材料が塗布され、その上
面には突出した光散乱手段(511)が形成される。
【００５０】
　図5aないし図5cにおいて上記光散乱手段(511)はドット(dot)形状を有するもので図示さ
れるが、上記LED群(RGB)またはカップ部(53)を中心にする複数個の同心円形状に形成する
こともできる。上記光散乱手段(511)は上記LED群(またはカップ部)から遠くなるほどより
稠密に形成されることが好ましい。上記光散乱手段(511)の模様、配列により光の均一度
を適宜に調節することができる。
【００５１】
　上記LED群(RGB)は白色光を生成するために赤色LED、緑色LED及び青色LEDから成り、一
つのカップ部(53)上に配置される。上記夫々のLEDから側面または下部に放出される光の
一部を反射するために上記カップ部(53)の内部面は反射率の高い物質でコーティングされ
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ることが好ましい。
【００５２】
　上記モールド部(52)は、上記LED群(またはカップ部)を含んで上記基板(51)上部を密封
し一つの交点において出会う球面形状を有する4個の曲面から成る上面を有する。上記球
面形状の曲面は上記LED群から放出される光をモールド部(52)の上面において全反射させ
るために形成されるものである。上記球面形状の4個の曲面は一つの交点(52a)において出
会い、図5bの上面図に示すように、上記交点(52a)の直下部にLED群(RGB)が配置される。
これは図5cの正面図からより明確に示される。
【００５３】
　上記モールド部(52)は空気より高い屈折率を有する透明エポキシから成らなければなら
ない。上記LED群(RGB)から放出する光が上記モールド部(52)の上面において全反射するた
めにはモールド部(52)の屈折率がモールド部(52)外部の空気の屈折率より高くなければな
らない。
【００５４】
　さらに、上記球面形状の曲面は上記LED群(RGB)から放出される光を全反射させる曲率を
有するよう形成されなければならない。即ち、LED群(RGB)から放出される光がモールド部
(52)の上面に入射する角度が臨界角より大きくなるようその曲率が定められるべきで、こ
うしてLED群(RGB)から放出される光がモールド部(52)外部に放出されることなくモールド
部(52)内部に再び反射する。このように全反射を通して光がそのままモールド部(52)外部
に放出せず側方向に全反射が起こることにより光の進行経路を増加させ、各色相の光が均
一に混合されるようになる。これと共に、LED群(RGB)の上部に光の強度が偏重されずモー
ルド部(52)の上面全体に均一な輝度の光が放出されるようになる。
【００５５】
　先述した本実施形態によるLEDパッケージを縦横に複数個連結すると液晶表示装置用バ
ックライトアセンブリーなどに使用される光源を製作することができる。本実施形態によ
るLEDパッケージをバー(bar)形態の光源に製作する場合には、側面光源形態の液晶表示装
置用バックライトユニットに使用される線光源とされることができ、横縦の長さが略同一
に連結されるプレート(plate)形態の光源に製作する場合にはLCDパネルを直接背面から照
明する面光源とすることができる。このように複数個のLEDパッケージを連結した光源を
製作する場合、上記LEDパッケージは光源の一部を構成するセル(cell)とされる。
【００５６】
　上記実施形態によるLEDパッケージを一つのセルとして縦横に複数個連結した光源は、
図6に示すように、基板(61)；上記基板(61)上面に縦横に一定間隔ほど離隔した複数個の
地点に配置される赤色、緑色、青色LEDを含む複数個のLED群;上記LED群を含んで上記基板
上部を密封し、縦横に一定に形成された複数個の球面形状の曲面が形成された上面を有す
るモールド部(62);及び、上記基板(61)上面に形成され上記LED群を収納するカップ部(63)
を含んで成る。
【００５７】
　このように形成された光源は、上記図4a及び図4bにより説明したような原理と作用によ
りモールド部内部において光の経路が増加し色相及び光の強度が均一に混合される。但し
、上記図4a及び図4bに説明した本発明の第1実施形態のLEDパッケージから形成された光源
はその内部において光の主な経路がLED列の垂直方向に限定されるが、本発明の第2実施形
態による光源は光の経路が全方向へ増加する特徴がある。したがって、先に図2aにより説
明した本発明の第1実施形態によるLEDパッケージは線光源に用いられるのがより好ましく
、本発明の第2実施形態によるLEDパッケージは面光源に用いられることがより好ましい。
【００５８】
　以上説明した本発明の二種の実施形態によるLEDパッケージから成る光源が液晶表示装
置用バックライトアセンブリーに適用された例を図7及び図8に基づき説明する。
【００５９】
　図7は側面光源形態の液晶表示装置用バックライトアセンブリーの分解斜視図である。
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図7によると、本発明の一適用例による液晶表示装置用バックライトアセンブリーは先述
した本発明の実施形態によるLEDパッケージを縦または/及び横に複数個連結して成る光源
(71); 上記光源(71)の一側に形成され、上記光源(71)から発生した光を上記LCDパネル(77
)方向に均一に入射させる導光板(72);上記導光板(72)のLCDパネル側に設けられ、上記導
光板(72)から入射した光を均一に拡散させる拡散シート(74);及び、上記拡散シート(74)
のLCDパネル(77)側に設けられ、上記拡散シート(74)から拡散された光を上記LCDパネル(7
7)平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シート(75)を含んで成る。
【００６０】
　図7において、上記光源(71)は先述した本発明の第1実施形態によるLEDパッケージをLED
の配列方向に垂直に複数個連結させたバー形態の線光源で示されるが、これは単に本発明
の適用例に過ぎず、本発明の第2 実施形態によるLEDパッケージをバー形態に連結して製
作した光源が使用されることもできることについては本発明の属する技術分野において通
常の知識を有する者にとっては自明であろう。
【００６１】
　従来使用される冷陰極管ランプを使用するバックライトアセンブリーの場合には、導光
板の反対側に放出される光を導光板側に反射するために冷陰極管を囲繞する反射手段が必
ず使用されなければならない。これに対して、本発明による光源は自らの基板上面に反射
性物質が塗布されるので、反射手段を使用せずに充分な光を導光板側に放出することがで
き、反射手段を必ずしも設ける必要が無い。したがって、本発明によるLEDパッケージを
使用した光源は液晶表示装置の軽量化及びスリム化に有利である。
【００６２】
　また、先述したように本発明のLEDパッケージに形成された光源はその内部において充
分な光経路を確保できるので従来の冷陰極管ランプと略同一なレベルの色相均一度及び光
強度均一度を確保することができる。
【００６３】
　上記導光板(72)は傾いた下部面と水平な上部面(または傾いた上部面と水平な下部面の
形態でもよい)を有するパネル形態となるようアクリルなどのプラスチック系透明物質か
ら成る。上記光源(71)から発生した光が上記導光板(72)の上部面を経て上部に安着される
LCDパネル(77)側に進行するようにさせる。したがって、上記導光板(72)の下部面には上
記光源(71)から発生した光の進行方向をLCDパネル(77)側に変換させるために微細なドッ
トパターンのような各種パターンが印刷され形成される。
【００６４】
　上記導光板(72)の下部には反射板(73)が形成される。上記反射板(73)は上記光源(71)か
ら発生し上記導光板(72)の下部面に進む光中上記微細なドットパターンにより反射しない
光を再び上記導光板(72)の上部面側に反射させることにより上記LCDパネル(77)に入射す
る光の損失を減少させると共に、上記導光板(72)の上部面を透過する光の均一度を向上さ
せる役目を果たす。このように、上記導光板(72)及び反射板(73)は上記光源(71)から発生
した光を上記導光板(72)の上部面側に案内するようになる。
【００６５】
　この際、上記導光板(72)の上部面を通過する光は上部面に対して垂直出射する光ばかり
でなく多様な角度で傾き出射する光が存在する。上記導光板(72)の上部に位置した上記拡
散シート(74)は上記導光板(72)から入射する光を分散させることにより光が部分的に密集
することを防止する。また、上記拡散シート(74)は上記第1集光シート(75a)側に進行する
光の傾斜角を減らす役目も同時に行う。
【００６６】
　上記第1集光シート(75a)と第2集光シート(75b)は夫々上部面に三角柱形状のプリズムが
一定の配列を有して形成され、上記第1集光シート(75a)のプリズム配列と上記第2集光シ
ート(75b)のプリズム配列は相互所定の角度ですれ違うよう配置される。上記第1及び第2
集光シート(75a、75b)は夫々上記拡散シート(74)から拡散された光を上記LCDパネル(77)
平面に垂直な方向へ集光する役目を果たし、これに応じて第1及び第2集光シート(75a、75
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b)を通過した光の保護シート(76)に対する垂直入射性がほぼ完璧に得られる。これに応じ
て、上記第1及び第2集光シート(75a、75b)を通過する光は殆ど垂直に進行し上記保護シー
ト(76)上の輝度分布は均一に得られる。図7には二つの集光シートを使用する一例を示す
が、場合によっては一つの集光シートのみ使用することもある。
【００６７】
　上記第2集光シート(75b)の上部に形成される保護シート(76)は上記第2集光シート(75b)
の表面を保護する役目を果たすばかりでなく、光の分布を均一にするために光を拡散する
役目も果たす。LCDパネル(77)は上記保護シート(76)上に設けられる。
【００６８】
　図8はLCDパネルの背面から直接光を照射する面光源形態の液晶表示装置用バックライト
アセンブリーの分解斜視図である。図8によると、本発明の他適用例による液晶表示装置
用バックライトアセンブリーは、先述した本発明の実施形態によるLEDパッケージを縦ま
たは/及び横に複数個連結して成る光源(81);上記光源(81)のLCDパネル(87)側に設けられ
、上記光源(81)から入射した光を均一に拡散させる拡散シート(84);及び、上記拡散シー
ト(84)のLCDパネル(87)側に設けられ、上記拡散シート(84)から拡散された光を上記LCDパ
ネル平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シート(85)を含んで構成する。
【００６９】
　図8において上記光源(81)は先述した本発明の第2実施形態によるLEDパッケージを縦横
に複数個連結させたプレート形態の面光源で図示するが、これは単に本発明の適用例に過
ぎず、本発明の第1実施形態によるLEDパッケージにおいて多数のLEDを一列に配列して横
縦の長さが略同一なプレート形態に連結して製作した場合には本発明の第1実施形態によ
る LEDパッケージを連結した光源もやはり使用できるということは、本発明の属する技術
分野において通常の知識を有する者には自明であろう。 
【００７０】
　図8に示すように、LCDパネル(87)の背面を直接照明する面光源の場合、全体面において
均一な輝度及び色相の光を放出することが重要である。本発明のLEDパッケージから形成
された光源はパッケージ内部において充分な光経路が確保できるので色相の混合が均一に
行われるばかりでなく光強度の偏重が解消されることができ、LCDパネルの背面を直接照
明する面光源に適している。とりわけ、本発明の第2実施形態によるLEDパッケージはLED
から放出する光を全方向においてその経路を増加させるので、プレート形態の面光源には
本発明の第2実施形態によるLEDパッケージを縦横に多数連結して使用することがより好ま
しい。
【００７１】
　とりわけ、図8に示す本発明の他適用例においては光源(81)がLCDパネルの背面全体を直
接照明する方式であり、しかも光源(81)内部において光経路を充分確保しその色相及び強
度の均一度を確保できるので、導光板及び導光板下部に形成される反射板を用いない。こ
うして本発明によるLEDパッケージを使用した光源は液晶表示装置の軽量化及びスリム化
に一層有利である。
【００７２】
　上記光源(81)の上部には拡散シート(84)、第1及び第2集光シート(85a、85b)、並びに保
護シート(86)が順次に積層される。上記拡散シート(84)、第1及び第2集光シート(85a、85
b)並びに保護シート(86)の機能と作用は図7に係わり説明したものと同一である。
【００７３】
　以上のように、本発明によるLEDパッケージはバー形態の線光源及びプレート形態の面
光源を製作するためのセルとして使用されることができ、その内部において光の進行経路
を充分に確保できることにより色相の均一化及び光強度の均一化を具現することができる
。また、LEDパッケージがセルで使用されるので、液晶表示装置の模様及び大きさに応じ
て使用されるLEDパッケージの個数を調節して簡単に光源を製作でき、必要に応じて設計
変更が容易である。
【００７４】
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　以上の説明においては、本発明の好ましき実施形態及び適用例に基づき説明したが、該
当技術分野において通常の知識を有する者であれば添付の特許請求の範囲に記載された本
発明の思想及び領域から外れない範囲内において本発明を多様に修正及び変更できること
は承知であろう。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】従来のLEDを利用した液晶表示装置用バックライト光源の概略図である。
【図２】aは本発明の一実施形態によるLEDパッケージの斜視図である。bはaに示したLED
パッケージの上面図である。cはaに示したLEDパッケージの正面図である。
【図３ａ】図2aに示したLEDパッケージを設けた光源の斜視図である。
【図３ｂ】図2aに示したLEDパッケージを設けた光源の上面図である。
【図４ａ】図2aに示したLEDパッケージを設けた光源における光経路を示した図である。
【図４ｂ】図2aに示したLEDパッケージを設けた光源における光経路を示した図である。
【図５ａ】本発明の他実施形態によるLEDパッケージの斜視図である。
【図５ｂ】図5aに示したLEDパッケージの上面図である。
【図５ｃ】図5aに示したLEDパッケージの正面図である。
【図６】図5aに示したLEDパッケージを設けた光源の斜視図である。
【図７】図3aに示した光源を設けた液晶表示装置のバックライトアセンブリーの分解斜視
図である。
【図８】図6に示した光源を設けた液晶表示装置のバックライトアセンブリーの分解斜視
図である。
【符号の説明】
【００７６】
　20、50　LEDパッケージ
　30　線光源
　60　面光源
　21、31、41、51、61　基板
　22、32、42、52、62　モールド部
　R、G、B　LED
　211、311、411、511、611　光散乱手段 



(12) JP 4959491 B2 2012.6.20

【図１】 【図２】

【図３ａ】 【図３ｂ】



(13) JP 4959491 B2 2012.6.20

【図４ａ】 【図４ｂ】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図５ｃ】



(14) JP 4959491 B2 2012.6.20

【図６】 【図７】

【図８】



(15) JP 4959491 B2 2012.6.20

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ２１Ｙ 101:02    　　　　          　　　　　

(72)発明者  ハム　ホン　ジュ
            大韓民国、キョンギ－ド、ソンナム、ブンダン－グ、ソヒョン－ドン、カンヤン　アパートメント
            　３１１－１３０３
(72)発明者  パク　チョン　ギュ
            大韓民国、キョンギ－ド、スゥオン、ヤントン－グ、ウォンチュン－ドン、４１０－１９　ジェイ
            －ヴィル　ナンバー３０５
(72)発明者  チョン　ヨン　ジュン
            大韓民国、キョンギ－ド、スゥオン、ヨントン－グ、メタン－２－ドン、５０－７、ナンバー３０
            １

    審査官  松崎　義邦

(56)参考文献  特開２００２－３４４０２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２９９５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２６１０４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２１５５８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０７－００３１５５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００３－２０４０８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１８３１９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０１１３６５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００１－０９３３１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１９０９６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３３３９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２８４３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ３３／００－３３／６４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

