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(57)【要約】
【課題】直下型バックライトユニットの製造において、
裏面板金に反射シートを安価且つ容易に取り付け可能と
すること。
【解決手段】本発明の直下型バックライトユニットは、
蛍光ランプＦＬと、前記蛍光ランプＦＬの長手方向と略
平行に及び前記蛍光ランプＦＬと向き合うように配置さ
れた裏面板金ＢＭＰと、前記裏面板金ＢＭＰに取り付け
られると共に前記蛍光ランプを支持したランプホルダＬ
Ｈ１，ＬＨ２とを備えた支持構造と、前記裏面板金ＢＭ
Ｐの前記蛍光ランプＦＬとの対向面上に配置されると共
に前記支持構造と係合した反射シートＲＦＳとを具備し
、前記反射シートＲＦＳは、前記支持構造に対して、前
記裏面板金ＢＭＰの前記蛍光ランプＦＬとの対向面と平
行なＸ方向に平行移動可能であることを特徴とする。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶表示パネルの背面を照明する直下型バックライトユニットであって、
蛍光ランプと、
前記蛍光ランプの長手方向と略平行に及び前記蛍光ランプと向き合うように配置された
裏面板金と、前記裏面板金に取り付けられると共に前記蛍光ランプを支持したランプホル
ダとを備えた支持構造と、
前記裏面板金の前記蛍光ランプとの対向面上に配置されると共に前記支持構造と係合し
た反射シートとを具備し、
前記反射シートは、前記支持構造に対して、前記裏面板金の前記蛍光ランプとの対向面
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と平行な方向に平行移動可能であることを特徴とするバックライトユニット。
【請求項２】
液晶表示パネルの背面を照明する直下型バックライトユニットであって、
蛍光ランプと、
前記蛍光ランプの長手方向と略平行に及び前記蛍光ランプと向き合うように配置された
裏面板金と、前記裏面板金に取り付けられると共に前記蛍光ランプを支持したランプホル
ダとを備えた支持構造と、
前記裏面板金の前記蛍光ランプとの対向面上に配置されると共に前記支持構造と複数の
位置で係合した反射シートとを具備し、
前記支持構造の前記反射シートが係合した複数の係合部のうちの１つのみが、前記裏面
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板金の前記蛍光ランプとの対向面と平行な方向への、前記反射シートの前記裏面板金に対
する平行移動を規制していることを特徴とするバックライトユニット。
【請求項３】
前記裏面板金は、前記蛍光ランプと対向した四辺形状の底部と、前記底部の４つの辺の
うち前記蛍光ランプの長手方向と略平行な一対の辺にそれぞれ支持されると共に前記蛍光
ランプを挟んで向き合った一対の側壁部とを備え、
前記ランプホルダは、前記底部の他の一対の辺にそれぞれ取り付けられると共に前記蛍
光ランプを挟持した一対の第１ランプホルダを備えたことを特徴とする請求項１又は２に
記載のバックライトユニット。
【請求項４】
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前記反射シートは、中央部とこれを挟んだ一対の縁部とを含むと共に、その一方の主面
側から見て前記中央部と前記一対の縁部との各境界に沿って谷折りされており、
前記反射シートは、前記中央部が前記底部と接触し且つ前記一対の縁部が前記一対の側
壁部とそれぞれ向き合うように前記裏面板金上に配置されていることを特徴とする請求項
３に記載のバックライトユニット。
【請求項５】
前記裏面板金と前記一対の第１ランプホルダのそれぞれとの間には、深さ方向が前記反
射シートの主面に略平行であり且つ前記反射シートの厚さ方向の寸法が前記反射シートの
厚さよりも大きいスリットが設けられ、
前記反射シートの端部は前記スリットに挿入されていることを特徴とする請求項４に記
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載のバックライトユニット。
【請求項６】
前記中央部と前記一対の縁部との境界間の距離は、前記底部と前記一対の側壁部との境
界間の距離よりも短く、
前記反射シートは、前記中央部と前記一対の縁部との境界が底部と前記一対の側壁部と
の境界からそれぞれ離間するように前記裏面板金上に配置されていることを特徴とする請
求項４に記載のバックライトユニット。
【請求項７】
前記反射シートには貫通孔が設けられ、
前記ランプホルダは、前記貫通孔に挿入されると共に前記裏面板金と係合した首部と、
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前記首部の前記蛍光ランプ側の端部に支持されると共に前記反射シートを挟んで前記裏面
板金と向き合った頭部と、前記頭部に支持されると共に前記蛍光ランプをその周方向に沿
って把持した腕部とを含んだ第２ランプホルダをさらに備えたことを特徴とする請求項４
に記載のバックライトユニット。
【請求項８】
前記中央部と前記蛍光ランプを挟んで向き合うと共に前記一対の側壁部と前記第１ラン
プホルダとに周囲を支持された拡散板をさらに具備し、
前記支持構造は、前記貫通孔に挿入されると共に前記裏面板金と係合した首部と、前記
第２首部の前記蛍光ランプ側の端部に支持されると共に前記反射シートを挟んで前記裏面
板金と向き合い且つ前記拡散板側の先端が前記拡散板の近傍に位置した頭部とを含んだス
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ペーサピンをさらに備えたことを特徴とする請求項４に記載のバックライトユニット。
【請求項９】
請求項１乃至請求項８の何れか１項に記載のバックライトユニットと、前記液晶表示パ
ネルとを具備したことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、バックライトユニット及び液晶表示装置に係り、特には、直下型バックライ
トユニット及びこれを用いた液晶表示装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
液晶表示装置には、軽量、薄型、低消費電力などの特徴がある。そのため、ラップトッ
プコンピュータ、ノートブックコンピュータ、ラップトップワードプロセッサ、ノートブ
ックワードプロセッサなどの情報機器の多くは、表示装置として、液晶表示装置，特には
、透過型の液晶表示パネルの背面をバックライトユニットで照明する液晶表示装置，を搭
載している。
【０００３】
一般に、画面サイズが比較的小さな機器に搭載する液晶表示装置では、バックライトユ
ニットとして、エッジライト型バックライトユニットを使用している。他方、画面サイズ
が比較的大きな機器，例えば２０型以上のテレビジョン受像機，に搭載する液晶表示装置
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では、バックライトユニットとして、より高い輝度を実現可能な直下型のバックライトユ
ニットを使用することが主流になりつつある。
【０００４】
直下型バックライトユニットは、液晶表示パネルの背面と向き合うように配置される反
射シート、その前面側に配置された拡散板、反射シートと拡散板との間に配置される蛍光
ランプなどで主に構成されている。これらの部品は、例えば、略樋形状の裏面板金、これ
に取り付けられるランプホルダ、ランプホルダを取り付けた裏面板金が嵌め込まれる樹脂
フレームなどで一体化される。
【０００５】
具体的には、反射シートは、例えば、その全面に両面粘着性の粘着フィルムを貼り付け
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、この粘着フィルムを介して、略樋形状とした裏面板金の底部及び側壁部に貼り付ける。
或いは、比較的硬質な金属シート上に反射シートをラミネートしてなるラミネート板を略
樋形状とし、これを略樋形状とした裏面板金の底部及び側壁部などに貼り付ける。これに
より、反射シートを裏面板金に固定する。蛍光ランプは、裏面板金に取り付けたランプホ
ルダで支持する。また、拡散板は、その周縁部を、樹脂フレームと裏面板金とで挟持する
。
【０００６】
ところで、大画面の液晶表示装置では、先の反射シートとして、寸法の大きなものを使
用する必要がある。しかしながら、寸法の大きな反射シートを両面粘着性の粘着フィルム
を用いて裏面板金に綺麗に貼り付けることは非常に難しい。また、先のラミネート板は高
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価である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明の目的は、直下型バックライトユニットの製造において、裏面板金に反射シート
を安価且つ容易に取り付け可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の第１側面によると、液晶表示パネルの背面を照明する直下型バックライトユニ
ットであって、蛍光ランプと、前記蛍光ランプの長手方向と略平行に及び前記蛍光ランプ
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と向き合うように配置された裏面板金と、前記裏面板金に取り付けられると共に前記蛍光
ランプを支持したランプホルダとを備えた支持構造と、前記裏面板金の前記蛍光ランプと
の対向面上に配置されると共に前記支持構造と係合した反射シートとを具備し、前記反射
シートは、前記支持構造に対して、前記裏面板金の前記蛍光ランプとの対向面と平行な方
向に平行移動可能であることを特徴とするバックライトユニットが提供される。
【０００９】
本発明の第２側面によると、液晶表示パネルの背面を照明する直下型バックライトユニ
ットであって、蛍光ランプと、前記蛍光ランプの長手方向と略平行に及び前記蛍光ランプ
と向き合うように配置された裏面板金と、前記裏面板金に取り付けられると共に前記蛍光
ランプを支持したランプホルダとを備えた支持構造と、前記裏面板金の前記蛍光ランプと
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の対向面上に配置されると共に前記支持構造と複数の位置で係合した反射シートとを具備
し、前記支持構造の前記反射シートが係合した複数の係合部のうちの１つのみが、前記裏
面板金の前記蛍光ランプとの対向面と平行な方向への、前記反射シートの前記裏面板金に
対する平行移動を規制していることを特徴とするバックライトユニットが提供される。
【００１０】
本発明の第３側面によると、第１又は第２側面に係るバックライトユニットと、前記液
晶表示パネルとを具備したことを特徴とする液晶表示装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によると、直下型バックライトユニットの製造において、裏面板金に反射シート
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を安価且つ容易に取り付け可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
以下、本発明の態様について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図におい
て、同様または類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説
明は省略する。
【００１３】
図１は、本発明の一態様に係る液晶表示装置を概略的に示す斜視図である。図２は、図
１の液晶表示装置から後述する表フレーム（ベゼル）ＢＺＬ及び液晶表示パネルＤＰを省
略して描いた構造を示す斜視図である。図３は、図２の構造を裏側から描いた斜視図であ

40

る。図４は、図２の構造を部分的に分解して描いた斜視図である。図５は、図２の構造の
Ｖ−Ｖ線に沿った断面図である。
【００１４】
なお、各図において、Ｘ方向は後述する液晶表示パネルＤＰの一辺に平行な方向を示し
、Ｙ方向は液晶表示パネルＤＰの先の辺と直交する辺に平行な方向を示し、Ｚ方向は液晶
表示パネルＤＰの主面に垂直な方向を示している。
【００１５】
この液晶表示装置は、図１に示す液晶表示パネルＤＰ及び表フレーム（又はベゼル）Ｂ
ＺＬと、図２乃至図５に示すバックライトユニットＢＬＵと、図３及び図４に示すプリン
ト配線基板ＰＣＢと、図１乃至図４に示すシールドカバーＳＣとを含んでいる。
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【００１６】
液晶表示パネルＤＰは、バックライトユニットＢＬＵ上に載置されている。液晶表示パ
ネルＤＰは、透過型液晶表示パネルであり、典型的にはアクティブマトリクス駆動方式の
透過型液晶表示パネルである。この液晶表示パネルＤＰは、ＸドライバＩＣやＹドライバ
Ｉ Ｃ を 、 例 え ば 、 Ｔ Ａ Ｂ （ Tape Automated Bonding） 実 装 、 Ｃ Ｏ Ｇ （ Chip On Glass） 実
装 、 又 は Ｃ Ｏ Ｆ （ Chip On Film） 実 装 し て い る 。 或 い は 、 こ の 液 晶 表 示 パ ネ ル Ｄ Ｐ の ア レ
イ基板に、ＸドライバＩＣ及び／又はＹドライバＩＣが形成されている。
【００１７】
バックライトユニットＢＬＵは、直下型バックライトユニットである。このバックライ
トユニットＢＬＵは、図４に示すように、構造体ＡＳＢ、樹脂フレームＲＦ、拡散板ＤＦ
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Ｐ、樹脂シートＲＳを含んでいる。
【００１８】
図６は、図４の構造体ＡＳＢを示す斜視図である。図７は、図４の構造体ＡＳＢを分解
すると共に、後述する蛍光ランプＦＬ、ランプホルダＬＨ２、スペーサピンＳＰＰを省略
して描いた斜視図である。図８は、図６に示す構造体ＡＳＢのＶＩＩＩ−ＶＩＩＩ線に沿
った断面図である。図９は、図６に示す構造体ＡＳＢのＩＸ−ＩＸ線に沿った断面図であ
る。図１０は、図６に示す構造体ＡＳＢのＸ−Ｘ線に沿った断面図である。
【００１９】
図５及び図６に示すように、構造体ＡＳＢは、裏面板金ＢＭＰ、複数の蛍光ランプＦＬ
、反射シートＲＦＳ、一対のランプホルダＬＨ１、複数のランプホルダＬＨ２、スペーサ
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ピンＳＰＰなどを含んでいる。この構造体ＡＳＢのうち、蛍光ランプＦＬ及び反射シート
ＲＦＳ以外の部材、すなわち、裏面板金ＢＭＰとランプホルダＬＨ１とランプホルダＬＨ
２とスペーサピンＳＰＰとは、支持構造を構成している。また、後述するように、反射シ
ートＲＦＳは、この支持構造と係合している。
【００２０】
裏面板金ＢＭＰは、例えば、金属材料からなる。図５及び図７などに示すように、裏面
板金ＢＭＰの互いから離間した一対の縁部は、各々にＸ方向に延びた略樋形状の細い溝が
生じるように折り曲げられている。これにより、図７などに示すように、それら細い溝の
間に、底部ＢＴＭと一対の側壁部ＳＷとからなる略樋形状の太い溝を形成している。この
裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭには、ランプホルダＬＨ２及びスペーサピンＳＰＰのための
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貫通孔が設けられている。
【００２１】
一対のランプホルダＬＨ１は、例えば、樹脂からなる。これらランプホルダＬＨ１は、
図６に示すように、裏面板金ＢＭＰの両端部にそれぞれ配置されている。
【００２２】
ランプホルダＬＨ１及び裏面板金ＢＭＰは、底面が裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭで構成
され、側壁が裏面板金ＢＭＰの側壁部ＳＷとランプホルダＬＨ１の対向面とで構成された
凹部を形成している。また、ランプホルダＬＨ１及び裏面板金ＢＭＰは、先の凹部の開口
の周囲に、平坦面を形成している。この凹部内には、図６に示すように、蛍光ランプＦＬ
や反射シートＲＦＳなどが配置され、この凹部を取り囲む平坦面上には、図５に示すよう
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に、拡散板ＤＦＰが配置される。
【００２３】
ランプホルダＬＨ１のそれぞれの対向面には、蛍光ランプＦＬが挿入される複数の凹部
が設けられている。この例では、略Ｕ字形の蛍光ランプＦＬを使用しており、各蛍光ラン
プＦＬの両端部は、図６において手前側に描かれたランプホルダＬＨ１の凹部に挿入され
ている。また、各蛍光ランプＦＬの折り返し部は、図６において奥側に描かれたランプホ
ルダＬＨ１の凹部に挿入されている。図６において手前側に描かれたランプホルダＬＨ１
は、蛍光ランプＦＬとそれらに電力を供給するための電源回路とを電気的に接続するため
の回路を内蔵しているか、或いは、蛍光ランプＦＬに電力を供給するための電源回路など
を内蔵している。
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【００２４】
蛍光ランプＦＬとランプホルダＬＨ１との間や蛍光ランプＦＬと裏面板金ＢＭＰの底部
ＢＴＭとの間には、ゴムなどの弾性体（図示せず）が介在している。これにより、蛍光ラ
ンプＦＬの衝撃による破損を生じ難くしている。
【００２５】
ランプホルダＬＨ１及び裏面板金ＢＭＰは、図８に示すように、ランプホルダＬＨ１と
底部ＢＴＭとの間に、深さ方向がＸ方向に略平行であり且つＹ方向に延びた１つ以上のス
リットＳＬＴを形成している。各スリットＳＬＴのＺ方向の寸法は、反射シートＲＦＳの
厚さよりも大きい。
【００２６】

10

また、ランプホルダＬＨ１及び裏面板金ＢＭＰは、ランプホルダＬＨ１と各側壁部ＳＷ
との間に、深さ方向がＸ方向に略平行であり且つ側壁部ＳＷの主面に平行な方向に延びた
１つ以上のスリットを形成している。これらスリットの側壁部ＳＷの主面に垂直な方向の
寸法は、反射シートＲＦＳの厚さよりも大きい。
【００２７】
例えば、スリットＳＬＴの反射シートＲＦＳの厚さ方向についての寸法は、反射シート
ＲＦＳの厚さよりも０．０１ｍｍ乃至１ｍｍ程度大きくする。スリットＳＬＴが狭いと、
反射シートＲＦＳの移動が生じ難くなる。また、スリットＳＬＴが広いと、振動に起因し
てスリットＳＬＴの位置で反射シートＲＦＳが傷付き、カスが発生することがある。
【００２８】
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裏面板金ＢＭＰ上には、反射シートＲＦＳが載置されている。反射シートＲＦＳは、図
７に示すように、中央部ＣＰとこれを挟んだ一対の縁部ＥＰとを含んでいる。反射シート
ＲＦＳは、可撓性であり、蛍光ランプＦＬ側から見て中央部ＣＰと一対の縁部ＥＰとの各
境界に沿って谷折りされた形状を有している。反射シートＲＦＳは、外部から力を加えな
い限り、この形状を保持する。
【００２９】
反射シートＲＦＳの中央部ＣＰは、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと対向している。また
、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰは、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと比較して、Ｙ方向の
寸法がより小さい。これにより、図５に示すように、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰと縁
部ＥＰとの境界を、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと側壁部ＳＷとの境界からそれぞれ離間
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させている。こうすると、例えば、中央部ＣＰのほぼ全体を裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭ
に接触させたまま、中央部ＣＰを底部ＢＴＭに対してＹ方向に平行移動させることができ
る。
【００３０】
反射シートＲＦＳの一対の縁部ＥＰは、裏面板金ＢＭＰの一対の側壁部ＳＷとそれぞれ
向き合っている。図５に示すように、これら縁部ＥＰは、それらのＸ方向に平行な端面が
拡散板ＤＦＰと接触しないように、裏面板ＢＭＰの拡散板ＤＦＰを支持する平坦面を含む
平面から離間させている。
【００３１】
反射シートＲＦＳの中央部ＣＰ及び縁部ＥＰのＹ方向に略平行な端には、図７に示すよ
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うに、Ｘ方向に突き出た形状の凸形部を設けている。中央部ＣＰに設けた凸形部は、図６
及び図８に示すように、各ランプホルダＬＨ１と裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭとがそれら
の間に形成しているスリットＳＬＴに差し込まれている。縁部ＥＰに設けた凸形部は、図
６に示すように、各ランプホルダＬＨ１と裏面板金ＢＭＰの側壁部ＳＷとがそれらの間に
形成しているスリットに差し込まれている。中央部ＣＰ及び縁部ＥＰのＸ方向の寸法とス
リットの奥行きとは、反射シートＲＦＳを変形させることなく及び両端の凸形部をスリッ
トに差し込んだまま、反射シートＲＦＳをＸ方向に平行移動できるように設定されている
。
【００３２】
反射シートＲＦＳの中央部ＣＰには、図５や図７などに示すように、ランプホルダＬＨ
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２及びスペーサピンＳＰＰのための貫通孔が設けられている。これら貫通孔は、図９及び
図１０などに示すように、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに設けた貫通孔と連通している。
また、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰに設けた貫通孔の径は、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴ
Ｍに設けた貫通孔よりも大きい。
【００３３】
底部ＢＴＭの略中央部に設けた貫通孔には、樹脂製のスペーサピンＳＰＰが反射シート
ＲＦＳ側から嵌め込まれている。スペーサピンＳＰＰは、拡散板ＤＦＰの撓みを抑制する
役割を果たす。加えて、スペーサピンＳＰＰは、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭからの反射
シートＲＦＳの浮き上がりを抑制する留め具としての役割を果たす。
【００３４】
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スペーサピンＳＰＰは、図９に示すように、底部ＢＴＭの貫通孔に挿入された首部ＮＫ
１と、首部ＮＫ１の蛍光ランプＦＬ側の端部に支持されると共に反射シートＲＦＳを挟ん
で裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと向き合った頭部ＨＤ１とを含んでいる。
【００３５】
首部ＮＫ１は、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと係合した係合部である。ここでは、一例
として、首部ＮＫ１は、底部ＢＴＭに設けた貫通孔よりも径の大きく且つ反射シートＲＦ
Ｓに設けた貫通孔よりも径が小さな柱体，例えば円柱，の外周に先の貫通孔と嵌め合う溝
を形成し、これをＺ方向に平行な平面に沿って分割した形状としている。また、この例で
は、スペーサピンＳＰＰを貫通孔に差し込み易くするために、首部ＮＫ１の先端はテーパ
形状としている。
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【００３６】
頭部ＨＤ１は、首部ＮＫ１に支持されている。頭部ＨＤ１は、反射シートＲＦＳと僅か
な間隙を隔てて対向すると共に底部ＢＴＭに設けた貫通孔よりも径の大きな平坦面を有し
ている。また、頭部ＨＤ１の拡散板ＤＦＰ側の先端は、拡散板ＤＦＰの下面近傍に位置し
ている。ここでは、一例として、頭部ＨＤ１は、円板部上に円錐部を配置した形状として
いる。
【００３７】
裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに設けた貫通孔のうち、スペーサピンＳＰＰが嵌め込まれ
たもの以外には、樹脂製のランプホルダＬＨ２が嵌め込まれている。ランプホルダＬＨ２
は、蛍光ランプＦＬを支持する役割を果たす。加えて、ランプホルダＬＨ２は、裏面板金

30

ＢＭＰの底部ＢＴＭからの反射シートＲＦＳの浮き上がりを抑制する留め具としての役割
を果たす。
【００３８】
ランプホルダＬＨ２は、図１０に示すように、底部ＢＴＭの貫通孔に挿入された首部Ｎ
Ｋ２と、首部ＮＫ２の蛍光ランプＦＬ側の端部に支持されると共に反射シートＲＦＳを挟
んで裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと向き合った頭部ＨＤ２と、頭部ＨＤ２に支持された一
対の腕部ＡＭとを含んでいる。
【００３９】
首部ＮＫ２は、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと係合した係合部である。ここでは、一例
として、首部ＮＫ２は、底部ＢＴＭに設けた貫通孔よりも径の大きく且つ反射シートＲＦ
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Ｓに設けた貫通孔よりも径が小さな柱体，例えば円柱，の外周に先の貫通孔と嵌め合う溝
を形成し、これをＺ方向に平行な平面に沿って分割した形状としている。また、この例で
は、ランプホルダＬＨ２を貫通孔に差し込み易くするために、首部ＮＫ２の先端はテーパ
形状としている。
【００４０】
頭部ＨＤ２は、首部ＮＫ２に支持されている。頭部ＨＤ２は、反射シートＲＦＳと僅か
な間隙を隔てて対向すると共に底部ＢＴＭに設けた貫通孔よりも径の大きな平坦面を有し
ている。ここでは、一例として、頭部ＨＤ２は、円板形状としている。
【００４１】
腕部ＡＭは、頭部ＨＤ２に支持されている。これら腕部ＡＭは、Ｕ字形の蛍光ランプＬ
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Ｈを反射シートＲＦＳに対して略平行に支持している。
【００４２】
先に説明した通り、この構造体ＡＳＢでは、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰ及び縁部Ｅ
ＰのＸ方向の寸法と、裏面板金ＢＭＰ及びランプホルダＬＨ１が形成しているスリットの
奥行きとは、反射シートＲＦＳを変形させることなく及び反射シートＲＦＳの両端の凸形
部をスリットに差し込んだまま、反射シートＲＦＳをＸ方向に平行移動できるように設定
されている。また、上記の構造を採用すると、スペーサピンＳＰＰ及びランプホルダＬＨ
２を裏面板金ＢＭＰに取り付けた状態であっても、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰを裏面
板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに対してＸ方向に平行移動させることができる。したがって、こ
の構造体ＡＳＢでは、反射シートＲＦＳは、その変形を伴うことなく、裏面板金ＢＭＰに

10

対してＸ方向に平行移動可能である。
【００４３】
また、先に説明した通り、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰのＹ方向の寸法は、反射シー
トＲＦＳの中央部ＣＰのほぼ全体を裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに接触させたまま、中央
部ＣＰを底部ＢＴＭに対してＹ方向に平行移動させることができるように設定している。
すなわち、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰは、裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと比較して、
Ｙ方向の寸法がより小さい。さらに、先に説明した通り、反射シートＲＦＳの一対の縁部
ＥＰは、裏面板ＢＭＰの拡散板ＤＦＰを支持する平坦面を含む平面から離間させているた
め、それらのＸ方向に平行な端面が拡散板ＤＦＰと接触することはない。加えて、上記の
構造を採用すると、スペーサピンＳＰＰ及びランプホルダＬＨ２を裏面板金ＢＭＰに取り
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付けた状態であっても、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰを裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに
対してＹ方向に平行移動させることができる。したがって、この構造体ＡＳＢでは、反射
シートＲＦＳの中央部ＣＰは、そのほぼ全体を裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭに接触させた
まま、裏面板金ＢＭＰに対してＹ方向に平行移動可能である。
【００４４】
構造体ＡＳＢ上には、拡散板ＤＦＰが配置されている。拡散板ＤＦＰは、図５などに示
すように、拡散板ＤＦＰの一組の対辺は裏面板金ＢＭＰによって支持されており、拡散板
ＤＦＰの他の一組の対辺は一対のランプホルダＬＨ１によって支持されている。また、上
記の通り、拡散板ＤＦＰの撓みは、スペーサピンＳＰＰによって抑制される。
【００４５】
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拡散板ＤＦＰ上には、例えば、拡散フィルムなどの樹脂シートＲＳが配置されている。
ここでは、一例として、１つの樹脂シートＲＳのみを用いているが、複数の樹脂シートを
積層してもよい。
【００４６】
拡散板ＤＦＰ及び樹脂シートＲＳが載置された構造体ＡＳＢは、樹脂フレームＲＦに嵌
め込まれている。樹脂フレームＲＦは、図４及び図５などに示すように、開口が設けられ
た前面板と、その外側周縁部にそれぞれ支持された複数の側面板とを含んでいる。
【００４７】
図５に示すように、樹脂フレームＲＦの前面板に設けた開口は、拡散板ＤＦＰ及び樹脂
シートＲＳよりも小さい。なお、この開口は、液晶表示パネルＤＰよりも小さい。こうし
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て、樹脂フレームＲＦの前面板と裏面板金ＢＭＰ及びランプホルダＬＨ１とで、拡散板Ｄ
ＦＰ及び樹脂シートＲＳの周縁部を挟持している。
【００４８】
樹脂フレームＲＦの側面板内面には、例えば、爪、段差、凸部、凹部などの係合部が設
けられている。裏面板金ＢＭＰ及びランプホルダＬＨ１にも、先の係合部に対応した位置
に、例えば、爪、段差、凸部、凹部などの係合部が設けられている。構造体ＡＳＢと樹脂
フレームＲＦとは、これら係合部を噛み合わせる又は嵌め合わせることにより係合してい
る。
【００４９】
以上のように構成されたバックライトユニットＢＬＵには、プリント回路基板ＰＣＢ及
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びシールドカバーＳＣが取り付けられている。
【００５０】
プリント回路基板ＰＣＢは、図３に示すように、裏面板金ＢＭＰの底部外面に取り付け
られている。プリント回路基板ＰＣＢは、ドライバＩＣを制御する回路や電源回路などを
搭載している。プリント配線基板ＰＣＢは、液晶表示パネルＤＰやバックライトユニット
ＢＬＵに接続されている。
【００５１】
シールドカバーＳＣは、プリント配線基板ＰＣＢを覆っている。シールドカバーＳＣは
、例えば金属材料からなり、背面板とその周縁部に支持された複数の側面板とを含んでい
る。この例では、シールドカバーＳＣの１つの側面板を裏面板金ＢＭＰの底部ＢＴＭと係

10

合させ、シールドカバーＳＣの他の側面板を一方のランプホルダＬＨ１及び／又は樹脂フ
レームＲＦと係合させている。
【００５２】
樹脂フレームＲＦの前面板上には、図１に示す液晶表示パネルＤＰが配置されている。
液晶表示パネルＤＰが載置されたバックライトユニットＢＬＵは、図１に示す表フレーム
ＢＺＬに嵌め込まれている。
【００５３】
表フレームＢＺＬは、開口が設けられた前面板と、その外側周縁部に支持された複数の
側面板とを含んでいる。表フレームＢＺＬは、典型的には、金属材料からなる。
【００５４】
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表フレームＢＺＬの前面板に設けた開口は、液晶表示パネルＤＰよりも寸法が小さい。
表フレームの前面板と樹脂フレームＲＦの前面板とは、液晶表示パネルＤＰの周縁部を挟
持している。
【００５５】
表フレームＢＺＬの側面板内面には、例えば、爪、段差、凸部、凹部などの係合部が設
けられている。バックライトユニットＢＬＵ又はバックライトユニットＢＬＵ及びシール
ドカバーＳＣにも、先の係合部に対応した位置に、例えば、爪、段差、凸部、凹部などの
係合部が設けられている。表フレームＢＺＬとバックライトユニットＢＬＵ又はバックラ
イトユニットＢＬＵ及びシールドカバーＳＣとは、これら係合部を噛み合わせる又は嵌め
合わせることにより係合している。
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【００５６】
この液晶表示装置のバックライトユニットＢＬＵでは、上記の通り、比較的硬質な金属
シート上に反射シートをラミネートしてなるラミネート板は使用していない。また、この
バックライトユニットＢＬＵでは、反射シートＲＦＳの裏面板金ＢＭＰなどの部品への取
り付けに、両面粘着性の粘着フィルムや接着剤などを使用していない。
【００５７】
その代わりに、このバックライトユニットＢＬＵでは、裏面板金ＢＭＰとランプホルダ
ＬＨ１とランプホルダＬＨ２とスペーサピンＳＰＰとで支持構造を構成し、反射シートＲ
ＦＳは、この支持構造と係合させている。したがって、裏面板金ＢＭＰに反射シートを安
価且つ容易に取り付けることができる。
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【００５８】
ところで、液晶表示装置の使用時には、蛍光ランプＦＬなどの熱源の影響で、反射シー
トＲＦＳや裏面板金ＢＭＰなどの各種部品の温度が上昇する。通常、液晶表示装置の使用
時には、反射シートＲＦＳや裏面板金ＢＭＰの温度は５０℃以上になる。
【００５９】
反射シートＲＦＳと裏面板金ＢＭＰとは、線膨張係数が互いに異なっている。典型的に
は、反射シートＲＦＳは、裏面板金ＢＭＰと比較して、線膨張係数が大きい。
【００６０】
そのため、反射シートＲＦＳと支持構造との各係合部が、反射シートＲＦＳの支持構造
に対する膨張方向への相対移動を規制していると、常温（例えば、２５℃）で反射シート
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ＲＦＳの全体が裏面板金ＢＭＰに密着していたとしても、温度上昇に伴い、係合部以外の
位置で、反射シートＲＦＳが裏面板金ＢＭＰから浮き上がることとなる。すなわち、反射
シートＲＦＳが複雑に歪み、その結果、蛍光ランプＦＬからの光を設計通りに反射させる
ことが不可能となる。
【００６１】
これに対し、この液晶表示装置のバックライトユニットＢＬＵでは、構造体ＡＳＢにつ
いて説明した通り、反射シートＲＦＳは、その変形を伴うことなく、裏面板金ＢＭＰに対
してＸ方向に平行移動可能である。また、このバックライトユニットＢＬＵでは、構造体
ＡＳＢについて説明した通り、反射シートＲＦＳの中央部ＣＰは、そのほぼ全体を裏面板
金ＢＭＰの底部ＢＴＭに接触させたまま、裏面板金ＢＭＰに対してＹ方向に平行移動可能
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である。
【００６２】
そのため、このバックライトユニットＢＬＵでは、温度変化に起因した反射シートＲＦ
Ｓの歪みを生じることがない。したがって、温度に影響されることなく、蛍光ランプＦＬ
からの光を設計通りに反射させることができる。
【００６３】
反射シートＲＦＳが裏面板金ＢＭＰに対してＸ方向に平行移動可能な距離は、例えば、
１．０ｍｍ以上とする。この距離が短い場合、温度上昇に伴って、反射シートＲＦＳが歪
む可能性がある。
【００６４】
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また、反射シートＲＦＳが裏面板金ＢＭＰに対してＸ方向に平行移動可能な距離は、例
えば、７．０ｍｍ以下とする。この距離が長い場合、反射シートＲＦが必要以上に移動し
、安定しないという問題が生じ、反射特性に悪影響を及ぼす可能性がある。
【００６５】
但し、これらの距離は、仕様やパネルの大きさ等の条件によって適宜変更可能であるこ
とは言うまでもない。
【００６６】
このバックライトユニットＢＬＵには、様々な変形が可能である。
例えば、蛍光ランプＦＬとして、Ｕ字形の蛍光ランプを使用する代わりに、直管形、コ
字形、Ｌ字形の蛍光ランプを使用してもよい。
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【００６７】
スペーサピンＳＰＰは、複数設けてもよい。ランプホルダＬＨ２は、各蛍光ランプＦＬ
に対して複数の割合で設けてもよい。
【００６８】
スペーサピンＳＰＰ、ランプホルダＬＨ２、又はそれらの双方は、省略してもよい。ま
た、反射シートＲＦＳの端部は、各ランプホルダＬＨ１と裏面板金ＢＭＰとがそれらの間
に形成しているスリットＳＬＴに差し込まなくてもよい。すなわち、反射シートＲＦＳの
端部に凸形部を設けなくてもよく、各ランプホルダＬＨ１と裏面板金ＢＭＰの間にスリッ
トＳＬＴを形成しなくてもよい。
【００６９】
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また、例えば、以下の構造を採用した場合には、スペーサピンＳＰＰ及びランプホルダ
ＬＨ２の全てを裏面板金ＢＭＰに取り付けた状態で、反射シートＲＦＳは裏面板金ＢＭＰ
の蛍光ランプとの対向面と平行な方向に可動でなくてもよい。
【００７０】
図１１は、図６の構造体ＡＳＢの変形例を示す断面図である。なお、図１１の断面は、
図６に示す構造体ＡＳＢのＩＸ−ＩＸ線に沿った断面に相当している。
【００７１】
図１１の構造体ＡＳＢは、反射フィルムＲＦＳに設けた貫通孔のうち、スペーサピンＳ
ＰＰが挿入されているものの径がスペーサピンＳＰＰの首部ＮＫ１の径とほぼ等しいこと
以外は、図６及び図８乃至図１０に示す構造体ＡＳＢと同様の構造を有している。
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【００７２】
このような構造を採用した場合、スペーサピンＳＰＰを裏面板金ＢＭＰから取り外せば
、反射シートＲＦＳを裏面板金ＢＭＰに対してＸ方向及びＹ方向に平行移動させることが
可能となる。すなわち、支持構造の反射シートＲＦＳが係合した複数の係合部のうちの１
つ，ここではスペーサピンＳＰＰに対応した係合部，のみが、反射シートＲＦＳの裏面板
金ＢＭＰに対するＸ方向及びＹ方向への平行移動を規制している。
【００７３】
しかしながら、スペーサピンＳＰＰを裏面板金ＢＭＰに係合させたままでは、反射シー
トＲＦＳを裏面板金ＢＭＰに対してＸ方向及びＹ方向に平行移動させることはできない。
【００７４】
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但し、この構造を採用した場合、反射シートＲＦＳの温度が上昇すると、その各部分は
、スペーサピンＳＰＰと裏面板金ＢＭＰとの係合部からの距離を広げる方向に移動する。
スペーサピンＳＰＰから離れて位置した係合部は、反射シートＲＦＳの各部分の支持構造
に対する膨張方向への相対移動を規制しない。それゆえ、この場合も、先と同様の効果が
得られる。
【００７５】
なお、ここでは、一例として、反射シートＲＦＳの裏面板金ＢＭＰに対するＸ方向及び
Ｙ方向への平行移動を規制するために、スペーサピンＳＰＰを利用したが、他の部品を利
用することもできる。例えば、ランプホルダＬＨ２の１つについてのみ、その首部ＮＫ２
の径と、それが挿入された反射シートＲＦＳの貫通孔の径とをほぼ等しくしてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の一態様に係る液晶表示装置を概略的に示す斜視図。
【図２】図１の液晶表示装置から表フレーム及び液晶表示パネルを省略して描いた構造を
示す斜視図。
【図３】図２の構造を裏側から描いた斜視図。
【図４】図２の構造を部分的に分解して描いた斜視図。
【図５】図２の構造のＶ−Ｖ線に沿った断面図。
【図６】図４の構造体を示す斜視図。
【図７】図４の構造体を分解すると共に、蛍光ランプと、ランプホルダの一部と、スペー
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サピンとを省略して描いた斜視図。
【図８】図６に示す構造体のＶＩＩＩ−ＶＩＩＩ線に沿った断面図。
【図９】図６に示す構造体のＩＸ−ＩＸ線に沿った断面図。
【図１０】図６に示す構造体のＸ−Ｘ線に沿った断面図。
【図１１】図６の構造体の変形例を示す断面図。
【符号の説明】
【００７７】
ＡＭ…腕部、ＡＳＢ…構造体、ＢＬＵ…バックライトユニット、ＢＭＰ…裏面板金、Ｂ
ＴＭ…底部、ＢＺＬ…表フレーム、ＣＰ…中央部、ＤＦＰ…拡散板、ＤＰ…液晶表示パネ
ル、ＥＰ…縁部、ＦＬ…蛍光ランプ、ＨＤ１…頭部、ＨＤ２…頭部、ＬＨ１…ランプホル
ダ、ＬＨ２…ランプホルダ、ＮＫ１…首部、ＮＫ２…首部、ＰＣＢ…プリント回路基板、
ＲＦ…樹脂フレーム、ＲＦＳ…反射シート、ＲＳ…樹脂シート、ＳＣ…シールドカバー、
ＳＬＴ…スリット、ＳＰＰ…スペーサピン、ＳＷ…側壁部。
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