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(57)【要約】
【課題】光源の個数が低減され、光源と光学シートとの
離隔距離が比較的長い場合においても、錐形部を大径に
形成することなくシート受具の全長を長くすることがで
きるとともに、錐形部の耐強度を確保することができ、
また、シート受具周りの輝度を均一化することができる
シート受具、光源装置及び表示装置を提供する。
【解決手段】光学シート７の周縁部を支持する支持体１
に取付けられる取付部５３と、略円錐形をなし光学シー
ト７の撓みを制限する錐形部５１と、該錐形部５１の基
端から錐形部５１の長さ方向に配され、錐形部５１と一
体に成形されている幹部５２とを有し、該幹部５２の基
端に取付部５３を配してあるシート受具５とし、該シー
ト受具５の周りの輝度を均一化することができるように
した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学シートに先端が接触して該光学シートの撓みを制限する錐形部及び該錐形部を、前
記光学シートの周縁部を支持する支持体に取付ける取付部を有するシート受具において、
前記錐形部の基端から該錐形部の長さ方向に配され、前記錐形部と一体に成形されている
幹部を有し、該幹部の基端に前記取付部を配してあることを特徴とするシート受具。
【請求項２】
　前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐形部における基端の直径以下の厚さ
を有する板形をなしている請求項１記載のシート受具。
【請求項３】
　前記幹部の両側面は、前記錐形部の長さ方向に対して傾斜している請求項２記載のシー
ト受具。
【請求項４】
　前記幹部の厚さ方向における一面及び他面は、前記錐形部の長さ方向に対して傾斜して
いる請求項２又は３記載のシート受具。
【請求項５】
　前記幹部は、前記錐形部の長さ方向に配され、厚さ方向における一面及び他面の少なく
とも一方から突出する凸条部を有する請求項２から４のいずれか一つに記載のシート受具
。
【請求項６】
　前記幹部は、厚さ方向へ貫通する貫通孔を有する請求項２から５のいずれか一つに記載
のシート受具。
【請求項７】
　前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐形部の長さ方向に対して異方向へ傾
斜する複数の柱形部を有する請求項１記載のシート受具。
【請求項８】
　前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は略台形をなす２枚の板体を有し、各板体の短
辺端が前記錐形部に結合され、長辺端が厚さ方向へ離隔している請求項１記載のシート受
具。
【請求項９】
　前記幹部は、前記長さ方向と直交する方向へ離隔して対向する２枚の板体と、各板体の
前記錐形部側の端部を連結する連結体とを有し、前記錐形部が前記連結体と一体である請
求項１記載のシート受具。
【請求項１０】
　前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐形部における基端の直径以下の円柱
形をなし、該幹部の周方向の少なくとも１箇所に、長さ方向に沿う凸条部を設けてある請
求項１記載のシート受具。
【請求項１１】
　前記錐形部は板形をなし、前記幹部は、前記錐形部と厚さ方向が等しい板形をなしてい
る請求項１記載のシート受具。
【請求項１２】
　前記錐形部及び幹部の両面に沿う方向の断面形状は略三角形である請求項１１記載のシ
ート受具。
【請求項１３】
　前記錐形部及び幹部の少なくとも一方は、厚さ方向へ貫通する貫通孔を有する請求項１
１又は１２記載のシート受具。
【請求項１４】
　前記錐形部及び幹部は、略三角形をなす２枚の板体の尖部が結合され、基端が厚さ方向
へ離隔している請求項１記載のシート受具。
【請求項１５】
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　並置される複数の光源と、該光源及び光源が発光した光が入射される光学シートを支持
する支持体と、該支持体における前記光源間に取付けられる請求項１から１４のいずれか
一つに記載のシート受具とを備えることを特徴とする光源装置。
【請求項１６】
　前記光源は円柱形をなし、前記シート受具は、隣合う光源間の中央部に、前記厚さ方向
における一面及び他面が前記光源と直交的となるように配されている請求項１５記載の光
源装置。
【請求項１７】
　前記光源は円柱形をなし、該光源の長さ方向中間部を挾持し、前記支持体に取付けられ
る複数のクリップを備え、前記シート受具は、隣合う光源の間に、前記クリップに対して
前記光源の長さ方向へ離隔して配されている請求項１５記載の光源装置。
【請求項１８】
　前記シート受具は、前記一面及び他面が前記光源と直交的となるように配されている請
求項１７記載の光源装置。
【請求項１９】
　一側に表示面を有する表示部と、該表示部の他側に配されている請求項１５から１８の
いずれか一つに記載の光源装置と、前記光源が発光した光を前記表示部へ入射する光学シ
ートとを備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置が備える光学シートの撓みを制限するシート受具、表示装置の光源と
して使用される光源装置及び表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン等の表示装置は、画像を表示する表示面を前側に有する表示部の後側に光
源装置が配されており、該光源装置と表示部との間に、光源装置の光源が発光した光を前
記表示部へ入射する光学シートが配されている。
【０００３】
　光源装置は直方体をなし、光学シートの周縁部を支持する筺体と、該筺体内に上下に離
隔して並置される複数の光源と、該光源及び前記光学シートの間で、隣合う光源間に取付
けられ、前記光学シートのシート面に先端が接触して該光学シートの撓みを制限するシー
ト受具とを備える（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　シート受具は、錐形部及び該錐形部の基端に連なり、前記筺体における隣合う光源間に
取付けられる取付板部とを有し、錐形部の先端が光学シートの一面に接触することにより
、該光学シートの撓みを制限し、光学シートと前記光源との間の距離をほぼ均等に保つこ
とができるように構成されている。
【０００５】
　また、表示装置は、表側に表示面を有する表示部と、直管状をなし、並置される複数の
蛍光ランプ及び該蛍光ランプを収容支持する筺体を有する光源装置と、該光源装置及び前
記表示部の間に配され、蛍光ランプが発光した光が入光される光学シートとを備え、前記
筺体内における蛍光ランプ間に、二つの光反射面を有する断面Ｖ字形をなし、蛍光ランプ
が発光した光を前記光学シートに向けて反射させる柱形光反射体を配し、該柱形光反射体
の頂部に、光学シートのシート面に先端が接触して該光学シートの撓みを制限する支持突
起が設けられている（例えば、特許文献２参照）。柱形光反射体は蛍光ランプとほぼ等し
い長さに形成され、二つの光反射面が蛍光ランプと平行となるように配されており、該柱
形光反射体の長さ方向の中間に支持突起が一体成形されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２１０３３７号公報
【特許文献２】特開２００４－１２７２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のように離隔して並置される複数の光源、及びシート受具を有する光源装置
が使用された表示装置にあっては、光源の並置間隔を狭くすることにより、シート受具に
おける錐形部の周りに影が現れないようにすることができる。しかし、光源の個数が増加
するため、コストが高くなる。
【０００８】
　光源の個数を低減し、光源の並置間隔を狭くした構成において、シート受具における錐
形部の周りに影が現れないようにするには、光源と光学シートとの離隔距離を長くする必
要がある。この場合、シート受具における錐形部の長さを長くし、光学シートの撓みを制
限する必要がある。
【０００９】
　しかし、シート受具における錐形部の長さが長くなると、光学シートの撓み荷重に対す
る錐形部の強度が低下し、また、光学シートとの接触部にキシミ音等の異音が発生し易く
なるため、錐形部の長さを長くするとともに、錐形部を大径に形成し、錐形部の耐強度を
高くする必要がある。
【００１０】
　ところが、錐形部が大径になると、隣合う光源の一方が発光した光にて錐形部の一側面
が照射されたとき、錐形部の他側面側に該錐形部の影が現れ、隣合う光源の他方が発光し
た光にて錐形部の他側面が照射されたとき、錐形部の一側面側に該錐形部の影が現れ、こ
の影が表示部の表示面に現れることになるという問題がある。
【００１１】
　また、特許文献２のように蛍光ランプとほぼ等しい長さに形成された柱形光反射体の頂
部に支持突起が設けられている表示装置にあっては、隣合う光源が発光した光が柱形光反
射体の二つの光反射面にて反射し、この反射光が支持突起の一側面及び他側面を照射する
ことになる。しかし、二つの光反射面にて反射した反射光は、支持突起における一側面及
び他側面間の周面側は前記反射光にて照射されないため、この一側面及び他側面間の周面
側に支持突起の影が現れることになり、この影が表示部の表示面に現れることになるとい
う問題がある。また、柱形光反射体は蛍光ランプとほぼ等しい長さであるため、光反射体
が大型とり、また、表示装置の大きさに対応した大きさの光反射体を使用する必要があり
、光反射体の汎用性もない。
【００１２】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、主たる目的は光源の個数が低減され
、光源と光学シートとの離隔距離が比較的長い場合においても、錐形部を大径に形成する
ことなくシート受具の全長を長くすることができ、錐形部の耐強度を確保することができ
るとともに、シート受具周りの輝度を均一化することができ、シート受具の周りに影が現
れないようにすることができるシート受具、光源装置及び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】
【００１３】
　本発明に係るシート受具は、光学シートに先端が接触して該光学シートの撓みを制限す
る錐形部及び該錐形部を、前記光学シートの周縁部を支持する支持体に取付ける取付部を
有するシート受具において、前記錐形部の基端から該錐形部の長さ方向に配され、前記錐
形部と一体に成形されている幹部を有し、該幹部の基端に前記取付部を配してあることを
特徴とする。
【００１４】
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　この発明にあっては、錐形部と取付部との間に幹部があり、該幹部が錐形部を取付部か
ら遠ざけてあるため、錐形部を大径に形成することなく全長を長くすることができるとと
もに、光学シートの撓み荷重に対する強度を幹部にて得ることができる。また、錐形部を
大径に形成する必要がないため、錐形部の周りに影を発生し難くでき、シート受具周りの
輝度を均一化することができる。
【００１５】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐
形部における基端の直径以下の厚さを有する板形をなしている構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、幹部の厚さ方向の一面及び他面が円柱形をなす光源と直交的とな
るように配されることにより、一面及び他面に沿う方向へ照射される光量を多くし、前記
一面及び他面にて反射する光量を少なくし得るため、幹部周りの輝度を均一化することが
でき、シート受具の周りに影を発生し難くできる。
【００１６】
　また、本発明に係るシート受具は、前記幹部の両側面は、前記錐形部の長さ方向に対し
て傾斜している構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、幹部の容積が取付部から錐形部の基端へ漸次減少しており、前記
一面及び他面にて反射する光量をより一層少なくし得るため、幹部周りの輝度をより一層
均一化することができ、シート受具の周りにより一層影を発生し難くできる。また、幹部
は楔形をなしているため、自立安定性を高めることができる。
【００１７】
　また、本発明に係るシート受具は、前記幹部の厚さ方向における一面及び他面は、前記
錐形部の長さ方向に対して傾斜している構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、自立安定性を高めることができるとともに、幹部の剛性を高める
ことができる。
【００１８】
　また、本発明に係るシート受具は、前記幹部は、前記錐形部の長さ方向に配され、厚さ
方向における一面及び他面の少なくとも一方から突出する凸条部を有する構成とするのが
好ましい。
　この発明にあっては、板形をなす幹部の厚さを比較的薄くし、該幹部の厚さ方向への撓
みを凸条部にて防ぐことができ、自立安定性を高めることができるため、シート受具を軽
量、小型化できる。
【００１９】
　また、本発明に係るシート受具は、前記幹部は、厚さ方向へ貫通する貫通孔を有する構
成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、光源が発光した光が幹部の貫通孔を透過するため、幹部周りによ
り一層影が発生し難くなり、幹部周りの輝度をより一層均一化できる。
【００２０】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐
形部の長さ方向に対して異方向へ傾斜する複数の柱形部を有する構成とするのが好ましい
。
　この発明にあっては、複数の柱形部を比較的細くすることができるとともに、光源が発
光した光が柱形部の間を透過するため、幹部周りの輝度を均一化でき、また、自立安定性
を高めることができる。また、比較的細い柱形部は板形に比べて可撓性を有する幹部にす
ることができるため、光学シート及びシート受具が相対的に振動することがあっても、こ
の振動にて柱形部が撓み可能であり、シート受具にて光学シートが擦れるのをなくし得る
。
【００２１】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は略台形を
なす２枚の板体を有し、各板体の短辺端が前記錐形部に結合され、長辺端が厚さ方向へ離
隔している構成とするのが好ましい。
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　この発明にあっては、２枚の板体にて自立安定性を高めることができ、また、２枚の板
体を比較的薄くすることができるとともに、光源が発光した光が２枚の板体の間を透過す
るため、幹部周りの輝度を均一化できる。
【００２２】
　また、本発明に係るシート受具は、前記幹部は、前記長さ方向と直交する方向へ離隔し
て対向する２枚の板体と、各板体の前記錐形部側の端部を連結する連結体とを有し、前記
錐形部が前記連結体と一体である構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、２枚の板体にて自立安定性を高めることができ、また、幹部の厚
さ方向の一面及び他面が円柱形をなす光源と直交的となるように配されることにより、一
面及び他面に沿う方向へ照射される光量を多くし、前記一面及び他面にて反射する光量を
少なくし得るため、幹部周りの輝度を均一化することができ、シート受具の周りに影を発
生し難くできる。
【００２３】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部は略円錐形をなし、前記幹部は、前記錐
形部における基端の直径以下の円柱形をなし、該幹部の周方向の少なくとも１箇所に、長
さ方向に沿う凸条部を設けてある構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、円柱形をなす幹部を比較的細くし、該幹部の撓みを凸条部にて防
ぐことができ、自立安定性を高めることができるため、シート受具を軽量、小型化できる
。
【００２４】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部は板形をなし、前記幹部は、前記錐形部
と厚さ方向が等しい板形をなしている構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、錐形部及び幹部が板形をなしているため、錐形部及び幹部の厚さ
方向の一面及び他面が円柱形をなす光源と直交的となるように配されることにより、一面
及び他面に沿う方向へ照射される光量を多くし、錐形部及び幹部にて反射する光量を少な
くし得るため、錐形部及び幹部周りの輝度を均一化することができ、シート受具の周りに
影を発生し難くできる。
【００２５】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部及び幹部の両面に沿う方向の断面形状は
略三角形である構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、シート受具の座屈剛性を高めることができるため、錐形部及び幹
部が板形をなすシート受具の耐久性を高めることができる。
【００２６】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部及び幹部の少なくとも一方は、厚さ方向
へ貫通する貫通孔を有する構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、光源が発光した光が光反射部の貫通孔を透過するため、幹部周り
の輝度をより一層均一化でき、シート受具の周りにより一層影を発生し難くできる。
【００２７】
　また、本発明に係るシート受具は、前記錐形部及び幹部は、略三角形をなす２枚の板体
の尖部が結合され、基端が厚さ方向へ離隔している構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、２枚の板体にて自立安定性を高めることができ、また、シート受
具の座屈剛性を高めることができ、２枚の板体からなるシート受具の耐久性を高めること
ができる。
【００２８】
　また、本発明に係るシート受具は、並置される複数の光源と、該光源及び光源が発光し
た光が入射される光学シートを支持する支持体と、該支持体における前記光源間に取付け
られる前述した発明のシート受具とを備えることを特徴とする。
　この発明にあっては、錐形部と取付部との間に幹部を有し、該幹部が錐形部を取付部か
ら遠ざけているシート受具の取付部が支持体に取付けられるため、並置される光源の個数
を低減した場合においても、錐形部を大径に形成することなくシート受具の全長を長くす
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ることができるとともに、光学シートの撓み荷重に対する強度を確保することができ、し
かも、錐形部を大径に形成する必要がないため、錐形部の周りに影を発生し難くでき、シ
ート受具周りの輝度を均一化できる。
【００２９】
　また、本発明に係るシート受具は、前記光源は円柱形をなし、前記シート受具は、隣合
う光源間の中央部に、前記厚さ方向における一面及び他面が前記光源と直交的となるよう
に配されている構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、錐形部と取付部との間に幹部を有し、該幹部が錐形部を取付部か
ら遠ざけてあるシート受具の取付部が、該シート受具における幹部の一面及び他面が光源
と直交的となるように隣合う光源間の中央部に取付けられるため、並置される光源の個数
を低減した場合においても、幹部の一面及び他面に沿う方向へ照射される光量を多くし、
前記一面及び他面にて反射する光量を少なくすることができるため、幹部周りの輝度を均
一化でき、シート受具の周りに影を発生し難くできる。
【００３０】
　また、本発明に係るシート受具は、前記光源は円柱形をなし、該光源の長さ方向中間部
を挾持し、前記支持体に取付けられる複数のクリップを備え、前記シート受具は、隣合う
光源の間に、前記クリップに対して前記光源の長さ方向へ離隔して配されている構成とす
るのが好ましい。
　この発明にあっては、円柱形をなす光源上にクリップを配し、隣合う光源の間で、且つ
クリップに対して光源の長さ方向へ離隔した位置にシート受具を配してあるため、並置さ
れる光源の個数を低減した場合においても、クリップに影響されることなくシート受具の
周りに影が現れるのをなくすることができ、また、シート受具に影響されることなくクリ
ップ周りに影が現れないようにすることができる。
【００３１】
　また、本発明に係るシート受具は、前記シート受具は、前記一面及び他面が前記光源と
直交的となるように配されている構成とするのが好ましい。
　この発明にあっては、クリップに対して光源の長さ方向へ離隔した位置に配するシート
受具を、該シート受具における幹部の一面及び他面が光源と直交的となるように隣合う光
源間に取付けられるため、並置される光源の個数を低減した場合においても、幹部の一面
及び他面に沿う方向へ照射される光量を多くすることができる。因って、錐形部の周りに
影が現れないようにすることができる。
【００３２】
　また、本発明に係るシート受具は、一側に表示面を有する表示部と、該表示部の他側に
配されている前述した発明の光源装置と、前記光源が発光した光を前記表示部へ入射する
光学シートとを備えることを特徴とする。
　この発明にあっては、錐形部と取付部との間に幹部を有し、錐形部を大径に形成するこ
となく全長を長くすることができるシート受具にて光学シートの撓みを制限することがで
きるため、並置される光源の個数を低減した場合においても、シート受具周りに影が現れ
るのをなくすることができ、光源が照射する照射範囲全体の輝度を均一化できる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、錐形部と取付部との間に幹部があり、該幹部が錐形部を取付部から遠
ざけてあるため、錐形部を大径に形成することなく全長を長くすることができるとともに
、光学シートの撓み荷重に対する強度を得ることができ、しかも、錐形部を大径に形成す
る必要がないため、錐形部の周りに影を発生し難くでき、シート受具周りの輝度を均一化
することができる。
【００３４】
　また、本発明によれば、錐形部と取付部との間に幹部があり、該幹部が錐形部を取付部
から遠ざけてあるシート受具の取付部が前記支持体に取付けられるため、並置される光源
の個数を低減した場合においても、錐形部を大径に形成することなくシート受具の全長を
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長くすることができるとともに、光学シートの撓み荷重に対する強度を確保することがで
きる。また、錐形部を大径に形成する必要がないため、錐形部の周りに影を発生し難くで
き、シート受具周りの輝度を均一化することができ、光源が照射する照射範囲全体の輝度
をより一層均一化できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係る光源装置の構成を示す正面図である。
【図２】本発明に係る光源装置の一部を拡大した斜視図である。
【図３】本発明に係る光源装置の構成を示す一部を拡大した断面図である。
【図４】本発明に係る光源装置の支持体の構成を示す正面図である。
【図５】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の構成を示す斜視図である。
【図６】本発明に係る光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。
【図７】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図８】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図９】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１１】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１２】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１５】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１６】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１７】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１８】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【図１９】本発明に係る光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。図１は本発明に係る光源
装置の構成を示す正面図、図２は光源装置の一部を拡大した斜視図、図３は光源装置の構
成を示す一部を拡大した断面図である。
【００３７】
　図に示した光源装置は、箱形の直方体をなし、開放側の端部に光学シートの周縁部を支
持する支持体１と、円柱形をなし、支持体１内に上下にほぼ等間隔で並置される複数の光
源２と、該光源２の両端部を支持体１の内側に保持するホルダ３，３と、光源２の長さ方
向中間を挾持し、支持体１内に取付けられる合成樹脂製の複数のクリップ４と、支持体１
内に取付けられ、光学シートの撓みを制限する合成樹脂製のシート受具５とを備える。支
持体１の内面部は、光源２が発光した光を支持体１の開放側へ反射させるべき光反射面１
ａになっている。光反射面１ａは支持体１自体が反射する面である他、支持体１と別個の
光反射層であってもよい。
【００３８】
　図４は支持体の構成を示す正面図である。支持体１は金属板を成形してなり、長方形を
なす板部１１と、該板部１１の周縁に連なる枠部１２とを有する。板部１１には、クリッ
プ４を取付けるための複数の第１の取付孔１３と、シート受具５を取付けるための複数の
第２の取付孔１４とが開設されており、また、板部１１の内側に、光反射面１ａを構成す
る光反射板が配されている。
【００３９】
　第１の取付孔１３は、図４に示すように各光源２の長さ方向中央部分と対向する位置に
前記長さ方向へ交互に偏倚させて開設されている。第２の取付孔１４は、図４に示すよう
に隣合う光源２，２間の中央部分で、且つクリップ４に対して光源２の長さ方向へ離隔す
る位置に開設されている。第１及び第２の取付孔１３，１４は丸形をなしている。また、
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第１の取付孔１３は光源２の個数に対応して設けられており、第２の取付孔１４は光源２
の個数に関係なく光源２の並置方向へ離隔して設けられている。また、第２の取付孔１４
は支持体１における二つの対角上のうち、一方の対角上の２箇所に配してある。
【００４０】
　光源２は、円柱形をなし両端部に電極を有する冷陰極管であり、夫々の光源２の電極に
インバータ回路基板が接続され、パルス幅変調信号により明るさが制御されるように構成
されている。
【００４１】
　クリップ４は支持体１の反射面に対向し、矩形をなす基板４１と、光源２の長さ方向中
間部が嵌合挾持される挾持部４２と、基板４１の他面に突設され、第１の取付孔１３に挿
嵌係止される取付部４３とを有し、耐熱性及び光反射性に優れているポリカーボネートに
より一体成形されている。挾持部４２は光源２の並置方向へ離隔して対向し、光源２を挾
持する二つの挾持片を有する。取付部４３は板状の突片の先端に二つの爪部を有し、爪部
が第１の取付孔１３の孔縁部に係止される。
【００４２】
　図５はシート受具の構成を示す斜視図である。シート受具５は、光学シートのシート面
に先端が接触して該光学シートの撓みを制限する錐形部５１と、該錐形部５１の基端に連
なり、該錐形部５１を後記する取付部５３から遠ざける板状の幹部５２と、該幹部５２に
連なり、第２の取付孔１４に挿嵌係止される取付部５３とを有し、光反射性に優れている
白色のポリカーボネート樹脂により一体成形されている。
【００４３】
　錐形部５１は、幹部５２に連なる基端から先端へ容積が漸次減少する略円錐形をなし、
先端は球面をなしている。錐形部５１の基端の直径は約４～５mmである。錐形部５１にお
ける基端部の一側面及び他側面間の周面は前記長さ方向に沿って欠除され、該基端部の断
面形状は非円形になっているが、その他、円形の断面形状であってもよい。
【００４４】
　幹部５２は、錐形部５１の基端から該錐形部５１の長さ方向に配されており、取付部５
３から錐形部５１の基端へ容積が漸次減少する楔形をなし、錐形部５１における基端の直
径の１／２程度の厚さを有する板状をなしており、錐形部５１における基端の径方向中央
部に連なっている。厚さ方向における一面５２ａ及び他面５２ｂ間の二つの側面５２ｃ，
５２ｃは、錐形部５１の長さ方向に対して約４５度傾斜している。
【００４５】
　取付部５３は、一面が幹部５２の基端に連なり、他面が支持体１の光反射面に対向する
基板５３ａと、該基板５３ａの他面に突設されている板状突片５３ｂと、該板状突片５３
ｂの先端に連なる二つの爪部５３ｃとを有し、爪部５３ｃが第２の取付孔１４の孔縁部に
係止される。
【００４６】
　以上のように構成された光源装置Ａは、支持体１の第１の取付孔１３にクリップ４の取
付部４３が挿嵌係止され、また、支持体１内に複数の光源２が並置され、該光源２の両端
部がホルダ３，３にて支持体１内に保持されるとともに、光源２の中間部がクリップ４の
挾持部４２に挿嵌挾持される。また、支持体１の第２の取付孔１４にシート受具５の取付
部５３が挿嵌係止される。
【００４７】
　第１の取付孔１３に取付けられたクリップ４は、図１に示すように光源２の長さ方向へ
交互に偏倚して配され、第２の取付孔１４に取付けられたシート受具５は、図１、図２に
示すように支持体１における一方の対角上の２箇所で、且つクリップ４に対して光源２の
長さ方向へ離隔した箇所に、幹部５２の一面５２ａ及び他面５２ｂが光源２と直交するよ
うに配される。
【００４８】
　光源２が発光した光はクリップ４、シート受具５及び支持体１内の光反射面１ａを照射
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する。クリップ４は支持体１内の光反射面１ａに対する長さが比較的短く、クリップ４自
体も光反射性に優れている合成樹脂製であるため、前記光反射面１ａにて反射される光に
よりクリップ４の周りの輝度は均一化できる。
【００４９】
　シート受具５は支持体１内の光反射面１ａに対する長さが比較的長いけれども、錐形部
５１と取付部５３との間に、錐形部５１を光反射面１ａから遠ざけてある幹部５２を有し
、錐形部５１を大径に形成することなくシート受具５の全長を長くすることができるため
、錐形部５１の周りに影を発生し難くできる。また、錐形部５１の基端は幹部５２に連な
るため、光学シートの撓み荷重に対する強度を幹部５２にて得ることができる。
【００５０】
　シート受具５部分を照射した光は、幹部５２の一面５２ａ及び他面５２ｂに沿う直射光
となり、幹部５２の二つの側面５２ｃ，５２ｃにて反射する光量は少ないため、幹部５２
周りの輝度を均一化することができ、シート受具５の周りに影は発生し難い。また、シー
ト受具５はクリップ４に対して光源２の長さ方向へ離隔する位置に配してあるため、クリ
ップ４に影響されることなくシート受具５の周りに影が生じるのを防ぐことができる。
【００５１】
　図６は光源装置を備える表示装置の構成を示す断面図である。光源装置Ａは例えば液晶
テレビジョン等の液晶表示装置に使用される。
【００５２】
　液晶表示装置は、図６に示すように前側に表示面を有し略直方体をなす表示部６と、該
表示部６の後側に配置された光源装置Ａと、該光源装置Ａ及び表示部６の間に配され、光
源２が発光した光を表示部６へ入射する光学シート７と、表示部６の周縁部及び光源装置
Ａの後側を被覆するキャビネット８とを有する。
【００５３】
　表示部６は、前後側に偏光板が貼着されている表示パネル６１と、該表示パネル６１の
周縁部を前後で挾持して保持する前保持枠体６２及び後保持枠体６３とを有し、周縁部が
支持体１の開放側の端部に支持されている。
【００５４】
　光学シート７は、光源２が発光した光を拡散する比較的厚肉で、透光性及び可撓性を有
する拡散板と、反射偏光シート、プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉で、透光性
及び可撓性を有する合成樹脂シートとが積層された積層体であり、表示部６に対応して略
直方形に形成されており、周縁部が支持体１の開放側の端部に支持されている。
【００５５】
　光学シート７の周縁部を支持する支持体１に取付けられているシート受具５は、図３に
示すように光学シート７の中央側部分と対向する位置で、錐形部５１の先端が光学シート
７の一面と接触する程度の僅少距離にて対向し、光学シート７の撓みを制限し、光学シー
ト７と光源２との間の距離を均等に保っている。
【００５６】
　光源２が発光した光は光学シート７、クリップ４、シート受具５及び支持体１内の光反
射面１ａを照射する。この照射により、クリップ４の周りの輝度を均一化できるとともに
、シート受具５における錐形部５１及び幹部５２夫々の一側部周り、他側部周りの輝度を
均一化することができる。
【００５７】
　図７乃至図１９は光源装置が備えるシート受具の他の構成を示す斜視図である。
　図７に示すシート受具５ａは、板形をなす幹部５２を、錐形部５１における基端の周面
から傾斜する楔形とする代わりに、略円錐形をなす錐形部５１における基端の周面よりも
突出した箇所から傾斜する台形とし、該幹部５２における短辺側端縁の長さ方向中央部に
錐形部５１が連なる構成としたものである。
　この実施例の形態にあっては、幹部５２の剛性を高めることができる。
【００５８】
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　図８に示すシート受具５ｂは、板形をなす幹部５２を、楔形及び台形とする代わりに、
略円錐形をなす錐形部５１における基端の周面よりも突出した箇所から平行的となる直方
形とし、該幹部５２における短辺側一端縁の長さ方向中央部に錐形部５１が連なる構成と
したものである。
　この実施の形態にあっては、幹部５２の剛性を高めることができる。
【００５９】
　図９に示すシート受具５ｃは、板形をなし、且つ錐形部５１における基端の周面から傾
斜する楔形をなす幹部５２の一面５２ａ及び他面５２ｂに、錐形部５１の長さ方向に配さ
れる凸条部５２ｄを一体に設けたものである。尚、凸条部５２ｄは、図７、図８に示すシ
ート受具５の一面５２ａ及び他面５２ｂに設ける構成としてもよい。
【００６０】
　この実施の形態にあっては、凸条部５２ｄが幹部５２を補強するため、光学シート７の
撓み荷重に対する幹部５２の強度を高めることができる。因って、幹部５２の薄型化を図
ることができる。
【００６１】
　図１０に示すシート受具５ｄは、板形をなし、且つ略円錐形をなす錐形部５１における
基端の周面から傾斜する楔形をなす幹部５２に、厚さ方向へ貫通する貫通孔５４を開設し
たものである。図１０の(a) は、二つの側面５２ｃ，５２ｃと略平行の内面を有する三角
形状の貫通孔５４が開設されており、図１０の(b) は、円形をなす複数の貫通孔５４が開
設されている。尚、貫通孔５４は、図７、図８に示すシート受具５の一面５２ａ及び他面
５２ａに設ける構成としてもよい。また、貫通孔５４の個数及び形状は特に制限されない
。
【００６２】
　この実施の形態にあっては、光源２が発光した光が幹部５２の貫通孔５４を透過するこ
とになり、幹部５２周りの輝度をより一層均一化でき、シート受具５の周りにより一層影
を発生し難くできる。
【００６３】
　図１１に示すシート受具５ｅは、板形をなし、且つ略円錐形をなす錐形部５１における
基端の周面から傾斜する楔形をなす幹部５２の厚さ方向における一面及び他面が、錐形部
５１の長さ方向に対して傾斜し、錐形部５１側が薄く、取付部５３側が厚い略台形とした
ものである。幹部５２は厚さ方向へ貫通する貫通孔を開設してある構成としてもよい。
　この実施例の形態にあっては、自立安定性を高めることができるとともに、幹部の剛性
を高めることができる。
【００６４】
　図１２に示すシート受具５ｆは、板形をなす幹部５２とする代わりに、錐形部５１の長
さ方向に対して両側方へ傾斜する２箇所に、幹部５２としての柱形部５２ｅを配したもの
である。この柱形部５２ｅは比較的細く形成されており、錐形部５１における基端の二つ
の周方向位置に連なっている。柱形部５２ｅは円柱形をなしているが、その他、角柱形で
あってもよいし、また、断面楕円形の柱形であってもよい。
【００６５】
　この実施の形態にあっては、光源２が発光した光が幹部５２における柱形部５２ｅ間を
透過することになり、幹部５２周りの輝度をより一層均一化でき、シート受具５の周りに
より一層影を発生し難くできる。また、柱形部５２ｅは比較的細いため、光学シート７及
びシート受具５が相対的に振動することがあっても、この振動により柱形部５２ｅを若干
撓ませることができ、シート受具５が光学シート７を擦るのを防ぐことができる。
【００６６】
　図１３に示すシート受具５ｇは、板形をなす幹部５２とする代わりに、錐形部５１の長
さ方向に対して等間隔で３方へ傾斜する３箇所に、幹部５２としての柱形部５２ｅを配し
たものである。この柱形部５２ｅは比較的細く形成されており、錐形部５１における基端
の三つの周方向位置に連なっている。柱形部５２ｅは円柱形をなしているが、その他、角
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柱形であってもよいし、また、断面楕円形の柱形であってもよい。
【００６７】
　この実施の形態にあっては、光学シート７の撓み荷重に対する幹部５２の強度を高める
ことができるとともに自立安定性を高めることができ、また、光源２が発光した光が幹部
５２における三つの柱形部間を透過することになり、幹部５２周りの輝度を均一化できる
。また、柱形部５２ｅは比較的細いため、光学シート７及びシート受具５が相対的に振動
することがあっても、この振動により柱形部５２ｅを若干撓ませることができ、シート受
具５が光学シート７を擦るのを防ぐことができる。
【００６８】
　図１４に示すシート受具５ｈは、板形をなす幹部５２とする代わりに、錐形部５１の長
さ方向に対して等間隔で４方へ傾斜する４箇所に、幹部５２としての柱形部５２ｅを配し
たものである。この柱形部５２ｅは比較的細く形成されており、錐形部５１における基端
の四つの周方向位置に連なっている。柱形部５２ｅは円柱形をなしているが、その他、角
柱形であってもよいし、また、断面楕円形の柱形であってもよい。
【００６９】
　この実施の形態にあっては、光学シート７の撓み荷重に対する幹部５２の強度を高める
ことができるとともに自立安定性を高めることができ、また、光源２が発光した光が幹部
５２における四つの柱形部間を透過することになり、幹部５２周りの輝度を均一化できる
。
【００７０】
　図１５に示すシート受具５ｉは、略円錐形をなす錐形部５１の長さ方向に対して異方向
へ傾斜する複数箇所に、幹部５２としての柱形部５２ｅを配する代わりに、円柱形をなす
幹部５２を錐形部５１の長さ方向に配し、この幹部５２の周方向の２箇所に、錐形部５１
の長さ方向に配される凸条部５２ｆを一体に設けたものである。幹部５２は、錐形部５１
の基端の直径以下の円柱形をなしている。
【００７１】
　この実施の形態にあっては、凸条部５２ｆが幹部５２を補強するため、光学シート７の
撓み荷重に対する幹部５２の強度を高めることができる。因って、幹部５２の細型化を図
ることができる。
【００７２】
　図１６に示すシート受具５ｊは、錐形部５１の長さ方向に対して異方向へ傾斜する複数
箇所に、幹部５２としての柱形部５２ｅを配する代わりに、錐形部５１の長さ方向と直交
する方向へ離隔して対向する２枚の板体５２ｇ，５２ｇ及び各板体５２ｇ，５２ｇの錐形
部５１側の端部を連結する連結体５２ｈを有する幹部５２とし、連結体５２ｈの中央部に
錐形部５１を一体的に設けたものである。図１６の(a) は、２枚の板体５２ｇ，５２ｇが
直方形をなし、図１６の(b) は、２枚の板体５２ｇ，５２ｇが略台形をなしている。尚、
各板体５２ｇ，５２ｇは直方形、台形である他、略三角形であってもよい。また、各板体
５２ｇ，５２ｇは錐形部５１の長さ方向に対して傾斜する構成としてもよい。
【００７３】
　この実施の形態にあっては、光学シート７の撓み荷重に対する幹部５２の強度を、離隔
して対向する２枚の板体５２ｇ，５２ｇ及び連結体５２ｈにてより一層高めることができ
る。
【００７４】
　図１７に示すシート受具５ｋは、略円錐形をなす錐形部５１の基端に結合される幹部５
２を、略台形をなす２枚の板体５２ｉ，５２ｉを有し、各板体５２ｉ，５２ｉの短辺端が
錐形部５１に結合され、取付部５３側の長辺端が厚さ方向へ離隔している構成としたもの
である。
【００７５】
　この実施の形態にあっては、２枚の板体５２ｉ，５２ｉにて自立安定性を高めることが
でき、また、２枚の板体５２ｉ，５２ｉを比較的薄くすることができるとともに、光源２
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が発光した光が２枚の板体５２ｉ，５２ｉの間を透過するため、幹部５２周りの輝度を均
一化できる。
【００７６】
　図１８に示すシート受具５ｍは、錐形部５１を円錐形とし、幹部５２を板形とする代わ
りに、錐形部５１及び幹部５２を、錐形部５１の長さ方向に対して傾斜する二つの側面５
１ａ，５１ａを有する一枚の板形としたものである。錐形部５１及び幹部５２の厚さ方向
における一面及び他面に沿う方向の断面形状を略三角形としてあり、二つの側面５１ａ，
５１ａと略平行の内面を有する三角形状の貫通孔５４が開設されている。尚、錐形部５１
及び幹部５２はほぼ等しい厚さに形成されているが、その他、錐形部５１と幹部５２との
厚さを異ならせてもよい。また、錐形部５１及び幹部５２に貫通孔５４を別個に設ける構
成としてもよいし、また、錐形部５１及び幹部５２の一面、他面に、錐形部５１の長さ方
向に配される凸条部を有する構成としてもよいし、また、貫通孔５４をなくした構成とし
てもよい。
【００７７】
　この実施の形態にあっては、錐形部５１及び幹部５２の一面及び他面に沿う方向へ照射
される光量を多くし、前記一面及び他面にて反射する光量を少なくし得るため、錐形部５
１及び幹部５２周りの輝度を均一化することができ、シート受具５の周りに影を発生し難
くできる。
【００７８】
　図１９に示すシート受具５ｎは、錐形部５１を円錐形とし、幹部５２を板形とする代わ
りに、錐形部５１及び幹部５２を、略三角形をなす２枚の板体５２ｊ，５２ｊの尖部が結
合され、基端が厚さ方向へ離隔している略逆Ｖ字形をなす構成としたものである。
【００７９】
　この実施の形態にあっては、２枚の板体５２ｊ，５２ｊにて自立安定性を高めることが
でき、また、２枚の板体５２ｊ，５２ｊを比較的薄くすることができ、軽量化を図ること
ができる。
【００８０】
　図７乃至図１９のシート受具５ａ～５ｎは、光反射性に優れている白色のポリカーボネ
ート樹脂により一体成形されている。また、図７乃至図１９において、その他の構成及び
作用は図１乃至図５に示す光源装置が備えるシート受具５と同様であるため、同様の構成
については同じ符号を付し、その詳細な説明及び作用効果の説明を省略する。
【００８１】
　尚、以上説明した実施の形態では、円柱形をなす光源２を備える構成としたが、その他
、光源２は、発光ダイオードであってもよく、光源２の構成は特に制限されない。
【００８２】
　また、以上説明した実施の形態では、支持体１における二つの対角上のうち、一方の対
角上の２箇所にシート受具５を配したが、その他、シート受具５は支持体１における二つ
の対角上の夫々２箇所又は３箇所以上に配してある構成としてもよく、シート受具５の個
数及び配置箇所は特に制限されない。
【００８３】
　また、以上説明した実施の形態では、シート受具５をポリカーボネート樹脂製としたが
、その他、光反射性の高い合成樹脂製であればよいし、また、光反射性の高い例えば白色
の塗料が塗布されている構成としてもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１　　支持体
　２　　光源
　４　　クリップ
　５，５ａ～５ｎ　シート受具
　５１　錐形部
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　５２　幹部
　５２ａ　一面
　５２ｂ　他面
　５２ｃ　側面
　５２ｄ，５２ｆ　凸条部
　５２ｅ　柱形部
　５２ｇ、５２ｉ、５２ｊ　板体
　５２ｈ　連結体
　５３　取付部
　５４　貫通孔
　６　　表示部
　７　　光学シート
　Ａ　　光源装置

【図１】 【図２】
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