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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生する光源と、
　前記光の入射を受ける第１高さを有する入射面、前記入射面の第１端部から延びて入射
した前記光を反射する反射面、前記反射面と平行に向き合い前記第１高さより低い第２高
さほど前記反射面から離隔されて入射した前記光を射出する射出面、及び前記入射した光
をガイドして前記射出面側に提供するガイド部を有する導光板と、
　を含み、
　前記ガイド部は、前記入射面の第２端部から前記反射面と平行に延びた第１面と、前記
第１面から所定角度傾いて延びて前記第１面と前記射出面を連結する第２面とを含み、前
記射出面と前記第２面とは、光学シートを収納するための収納空間を提供し、液晶表示パ
ネルが、前記第１面及び前記光学シートの両方の上に配置される構造を有し、
　前記第１面上に前記液晶表示パネルが定着し、前記第１面は、前記入射面を通じて入射
した光を前記射出面にガイドすることを特徴とするバックライトアセンブリ。
【請求項２】
　前記第１高さは前記反射面と前記射出面との間の直線距離より大きいことを特徴とする
請求項１に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項３】
　前記光源は点状光源であることを特徴とする請求項１または２に記載のバックライトア
センブリ。
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【請求項４】
　前記第１面と前記反射面との間の直線距離は前記射出面と前記反射面との間の直線距離
より大きいことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載のバックライトアセンブ
リ。
【請求項５】
　前記第１面と前記第２面の内角は９０°～１８０°であることを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項６】
　前記光学シートの厚さは前記入射面の第１高さから前記射出面と反射面との間の第２高
さを引いた値より小さく、またはそれと同一であることを特徴とする請求項１～５のいず
れか１項に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項７】
　光を発生する光源と、
　前記光の入射を受ける第１高さを有する入射面、前記入射面の第１端部から延びて入射
した前記光を反射する反射面、前記反射面と平行に向き合い前記第１高さより低い第２高
さほど前記反射面から離隔されて入射した前記光を射出する射出面、及び前記入射した光
をガイドして前記射出面側に提供するガイド部を有する導光板と、
　前記光の提供を受けてその光学特性を向上して射出するための光学シートと、
　前記光学シートから射出された光の入力を受けて映像を表示する表示領域、及び前記表
示領域の周辺に形成された周辺領域からなる液晶表示パネルと、
　を含み、
　前記ガイド部は、前記入射面の第２端部から前記反射面と平行に延びた第１面と、前記
第１面から所定角度傾いて延びて前記第１面と前記射出面を連結する第２面とを含み、前
記射出面と前記第２面とは、前記光学シートを収納するための収納空間を提供し、前記液
晶表示パネルは、前記第１面及び前記光学シートの両方の上に配置され、
　前記第１面上に前記液晶表示パネルが定着し、前記第１面は、前記入射面を通じて入射
した光を前記射出面にガイドすることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１高さは前記反射面と前記射出面との間の直線距離より大きいことを特徴とする
請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記光源は点状光源であることを特徴とする請求項７または８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１面と前記反射面との間の直線距離は前記射出面と前記反射面との間の直線距離
より大きいことを特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記第１面と前記第２面の内角は９０°～１８０°であることを特徴とする請求項７～
１０のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記光学シートの厚さは前記入射面の第１高さから前記射出面と反射面との間の第２高
さを引いた値より小さく、またはそれと同一であることを特徴とする請求項７～１１のい
ずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　前記周辺領域に取付けられて前記液晶表示パネルを駆動するための駆動信号を前記液晶
表示パネルに提供するための回路基板をさらに含むことを特徴とする請求項７～１２のい
ずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　前記回路基板は前記ガイド部を経て前記光源の上部まで延び、前記光源に電力を供給し
て前記光源を駆動することを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
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　前記光源は前記液晶表示パネルの周辺領域に位置し、前記第１高さと同じであるかそれ
より低いことを特徴とする請求項７～１４のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバックライトアセンブリ及びこれを有する液晶表示装置に関するものであり、
より詳細には、薄型化を具現することができ、光効率を向上させることができるバックラ
イトアセンブリ及びこれを有する液晶表示装置液晶に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、一般に、光を発生してそれを映像を表示する液晶表示パネルに提供す
るバックライトアセンブリを備える。
【０００３】
　しかし、バックライトアセンブリは液晶表示装置の重さと体積を増加させ、それ自体の
消費電力が大きい。
【０００４】
　従って、最近バックライトアセンブリに使用されるランプとして、例えば、点状光源で
ある発光ダイオードを利用する例が増加している。発光ダイオードは消費電力が低いだけ
でなく、小型及び軽量を具現するにおいて適している。
【０００５】
　しかし、発光ダイオードは現状では大きな光を供給できないために、一般に、ディスプ
レー面積が小さい中小型製品の携帯用液晶表示装置に利用されている。
【０００６】
　図１は一般の液晶表示装置に利用されるバックライトアセンブリを示す断面図である。
【０００７】
　図１に示すように、一般のバックライトアセンブリ５０は光を発生する光源１０及び前
記光をガイドして特定方向に射出させる導光板２０を備える。
【０００８】
　導光板２０は光を受ける入射面２１、入射面２１の第１端部から延びて入射された光を
反射する反射面２２及び入射面２１の第２端部から反射面２２と平行に延び、入射された
光を射出する射出面２３からなる。
【０００９】
　射出面２３と反射面２２が互いに平行であるために、入射面２１の高さ（ｈ）と反射面
２２と射出面２３との間の直線距離ｄは同一である。
【００１０】
　一方、バックライトアセンブリ５０は射出面２３上に備えられた複数の光学シート３０
と反射面２２の下部に備えられた反射板４０を有する。
【００１１】
　導光板２０の入射面２１の高さｈは光源１０により決定される。即ち、光源１０の大き
さ及び個数（高さ方向に関し）が増加されると、前記入射面２１の高さ（ｈ）が増加され
、それにより反射面２２と射出面２３との間の直線距離（ｄ）も増加される。従って、バ
ックライトアセンブリ５０の全体厚さ（ｔ）が増加される。
【００１２】
　しかし、前記バックライトアセンブリ５０の全体厚さ（ｔ）を減少させるために、導光
板２０の厚さを減少させると、入射面２１の高さ（ｈ）も共に減少される。これにより、
バックライトアセンブリ５０の光効率が低下する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の目的は、薄型化を具現することができ、光効率を向上させることができるバッ
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クライトアセンブリを提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、かかるバックライトアセンブリを有する液晶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】
【００１５】
　上述した目的を達成するための本発明によるバックライトアセンブリは、光を発生する
光源と、前記光の入射を受ける第１高さを有する入射面、前記入射面の第１端部から延び
て入射した前記光を反射する反射面、前記反射面と平行に向き合い前記第１高さより低い
第２高さほど前記反射面から離隔されて入射した前記光を射出する射出面、及び前記入射
した光をガイドして前記射出面側に提供するガイド部を有する導光板と、を含み、前記ガ
イド部は、前記入射面の第２端部から前記反射面と平行に延びた第１面と、前記第１面か
ら所定角度傾いて延びて前記第１面と前記射出面を連結する第２面とを含み、前記射出面
と前記第２面とは、光学シートを収納するための収納空間を提供し、液晶表示パネルが、
前記第１面及び前記光学シートの両方の上に配置される構造を有し、前記第１面上に前記
液晶表示パネルが定着し、前記第１面は、前記入射面を介して入射された光を前記射出面
にガイドする。
【００１６】
　また、本発明による液晶表示装置は、光を発生する光源と、前記光の入射を受ける第１
高さを有する入射面、前記入射面の第１端部から延びて入射した前記光を反射する反射面
、前記反射面と平行に向き合い前記第１高さより低い第２高さほど前記反射面から離隔さ
れて入射した前記光を射出する射出面、及び前記入射した光をガイドして前記射出面側に
提供するガイド部を有する導光板と、前記光の提供を受けてその光学特性を向上して射出
するための光学シートと、前記光学シートから射出された光の入力を受けて映像を表示す
る表示領域、及び前記表示領域の周辺に形成された周辺領域からなる液晶表示パネルと、
を含み、前記ガイド部は、前記入射面の第２端部から前記反射面と平行に延びた第１面と
、前記第１面から所定角度傾いて延びて前記第１面と前記射出面を連結する第２面とを含
み、前記射出面と前記第２面とは、前記光学シートを収納するための収納空間を提供し、
前記液晶表示パネルは、前記第１面及び前記光学シートの両方の上に配置され、前記第１
面上に前記液晶表示パネルが定着し、前記第１面は、前記入射面を介して入射された光を
前記射出面にガイドする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の望ましい一実施形態をより詳細に説明する。
【００２０】
　図２は本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリを示す斜視図であり、図３は
図２に示したバックライトアセンブリの断面図である。
【００２１】
　図２及び図３に示すように、本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリ１００
は光を発生する光源１１０及び前記光をガイドして特定方向に射出させる導光板１２０を
含む。
【００２２】
　具体的には、光源１１０は点状光源の形態を有する複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）か
らなり、前記光を発生する。複数の発光ダイオードの各々は半導体のｐ－ｎ接合構造を利
用して注入された少数キャリア（電子又は正孔）を作り出し、これらの再結合により発光
する。
【００２３】
　導光板１２０は光源１１０に近接して配置され、光の入射を受ける入射面１２１、入射
面１２１の第１端部１２１ａから延びて入射された光を反射する反射面１２２及び反射面
１２２と向き合い、入射された光を射出する射出面１２３からなる。
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【００２４】
　ここで、入射面１２１の高さ（ｈ）は反射面１２２と平行に向き合う射出面１２３の高
さ、即ち反射面１２２と射出面１２３との間の離隔距離である第１直線距離ｄ１より大き
い。ここで、入射面１２１の高さ（ｈ）は光源１１０により決定される。即ち、光源１１
０の大きさ及び個数（高さ方向に関し）が増加されると、それにより入射面１２１の高さ
（ｈ）も増加される。
【００２５】
　導光板１２０は光が射出面１２３側に射出されるようにガイドするためのガイド部１２
４をさらに備える。具体的には、ガイド部１２４は入射面１２１の上端、即ち、第２端部
１２１ｂから反射面１２２と平行に延びる第１面１２４ａ及び第１面１２４ａから延びて
第１面１２４ａと射出面１２３を連結する第２面１２４ｂからなる。
【００２６】
　第１面１２４ａと反射面１２２との間の離隔距離である第２直線距離ｄ２は、反射面１
２２と射出面１２３との間の離隔距離である第１直線距離ｄ１より大きく、入射面１２１
の高さ（ｈ）と同一である。一方、第２面１２４ｂは第１面１２４ａから射出面１２３に
向かって所定の角度（α）で傾く。
【００２７】
　射出面１２３上には射出面１２３から射出された光の光学特性、例えば、輝度均一性、
視野角などを向上させるための複数の光学シート１３０が配置される。複数の光学シート
１３０は射出面１２３に対応する大きさで形成され、実質上射出面１２３上にのみ配置さ
れる。
【００２８】
　複数の光学シート１３０の全体の第１厚さ（ｔ）は第２直線距離ｄ２から第１直線距離
ｄ１を引いた値より小さく、またはそれと同一である。即ち、第１厚さ（ｔ）は第１面１
２４ａと射出面１２３との間の離隔距離である第３直線距離ｄ３（図５参照）より小さく
、またはそれと同一である。従って、射出面１２３上に複数の光学シート１３０が積層さ
れても複数の光学シート１３０の全体の第１厚さ（ｔ）だけバックライトアセンブリ１０
０の全体の厚さ、即ち、第２厚さ（ｔ）を増加することにはならない。
【００２９】
　一方、反射面１２２の下部には反射面１２２に対応する大きさを有する反射板１４０が
配置される。反射板１４０は反射面１２２から漏洩する光を導光板１２０側に反射してバ
ックライトアセンブリ１００の光効率を向上させる。
【００３０】
　図２乃至図３では、光源１１０が点状光源である複数の発光ダイオードを使用した場合
を例として説明した。しかし、本発明による光源１１０には線形ランプ、例えば、冷陰極
線管ランプ（ＣＣＦＬ）も同様に適用されることができる。
【００３１】
　図４は図２に示した導光板を具体的に示した図面であり、図５は図４のＡ部分を拡大し
た拡大図である。
【００３２】
　図４及び図５に示すように、導光板１２０は所定の高さ（ｈ）を有して、前記光源１１
０から光を受ける入射面１２１、入射面１２１の第１端部１２１ａ（図３参照）から延び
た反射面１２２、反射面１２２と高さ（ｈ）より小さい第１直線距離ｄ１を隔てて向き合
う射出面１２３を備える。
【００３３】
　また、導光板１２０は射出面１２３側に光をガイドするため、第１面１２４ａ及び第２
面１２４ｂからなるガイド部１２４をさらに備える。第１面１２４ａは第１端部とは逆側
の入射面１２１の第２端部１２１ｂ（図３参照）から延びて反射面１２２と第２直線距離
ｄ２を隔てて向き合う。
【００３４】
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　一方、第２面１２４ｂは第１面１２４ａから所定の角度（α）で傾いて延びて、第１面
１２４ａと射出面１２３を連結する。図５に示したように、第２直線距離ｄ２は第１直線
距離ｄ１より大きい。
【００３５】
　ここで、第１面１２４ａは入射面１２１に対し光が十分に入射されるように入射面１２
１の高さ（ｈ）と同一の高さを維持しながら、入射面１２１を通じて入射された光を反射
又は屈折させて射出面１２３側にガイドする役割を有する。
【００３６】
　また、第１面１２４ａは、第２面１２４ｂが入射面１２１の上端、即ち、第２端部１２
１ｂ（図３参照）に直接的に連結される場合に必ず形成される鋭角部（図示せず）の形成
を防止することにより、導光板１２０の形状的品質を向上させることができる。即ち、鋭
角部により複数の光学シート１３０又は周辺の部品が引っかかれる現象を防止することが
できる。また、導光板１２０が鋭角部部分で外部の衝撃により損傷される現象を防止する
ことができる。
【００３７】
　上述の通り、第２面１２４ｂは第１面１２４ａから所定の角度で傾斜して延びて、第１
面１２４ａと射出面１２３を連結する。具体的には、第２面１２４ｂと第１面１２４ａと
がなす内角（α）は９０度より大きく、またはそれと同一であり、１８０度より小さい。
内角（α）が９０度である場合、第２面１２４ｂは入射面１２１と平行であり、第１面１
２４ａと射出面１２３に各々直交する。
【００３８】
　一方、内角（α）が９０度より大きい場合、第２面１２４ｂは入射面１２１に対して傾
斜した形態を有する。このように、第２面１２４ｂが前記入射面１２１に対して傾斜した
形態を有する場合、第２面１２４ｂは入射面１２１を通じて入射された光の反射率を増大
させることができる。また、この場合の第２面１２４ｂは入射された光が射出面１２３側
に向かうように、入射された光を所定の角度で反射させこれにより、バックライトアセン
ブリ１００の光効率を向上させることができる。
【００３９】
　図示しないが、第１面１２４ａと第２面１２４ｂにより形成される角部はラウンディン
グ形態（丸みをおびさせた形態）を有するようにすることができる。これにより、導光板
１２０の形状的品質をさらに向上させることができる。
【００４０】
　図２乃至図５では、射出面１２３と反射面１２２が互いに平行な構造を有するフラット
形導光板を例として説明した。しかし、本発明は射出面１２３と反射面１２２との間の第
１直線距離ｄ１が光源１１０から遠ざかるほど近くなるウェッジ形導光板（図示せず）に
も十分に応用することができる。
【００４１】
　図６は図２に示したバックライトアセンブリを有する液晶表示装置を示した分解斜視図
であり、図７は図６に示した液晶表示装置をＢ－Ｂ′に沿って切断した断面図である。
【００４２】
　図６及び図７に示すように、液晶表示装置４００は光を発生するバックライトアセンブ
リ１００、光の提供を受けて映像を表示するディスプレーユニット２００、バックライト
アセンブリ１００とディスプレーユニット２００を順次に収納するためのモールドフレー
ム３１０及びモールドフレーム３１０と対向して結合してディスプレーユニット２００を
部分的にカバーしながら、モールドフレーム３１０に固定するためのトップシャーシ３３
０を含む。
【００４３】
　バックライトアセンブリ１００は光を発生する光源１１０及び光を特定方向に射出され
るようにガイドする導光板１２０を含む。具体的には、光源１１０は点状光源形態を有す
る、例えば、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）からなる。
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【００４４】
　一方、導光板１２０は光源１１０に近接して配置された、光を受ける入射面１２１、入
射面１２１の下端、即ち、第１端部１２１ａ（図３参照）から延びて入射された光を反射
する反射面１２２及び、反射面１２２と向き合い入射された光を射出する射出面１２３か
らなる。ここで、入射面１２１の高さ（ｈ）は反射面１２２と射出面１２３との間の第１
直線距離ｄ１より大きい。
【００４５】
　導光板１２０は光をガイドして射出面１２３側に提供するガイド部１２４をさらに備え
る。具体的には、ガイド部１２４は前記入射面１２１の上端、即ち、第２端部１２１ｂ（
図３参照）から反射面１２２と平行に延びる第１面１２４ａ及び第１面１２４ａから射出
面１２３に向かって延びて、第１面１２４ａと射出面１２３を連結する第２面１２４ｂか
らなる。
【００４６】
　ここで、第１面１２４ａと反射面１２２との間の第２直線距離ｄ２は、反射面１２２と
射出面１２３との間の第１直線距離ｄ１より大きく、第２面１２４ｂは第１面１２４ａか
ら射出面１２３に向かって所定の角度で傾く。ここで、入射面１２１の高さ（ｈ）は第２
直線距離ｄ２と同一である。
【００４７】
　射出面１２３上には、射出面１２３から射出された光の光学特性、例えば、輝度均一性
、視野角などを向上させるための複数の光学シート１３０が配置される。複数の光学シー
ト１３０は射出面１２３に対応する大きさで形成され実質上射出面１２３上にのみ配置さ
れる。
【００４８】
　本発明の望ましい実施形態において、複数の光学シート１３０は射出面１２３から射出
された光の輝度均一性を向上させる拡散シート１３１、拡散シート１３１により拡散され
た光の正面輝度を増加させるプリズムシート１３２及び、プリズムシート１３２の形状を
保護する保護シート１３３を含む。しかし、複数の光学シート１３０の構成はここに限定
されず、多様に変更されることができる。
【００４９】
　複数の光学シート１３０の全体の第１厚さ（ｔ１）は第１面１２４ａと射出面１２３と
の間の第３直線距離ｄ３より小さく、またはそれと同一である。従って、後に複数の光学
シート１３０が射出面１２３上に積層されても、複数の光学シート１３０の第１厚さ（ｔ
１）だけバックライトアセンブリ１００の全体の第２厚さ（ｔ２）を増加することにはな
らない。
【００５０】
　反射面１２２の下部には、反射面１２２から漏洩する光を導光板１２０側に反射してバ
ックライトアセンブリ１００の光効率を向上させるための反射板１４０が配置される。
【００５１】
　図示しないが、入射面１２１を通じて入射された後、ガイド部１２４に提供された光が
外部に漏洩することを防止するために、ガイド部１２４の表面に反射膜をさらに形成する
こともできる。即ち、ガイド部１２４の表面に反射率が優れた物質をコーティングして入
射された光が外部に漏洩しないように、導光板１２０側に反射することにより、バックラ
イトアセンブリ１００の光効率を向上させることができ、さらに液晶表示装置４００の表
示品質を向上させることができる。
【００５２】
　また、入射面１２１及び反射面１２２に印刷パターン（図示せず）を形成することもで
きる。入射面１２１に印刷パターンを形成すると、印刷パターンにより光源１１０から入
射された光は射出面１２３側にガイドされる。また、反射面１２２に印刷パターンを形成
すると、印刷パターンにより入射面１２１を通じて入射された光が外部に漏洩せずに、射
出面１２３側にガイドされる。従って、バックライトアセンブリ１００の光効率をさらに



(8) JP 4520116 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

向上させることができる。
【００５３】
　一方、ディスプレーユニット２００は映像を表示するための液晶表示パネル２１０、液
晶表示パネル２１０を駆動するための駆動ＩＣ２２０及び駆動ＩＣ２２０に外部から提供
される信号を転送するための可撓性印刷回路基板（以下、ＦＰＣと称する）２３０を含む
。
【００５４】
　液晶表示パネル２１０は第１基板２１１、第１基板２１１と向き合う第２基板２１３及
び第１基板２１１と第２基板２１３との間に挿入された液晶層（図示せず）からなる。第
１基板２１１には薄膜トランジスター（以下、ＴＦＴと称する）及びＴＦＴに連結された
画素電極からなる複数の画素がマトリックス状に形成される。
【００５５】
　一方、第２基板２１３には画素電極と向き合う共通電極が形成される。従って、液晶層
は画素電極及び共通電極に印加される電圧差により発生される電界に対応して配列される
ことにより、バックライトアセンブリ１００から提供される光の透過度を調節する。
【００５６】
　図７に示すように、液晶表示パネル２１０は映像を表示する表示領域（Ｄｓ）及び表示
領域（Ｄｓ）の周辺に形成される周辺領域（Ｓｒ）を有する。ここで、射出面１２３のサ
イズは液晶表示パネル２１０の表示領域（Ｄｓ）のサイズよりさらに大きいことが望まし
い。これは、射出面１２３のサイズが表示領域（Ｄｓ）のサイズより小さく、または正確
に同一である場合、製造上または組立上の誤差により、前記バックライトアセンブリ１０
０から射出された光が表示領域（Ｄｓ）の全面積にわたって提供されないこともあり得る
ためである。従って、射出面１２３のサイズを表示領域（Ｄｓ）のサイズより若干大きく
形成することにより、液晶表示装置４００の表示品質を向上させることができる。
【００５７】
　周辺領域（Ｓｒ）には駆動ＩＣ２２０が取付けられるが、駆動ＩＣ２２０の入力端子（
図示せず）は第１基板２１１に電気的に連結され、出力端子（図示せず）はＦＰＣ２３０
に電気的に連結される。従って、駆動ＩＣ２２０は外部から供給されＦＰＣ２３０を通じ
て印加される各種信号を第１及び第２基板２１１、２１３に各々提供する。
【００５８】
　一方、ＦＰＣ２３０の背面には複数の発光ダイオード１１０が取付けられ、ＦＰＣ２３
０と電気的に接続された複数の発光ダイオード１１０は導光板１２０の入射面１２１に近
接して配置される。即ち、複数の発光ダイオード１１０は液晶表示パネル２１０の周辺領
域（Ｓｒ）に配置され、導光板１２０の入射面１２１の高さ（ｈ）と同一、またはそれよ
り低い高さを有する。
【００５９】
　具体的には、複数の発光ダイオード１１０はＦＰＣ２３０を通じて印加される外部から
の信号により駆動されて光を発生する。
【００６０】
　モールドフレーム３１０は基底面３１１及び基底面３１１から延びた第１乃至第４側壁
３１２、３１３、３１４、３１５を備えて収納空間を提供する。モールドフレーム３１０
の収納空間には反射板１４０、導光板１２０及び複数の光学シート１３０が順次に収納さ
れる。複数の光学シート１３０はガイド部１２４を除外した導光板１２０の射出面１２３
上に配置される。従って、複数の光学シート１３０によりバックライトアセンブリ１００
の全体の厚さが複数の光学シート１３０の厚さ分だけ増加することはない。
【００６１】
　次いで、複数の光学シート１３０及び第１面１２４ａ上には、液晶表示パネル２１０が
定着される。ここで、液晶表示パネルの表示領域（Ｄｓ）は導光板１２０の射出面１２３
に対応し、ガイド部１２４は周辺領域（Ｓｒ）の一部の下に来る。
【００６２】
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　一方、ＦＰＣ２３０は導光板１２０の入射面１２１上に配置され、ＦＰＣ２３０の背面
に取付けられている複数の発光ダイオード１１０は、入射面１２１に近接して配置される
。従って、複数の発光ダイオード１１０から発生された光は入射面１２１を通じて導光板
１２０に提供される。
【００６３】
　次いで、トップシャーシ３３０がモールドフレーム３１０と対向して結合され液晶表示
パネル２１０をカバーする。具体的には、トップシャーシ３３０は液晶表示パネル２１０
の表示領域（Ｄｓ）を開口させる透過窓が形成された上面３３１及び上面３３１から延び
た第５乃至第８側壁３３２、３３３、３３４、３３５を備える。
【００６４】
　トップシャーシ３３０がモールドフレーム３１０に対向して結合されると、上面３３１
は液晶表示パネル２１０の周辺領域（Ｓｒ）をカバーし、第５乃至第８側壁３３２、３３
３、３３４、３３５は第１乃至第４側壁３１２、３１３、３１４、３１５と対向しそれら
と係合する。これにより、液晶表示装置４００が完成される。
【００６５】
　図８は、本発明の他の実施形態によるバックライトアセンブリを示す断面図である。図
８において、図３に示したバックライトアセンブリの構成要素と同じ構造を有する構成要
素については、具体的な説明を省略し、同一の参照符号を使用する。
【００６６】
　図８に示すように、導光板１２０は光が入射される入射面１２１、入射面１２１の第１
端部１２１ａから延びて入射された光を反射する反射面１２２、反射面１２２と平行であ
り、入射された光及び反射面１２２から反射された光を射出する射出面１２３及び入射面
の第２端部１２１ｂと射出面１２３を連結するガイド部１２４を含む。
【００６７】
　入射面１２１は所定の高さ（ｈ）を有し、射出面１２３は入射面１２１の高さ（ｈ）よ
り小さい第１直線距離ｄ１ほど反射面１２２から離隔される。従って、ガイド部１２４は
入射面１２１の第２端部１２１ｂから射出面１２３に向かって所定の角度で傾いて延びる
。即ち、ガイド部１２４と反射面１２２との間の距離は、入射面１２１から遠ざかるほど
小さくなる。
【００６８】
　上述した一実施形態と同様に、射出面１２３上には複数の光学シート１３０が配置され
る。複数の光学シート１３０は射出面１２３に対応する大きさで形成され、実質上射出面
１２３上にのみ配置される。
【００６９】
　前記複数の光学シート１３０の全体の第１厚さ（ｔ１）は入射面１２１の高さ（ｈ）か
ら第１直線距離ｄ１を引いた値より小さく、またはそれと同一である。従って、射出面１
２３上に複数の光学シート１３０が積層されても複数の光学シート１３０の全体の第１厚
さ（ｔ１）だけバックライトアセンブリ１００の全体厚さ、即ち第２厚さ（ｔ２）を増加
することにはならない。
【００７０】
　一方、反射面１２２の下部には反射面１２２に対応する大きさを有する反射板１４０が
配置される。反射板１４０は反射面１２２から漏洩する光を導光板１２０側に反射してバ
ックライトアセンブリ１００の光効率を向上させる。
【００７１】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できるであろう。
【００７２】
　本発明によると、光源から入射された光を反射する反射面と、反射された光を射出する
射出面との間の離隔距離は光が入射される入射面の高さより小さい。即ち、射出面上に備
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従って、光源の大きさ及び個数が増加されても前記導光板の入射面の高さのみを増加させ
、射出面と反射面との間の距離はそのままに維持できる。これにより、光源の大きさ及び
個数に対応させて前記導光板の入射面の面積を十分に確保することができるために、バッ
クライトアセンブリの光効率を向上させることができ、前記バックライトアセンブリの全
体厚さが増加されることを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明は液晶表示装置に用いられるバックライトアセンブリの輝度を向上させるために
利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】一般の液晶表示装置に利用されるバックライトアセンブリを示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリを示す斜視図である。
【図３】図２に示したバックライトアセンブリの断面図である。
【図４】図２に示した導光板を具体的に示した図面である。
【図５】図４のＡ部分を拡大した図面である。
【図６】図２に示したバックライトアセンブリを有する液晶表示装置を示した分解斜視図
である。
【図７】図６に示した液晶表示装置を切断線Ｂ－Ｂ′に沿って切断した断面図である。
【図８】本発明の他の実施形態によるバックライトアセンブリを示した断面図である。
【符号の説明】
【００７５】
１００　　バックライトアセンブリ
１１０　　光源
１２０　　導光板
１２１　　入射面
１２２　　反射面
１２３　　射出面
１２４　　ガイド部
１３０　　光学シート
１３１　　拡散シート
１３２　　プリズムシート
１３３　　保護シート
１４０　　反射板
２２０　　駆動ＩＣ
２３０　　ＦＰＣ
３３０　　トップシャーシ
３３１　　上面
４００　　液晶表示装置
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