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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板及び該基板上に配置されて光を出射する複数の光源を含む光源ユニットと、
　前記光源ユニットを支持する支持部と、
　前記光源ユニットの前面に対向して配置されて前記光が入射する入光面及び前記光が出
射される出光面を有する導光板と、
　前記導光板から前記光を受光して画像を表示する表示パネルと、を有し、
　前記支持部は、
　前記光源ユニットの背面に直接接触する本体と、
　前記本体の下部から前記出光面に平行な方向に延長される基底部と、
　前記基底部上に配置されて前記光源ユニットの前面に対して傾斜する一面が、前記基板
の下部に接触して該基板を支持する突出部と、
　前記本体に結合され、前記基板の上部をカバーして前記基板を前記基底部方向及び前記
本体方向に加圧する蓋部と、を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記突出部は、前記基板の長さ方向に延長されることを特徴とする請求項１に記載の表
示装置。
【請求項３】
　前記蓋部は、前記本体の上部に接触する第１部分と、前記第１部分から延長されて一面
が前記基板の上部に接触する第２部分と、前記第１部分を前記本体に結合させる結合部材
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と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記蓋部は、前記出光面の一部をカバーして前記導光板を前記基底部方向に加圧する延
長部を更に含むことを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記蓋部は貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は前記貫通ホー
ルを貫通して前記結合溝と締結するネジであることを特徴とする請求項３に記載の表示装
置。
【請求項６】
　前記蓋部は貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は前記貫通ホー
ルを貫通して前記結合溝と締結するフックであることを特徴とする請求項３に記載の表示
装置。
【請求項７】
　前記蓋部は、前記基板の前面と前記本体の背面とに接触し、前記光源ユニット及び前記
本体を介して互に向き合う方向に前記光源ユニット及び前記本体を加圧するクリップであ
ることを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記支持部の少なくとも一側に提供されて前記表示パネルの縁を支持するモールドフレ
ームを更に有することを特徴とする請求項３に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記モールドフレームは貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は
前記貫通ホールを貫通して前記結合溝と締結するネジであることを特徴とする請求項８に
記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記光源ユニット、前記支持部、及び前記導光板をその内部に収納するボトムシャーシ
を更に有し、
　前記本体、前記基底部、及び前記突出部は前記ボトムシャーシと一体に形成されること
を特徴とする請求項１に記載の表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、特に、放熱効果を増加させた締結構造を有する表示装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置や電気泳動表示装置のような表示装置は画像を表示する表示パネルとして
液晶表示パネルや電気泳動表示パネルを含む。
　しかし、表示パネルはそれ自体で発光できないので、表示パネルに光を供給するための
バックライトアセンブリを必要とする。
【０００３】
　バックライトアセンブリは複数の光源を含む。一般的な表示装置では光源としてＣＣＦ
Ｌ（ｃｏｌｄ　ｃａｔｈｏｄｅ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　ｌａｍｐ）を使用する。しか
し、最近ＣＣＦＬに比べて低電力、軽量化、及びスリム化を具現できるＬＥＤ（ｌｉｇｈ
ｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）を光源として使用する場合が増加している。
【０００４】
　しかしながら、ＬＥＤを使用する場合、暗点を生じさせて、光源として不良が発生する
という問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】韓国特許第１０－０７９７４３８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は上記従来のバックライトアセンブリにおける問題点に鑑みてなされた
ものであって、本発明の目的は、暗点等の不良を減少させ、放熱効果を増加させた締結構
造を有するバックライトアセンブリを有する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】
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明による表示装置は、基板と、前記基板の上面
に配置され光を出射する複数の光源とを含む光源ユニットと、前記光源ユニットを支持す
る支持部と、前記基板の上面に対向して配置され、前記光が入射する入光面と前記光が出
射される出光面とを有する導光板と、前記導光板から前記光を受光して画像を表示する表
示パネルとを有し、前記支持部は、前記光源ユニットの背面に接触する本体と、前記本体
の下部から前記出光面と平行な方向へ延長される基底部と、前記基底部の上に配置され一
面が前記基板と接触する突出部と、前記本体に結合され、前記基板の上部をカバーし、前
記基板を前記基底部方向へ加圧する蓋部とを含むことを特徴とする。
【０００８】
　前記突出部は、前記基板の長さ方向へ延長され、前記突出部の一面は前記基板の上面に
対して傾斜していることが好ましい。
　前記蓋部は、前記本体の上部と接触する第１部分と、前記第１部分から延長され、一面
が前記基板と接触する第２部分と、前記第１部分を前記本体に結合させる結合部材とを含
むことが好ましい。
前記蓋部は、前記出光面の一部をカバーして前記導光板を前記基底部方向へ加圧する延長
部をさらに含むことが好ましい。
　前記蓋部は貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は前記貫通ホー
ルを貫通して前記結合溝と締結するネジであることが好ましい。
　前記蓋部は、貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は前記貫通ホ
ールを貫通して前記結合溝と締結するフックであることが好ましい。
　前記蓋部は、前記光源ユニットの上面と前記本体の背面に接触し、前記光源ユニットと
前記本体を介して互に向き合っている方向に前記光源ユニットと前記本体を加圧するクリ
ップであることが好ましい。
　前記支持部の少なくとも一側に提供され、前記表示パネルの縁を支持するモールドフレ
ームをさらに有することが好ましい。
　前記モールドフレームは貫通ホールを有し、前記本体は結合溝を有し、前記結合部材は
前記貫通ホールを貫通して前記結合溝と締結するネジであることが好ましい。
　前記光源ユニット、前記支持部、及び前記導光板をその内部に収納するボトムシャーシ
をさらに有し、前記本体、前記基底部、及び前記突出部は前記ボトムシャーシと一体に形
成されることが好ましい。
　前記光源ユニット、前記支持部、及び前記導光板をその内部に収納するボトムシャーシ
ーをさらに有し、前記基底部は平面図的に上から見るとき、前記ボトムシャーシと一部領
域で重畳することが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る表示装置は、暗点等の不良を減少され放熱効果が増大されて表示品質が向
上するという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態による表示装置の分解斜視図である。
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【図２】図１に示した表示表示装置において、Ｉ－Ｉ’線に沿って切断した断面図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリを示
す斜視図である。
【図４】図３のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリを示
す斜視図である。
【図６】図５のＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリを示
す斜視図である。
【図８】図７のＩＶ－ＩＶ’線に沿って切断した断面図である。
【図９】本発明の第４の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリを示
す断面図である。
【図１０】本発明の第５の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリー
を示した断面図である。
【図１１】本発明の第６の実施形態による表示装置を示す断面図である。
【図１２】本発明の第７の実施形態による表示装置を示す断面図である。
【図１３】本発明の第８の実施形態による表示装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、本発明に係る表示装置を実施するための形態の具体例を図面を参照しながら説明
する。
【００１２】
　本発明は多様な変更を加えることができ、様々な形態を有することができるので、特定
実施形態を図面に例示し、本文で詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定な開示形
態に対して限定しようとすることでなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる全て変更
、均等物乃至代替物を含むこととして理解しなければならない。
【００１３】
各図面を説明しながら、類似な参照符号を類似な構成要素に対して使用した。添付された
図面において、構造物の寸法は本発明を明確に説明するために実際より拡大して図示する
ことがある。第１、第２等の用語は多様な構成要素を説明するために使用されるが、構成
要素は用語によって限定されない。用語は１つの構成要素を他の構成要素から区別する目
的のみに使用される。例えば、本発明の権利範囲を逸脱しないながら第１構成要素は第２
構成要素と称され得り、類似に第２構成要素も第１構成要素と称され得る。単数の表現は
文脈上に明確に異なるように意味しない限り、複数の表現を含む。
【００１４】
　本出願で、“包含する”又は“有する”等の用語は明細書上に記載された特徴、数字、
段階、動作、構成要素、部品又はこれらを組合したことが存在することを指定しようとす
るものであるが、１つ又はその以上の異なる特徴や数字、段階、動作、構成要素、部分品
又はこれらを組合したものの存在又は付加可能性を予め排除しないこととして理解しなけ
ればならない。また、層、膜、領域、板等の部分が他の部分“上に”あるとする場合、こ
れは他の部分“真上に”ある場合のみでなくその中間にその他の部分がある場合も含む。
反対に層、膜、領域、板等の部分が他の部分“真下に”あるとする場合、これは他の部分
“直ちに下に”にある場合のみでなくその中間にその他の部分がある場合も含む。
【００１５】
　図１は、本発明の第１の実施形態による表示装置の分解斜視図であり、図２は図１に示
した表示装置において、Ｉ－Ｉ’線に沿って切断した断面図であって、図１の表示装置が
組み立てられた場合を示した図面である。
　図１及び図２を参照すると、表示装置は、表示パネル１２０、モールドフレーム１４０
、バックライトアセンブリＢＡ、ボトムシャーシ１８０、及びトップシャーシ１１０を含
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む。
【００１６】
　表示パネル１２０は画像を表示する。表示パネル１２０は受光形表示パネルとして、液
晶表示パネル（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）や電気泳
動表示パネル（ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｏｒｅｔｉｃ　ｄｉｓｐｌａｙ　ｐａｎｅｌ）等の多
様な表示パネルであり得る。本実施形態では液晶表示パネルを例として説明する。
【００１７】
　表示パネル１２０は長辺と短辺とを有する長方形の板状で設けられる。表示パネル１２
０は第１基板１２４と、第１基板１２４に対向する第２基板１２２、及び第１基板１２４
と第２基板１２２との間に形成される液晶層（図示せず）を含む。
【００１８】
　本実施形態によれば、第１基板１２４は複数の画素電極（図示せず）及び画素電極と一
対一に対応して電気的に接続された複数の薄膜トランジスタ（図示せず）を包含する。各
薄膜トランジスタは対応する画素電極側に提供される駆動信号をスイッチングする。また
、第２基板１２２は画素電極と共に液晶分子の配列を制御する電界を形成する共通電極（
図示せず）を包含する。表示パネル１２０は液晶層を駆動して上方に画像を表示する役割
を果たす。
【００１９】
　モールドフレーム１４０は、表示パネル１２０の周縁に沿って提供されて表示パネル１
２０の下部より表示パネル１２０を支持する。モールドフレーム１４０は大略的に四角の
環形状を有する。モールドフレーム１４０は図面のように単一個数で形成できるが、必要
によって複数で形成されて組み合わすこともできる。
【００２０】
　バックライトアセンブリＢＡは、表示パネル１２０に光を提供するためのものであって
、表示パネル１２０の下部に配置される。バックライトアセンブリＢＡは、光源ユニット
１６０、支持部１７０、導光板１５０、光学シート１３０、反射シート１５５を含む。バ
ックライトアセンブリに対しては後述する。
【００２１】
　トップシャーシ１１０は、表示パネル１２０の上部に提供される。トップシャーシ１１
０は表示パネル１２０の上面の周縁を支持し、モールドフレーム１４０の側面、又はボト
ムシャーシ１８０の側面をカバーすることができる。トップシャーシ１１０には表示パネ
ル１２０の表示領域を露出させる表示窓１１１が形成されている。
【００２２】
　ボトムシャーシ１８０は、バックライトアセンブリＢＡの下部に提供されて、バックラ
イトアセンブリＢＡの構成要素を収納する。ボトムシャーシ１８０は反射シート１５５の
背面と平行な底部１８１と、底部１８１端から上方に屈曲されて延長された側壁部１８３
を包含する。底部１８１と側壁部１８３とでなされた空間にバックライトアセンブリＢＡ
が収納される。
【００２３】
　図３は、本発明の第１の実施形態による表示装置において、バックライトアセンブリＢ
Ａを示した斜視図であり、図４は図３のＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
　図３及び図４を参照すると、バックライトアセンブリＢＡは光を出射する光源ユニット
１６０、支持部１７０、光を表示パネル１２０方向へ導く導光板１５０、光の効率を高く
するための光学シート１３０、光の進行方向を変更するための反射シート１５５を含む。
【００２４】
　説明の便宜上、光が光源部から出射されて進行する方向を第１方向Ｄ１とし、ボトムシ
ャーシ１８０の上面に平行になり第１方向Ｄ１に直交するいずれか一方向を第２方向Ｄ２
とし、第１方向Ｄ１及び前記第２方向Ｄ２に垂直になる方向の中でいずれか一方向を第３
方向Ｄ３とする。ここで、第３方向Ｄ３は反射シート１５５から表示パネル１２０の方に
向かう方向である。
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　光源部は第１方向Ｄ１に進行する光を導光板１５０に提供する。光源部は導光板１５０
に光を提供する光源ユニット１６０と、光源ユニット１６０を支持し、固定する支持部１
７０を含む。
【００２５】
　導光板１５０は、直六面体形状の板状で設置され、表示パネル１２０の下部に位置する
。導光板１５０の面の中で互いに対向し、最も広い２つの面が表示パネル１２０と平行に
配置される。導光板１５０は光を表示パネル１２０方向へガイドする。導光板１５０は光
が入射する入光面１５１Ａと光が出射する出光面１５１Ｂとを有する。入光面１５１Ａは
光源ユニット１６０の前面に対向する面である。光源ユニット１６０が導光板１５０の最
も広い２つの面を継ぐ側面の中で、少なくともいずれか１つに対向して設置される場合、
少なくとも１つの側面が入光面１５１Ａになる。光源ユニット１６０から出射された光が
入光面１５１Ａを通じて導光板１５０の内部へ入射する。出光面１５１Ｂは表示パネル１
２０に対向する面である。導光板１５０の内部へ入射された光は出光面１５１Ｂを通じて
表示パネル１２０方向へ出射される。
【００２６】
　本発明の第１の実施形態による表示装置では入光面１５１Ａと出光面１５１Ｂとが互に
連結されるが、これに限定されることではない。例えば、入光面１５１Ａと出光面１５１
Ｂとの配置は光源ユニット１６０の位置にしたがって異なることがあり得る。仮に、光源
ユニット１６０が導光板１５０及び表示パネル１２０の下部に位置する場合には入光面１
５１Ａと出光面１５１Ｂが平行に配置される。
【００２７】
　また、本発明の第１の実施形態による表示装置では入光面１５１Ａが１個である場合の
みを示したが、これに限定されることではない。例えば、導光板１５０の側面に沿って複
数個の光源ユニット１６０が配置でき、この場合には、複数個の入光面１５１Ａが存在す
る。導光板１５０はポリカーボネート（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）やポリメチルメタ
クリラート（ｐｏｌｙｍｅｔｈｙｌ　ｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ）等の透明な高分子樹脂
でなされ得る。
【００２８】
　光学シート１３０は、導光板１５０と表示パネル１２０との間に提供される。光学シー
ト１３０は光源ユニット１６０から出た光を制御する役割を果たす。光学シート１３０は
導光板１５０の上に順次的に積層された拡散シート１３６、プリズムシート１３４、及び
保護シート１３２を含む。
　拡散シート１３６は光を拡散する役割を果たす。プリズムシート１３４は拡散シート１
３６で拡散された光を上部の表示パネル１２０の平面に対し垂直になる方向へ集光する役
割を実行する。プリズムシート１３４を通過した光は殆ど大部分表示パネル１２０に垂直
に入射される。保護シート１３２はプリズムシート１３４の上に位置する。保護シート１
３２はプリズムシート１３４を外部の衝撃から保護する。
【００２９】
　本実施形態では光学シート１３０、拡散シート１３６、プリズムシート１３４、及び保
護シート１３２が１枚ずつ具備された例を示したが、これに限定されることではない。光
学シート１３０は拡散シート１３６、プリズムシート１３４、及び保護シート１３２の中
で、少なくともいずれか１つを複数枚を重ねて使用でき、必要によっていずれか１つのシ
ートを省略することもできる。
【００３０】
　反射シート１５５は、表示パネル１２０方向へ提供されなくて漏洩する光を反射させて
表示パネル１２０方向へ光の経路を変更させるためのものであって、導光板１５０の下部
に具備される。反射シート１５５は光を反射する物質を含む。反射シート１５５はボトム
シャーシ１８０の上に具備されて光を反射させる。その結果、反射シート１５５は表示パ
ネル１２０側に提供される光の量を増加させる。
【００３１】
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　光源ユニット１６０は、基板１６１と複数の光源１６３とを含む。基板１６１は第２方
向Ｄ２へ長く延長された直四角形状の板状形状を有する。基板１６１の前面は導光板１５
０の入光面１５１Ａに対向し、所定の間隔で離隔される。導光板１５０から離隔された基
板１６１の前面には光源１６３が実装される。光源１６３は点光源、線光源、又は面光源
等が多様に使用でき、これに限定されない。本発明の実施形態では一例としてＬＥＤを点
光源として使用することを示した。ＬＥＤは複数個で提供され、基板１６１の上に第２方
向Ｄ２に沿って一列に配置され得る。
【００３２】
　支持部１７０は、光源ユニット１６０を支持し、固定するためのことであって、光源ユ
ニット１６０に隣接して提供される。
　支持部１７０は本体１７１、基底部１７３、突出部１７５、及び蓋部１７７を含む。
　本体１７１は入光面１５１Ａと平行な前面及び前面に対向する背面を有する。本体１７
１は基板１６１に対応して第２方向Ｄ２へ延長され、本体１７１の前面は基板１６１の背
面に接触する。
【００３３】
　図３及び図４では図に示していないが、本体１７１の背面はボトムシャーシ１８０に接
触する。本体１７１の上部には後述する蓋部１７７と締結されるための第１結合溝１７１
Ｓが提供される。本発明の第１の実施形態では第１結合溝１７１Ｓが本体１７１の上部に
提供されることを開示したが、これに限定されることではない。例えば、第１結合溝は本
体の側部にも提供され得る。
【００３４】
　基底部１７３は、その一部が導光板１５０の下部に位置するように本体１７１の下端部
から第１方向Ｄ１へ延長される。基底部１７３の第１方向Ｄ１端部は平面図的に上から見
るとき、導光板１５０の縁辺の一部と重畳する。基底部１７３の上面は出光面１５１Ｂと
平行な方向へ延長されて導光板１５０、光学シート１３０、及び反射シート１５５を下部
から支持する。
【００３５】
　突出部１７５は、本体１７１と基底部１７３の第１方向Ｄ１端部との間（本体１７１と
の反射シート１５５の間）基底部１７３の上に提供される。突出部１７５は楔（ｗｅｄｇ
ｅ）形状を有し、基底部１７３から第３方向Ｄ３、即ち、上部方向へ突出し、第２方向Ｄ
２へ延長されて提供される。楔形状は第１方向Ｄ１に切断した断面の上で見るとき、実質
的に下部の幅が広くて上部に行くほど狭くなる三角形形状を有する。この時、三角形形状
は光源ユニット１６０の基板１６１を対向する斜辺を有する直角三角形であり得る。ここ
で、三角形の斜辺に該当する面は出光面１５１Ｂに対して斜めに提供された傾斜面になる
。
【００３６】
　突出部１７５は、第２方向Ｄ２へ長く形成され得る。この場合、突出部１７５は単一個
数で提供される。しかし、これに限定されることではなく、突出部１７５は基板１６１の
下部の一部のみに接触するように短く形成でき、この場合、第２方向Ｄ２に沿って複数個
で提供され得る。
【００３７】
　蓋部１７７は、光源ユニット１６０を上部から下部方向へ加圧すると同時に光源ユニッ
ト１６０が上部方向へ離脱しないようにするためのものであって、固定部１７７Ｃと第１
結合部材１７７Ｂとを含む。
　固定部１７７Ｃは板状で提供される。固定部１７７Ｃは出光面１５１Ｂと平行であり、
本体１７１の上面をカバーする第１部分１７７Ｃ１と、基板１６１の上端部の上に配置さ
れて基板１６１の上端部と接触するように基板１６１方向へ屈曲されて提供される第２部
分１７７Ｃ２とを含む。第２部分１７７Ｃ２は出光面１５１Ｂに対して傾き、第２部分１
７７Ｃ２と基板１６１とは鋭角をなす。固定部１７７Ｃの第２部分１７７Ｃ２は光源ユニ
ット１６０、特に基板１６１の上端部をカバーするのと同時に光源ユニット１６０を下部
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方向へ加圧する。
【００３８】
　固定部１７７Ｃには第１結合溝１７１Ｓに対応する位置に第１結合溝１７１Ｓと同一の
直径の第２貫通ホール１７７Ｓが提供される。
　固定部１７７Ｃは、基板１６１の上部の全てをカバーできるように第２方向Ｄ２へ長く
形成され得る。しかし、これに限定されることではなく、図３に示したように固定部１７
７Ｃが基板１６１の上部の一部のみをカバーするように形成することもできる。また、図
３では１つの固定部１７７Ｃが提供されることを示したが、複数個に提供され得ることは
勿論である。
【００３９】
　第１結合部材１７７Ｂは第１結合溝１７１Ｓ及び第２貫通ホール１７７Ｓに締結するネ
ジに該当する。結合部材１７７Ｂは第２貫通ホール１７７Ｓを貫通して第１結合溝１７１
Ｓと締結する。第１結合部材１７７Ｂは蓋部１７７を本体１７１に締結する機能以外にも
蓋部１７７によって基板１６１を下部方向へ加圧する役割を果たす。
【００４０】
　支持部１７０及び固定部１７７Ｃはステンレス、リン酸銅等、弾性力がよい金属材料に
より形成できるが、これに限定されることではない。特に、固定部１７７Ｃは上記したス
テンレス、リン酸銅等の金属材料のみでなく、弾性力がよいプラスチック材料で形成され
得る。
【００４１】
　上記した構造を有するバックライトアセンブリＢＡによれば、光源ユニット１６０が支
持部１７０に堅固に密着して組み立てられる。これを説明すれば、次の通りである。
　光源ユニット１６０は本体１７１と突出部１７５との間に配置される。ここで、光源ユ
ニット１６０と本体１７１との上に蓋部１７７を配置させ、第１結合部材１７７Ｂを利用
して蓋部１７７を締結する。これにより、基板１６１には上部から下部方向（第３方向Ｄ
３の逆方向）へ第１力Ｆ１が印加される。第１力Ｆ１によって基板１６１は下部方向へ移
動するのに、基板１６１が突出部１７５の斜辺に接触しているので、第１力Ｆ１は第１方
向Ｄ１の逆方向へ作用する第２力Ｆ２に変換される。基板１６１は第２力Ｆ２によって支
持部１７０の本体１７１に堅固に密着される。
【００４２】
　ここで、第１方向Ｄ１に切断した断面の上で見るとき、斜辺と出光面１５１Ｂとの間の
角度をθとする時、θは鋭角であり、４５°±３０°の値を有する。θ値が７５°より大
きければ、基底部１７３の上に基板１６１を固定する空間を十分に提供できないし、１５
°より小さければ、変換された第２力が小さくて基板１６１が本体１７１に十分に堅固に
固定されない。
【００４３】
　以下、本発明の他の実施形態を説明する。本発明の他の実施形態では重複された説明を
避けるためにの第１実施形態と異なる点を主に説明する。以下、実施形態で特別に説明し
ない部分は第１の実施形態にしたがう。同一番号は同一の構成要素を、類似番号は類似な
構成要素を示す。
【００４４】
　図５は、本発明の第２の実施形態による表示装置のバックライトアセンブリを示す斜視
図であり、図６は図５のＩＩＩ－ＩＩＩ’線に沿って切断した断面図である。
　図５及び図６を参照すると、蓋部１７７は光源ユニット１６０と導光板１５０とを下部
方向へ加圧して支持する。
【００４５】
　本発明の第２の実施形態において、蓋部１７７は、固定部１７７Ｃ、延長部１７７Ｅ、
及び第１結合部材１７７Ｂを含む。
　固定部１７７Ｃは板状で提供される。固定部１７７Ｃは出光面１５１Ｂと平行になって
本体１７１の上面をカバーする第１部分１７７Ｃ１と、基板１６１の上端部の上に配置さ
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れて基板１６１の上端部と接触するように基板１６１方向へ屈曲されて提供された第２部
分１７７Ｃ２とを含む。第２部分１７７Ｃ２は出光面１５１Ｂへ傾き、第２部分１７７Ｃ
２と基板１６１とは鋭角をなす。固定部１７７Ｃの第２部分１７７Ｃ２は光源ユニット１
６０、特に基板１６１の上端部をカバーするのと同時に光源ユニット１６０を下部方向へ
加圧する。
【００４６】
　延長部１７７Ｅは板状で提供される。延長部１７７Ｅは出光面１５１Ｂと平行をなし本
体１７１の上面をカバーする第１部分１７７Ｅ１と、導光板１５０及び光学シート１３０
の上端部の上に配置されて光学シート１３０の上端部と接触するように下部方向へ屈曲さ
れて提供される第２部分１７７Ｅ２とを含む。
　第２部分１７７Ｅ２は平面図的に上から見るとき、導光板１５０の一端部と重畳する。
延長部１７７Ｅの第２部分１７７Ｅ２は導光板１５０の上部、特に光学シート１３０の上
端部を下部方向へ加圧する。
【００４７】
　固定部１７７Ｃの第１部分１７７Ｃ１と延長部１７７Ｅの第１部分１７７Ｅ１とは同一
平面の上で連結される。固定部１７７Ｃと延長部１７７Ｅとは一体に形成され得るので、
固定部１７７Ｃと延長部１７７Ｅとが一体に形成される場合、基板１６１の上部の全てを
カバーできるように第２方向Ｄ２へ長く形成され得る。この場合、固定部１７７Ｃ及び延
長部１７７Ｅは単一個数で提供される。しかし、これに限定されることではなく、固定部
１７７Ｃ及び延長部１７７Ｅは基板１６１の上部の一部のみをカバーするように第１方向
Ｄ１へ短く形成でき、この場合、複数個で提供され得る。
【００４８】
　固定部１７７Ｃの第１部分１７７Ｃ１と延長部１７７Ｅの第１部分１７７Ｅ１との中で
、少なくともいずれか一部分には本体１７１の第１結合溝１７１Ｓに対応する位置に第１
結合溝１７１Ｓと略同一の直径の第２貫通ホール１７７Ｓが提供される。
　第１結合部材１７７Ｂは、固定部１７７Ｃ及び延長部１７７Ｅと本体１７１とを締結す
るためのものであって、本体１７１の第１結合溝１７１Ｓ及び固定部１７７Ｃの第１部分
１７７Ｃ１と延長部１７７Ｅの第１部分１７７Ｅ１との中で、少なくとも一部分に提供さ
れた第２貫通ホール１７７Ｓを介して締結されるネジであり得る。第１結合部材１７７Ｂ
は第２貫通ホール１７７Ｓを貫通して第１結合溝１７１Ｓと締結される。
【００４９】
　本発明の第２の実施形態による表示装置は、光源ユニット１６０と支持部１７０とを互
に堅固に密着させるのと同時に光学シート１３０及び導光板１５０を堅固に支持する。こ
れによって、第１の実施形態での効果に加えて、光学シート１３０及び導光板１５０が曲
がることを防止する。
【００５０】
　図７は、本発明の第３の実施形態による表示装置のバックライトアセンブリを示す斜視
図であり、図８は図７のＩＶ－ＩＶ’線に沿って切断した断面図である。
　図７及び図８を参照すると、本発明の第３の実施形態による表示装置において、蓋部１
７７は弾性力を有する素材で提供されて本体１７１と基板１６１を固定することができる
。弾性力を有する素材としてはゴム素材やシリコン素材等の高分子樹脂があるが、これに
限定されることではない。
【００５１】
　蓋部１７７は、本体１７１及び基板１６１の上部に提供される第１部分１７７Ｐ１と、
第１部分１７７Ｐ１の第１方向Ｄ１の両端部から下部方向へ突出された第２部分１７７Ｐ
２、及び第１結合部材１７７Ｂを含む。
　第２部分１７７Ｐ２は第１部分１７７Ｐ１の一端から突出された第１突起と、第１部分
１７７Ｐ１の他端から突出された第２突起とでなされる。第１部分１７７Ｐ１と第２部分
１７７Ｐ２とは一体に形成され、蓋部１７７が支持部１７０及び基板１６１と締結される
前の第１突起と第２突起との間の距離は支持部１７０の厚さ及び基板１６１の厚さの和よ
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り小さい。
【００５２】
　蓋部１７７が支持部１７０及び基板１６１と締結されれば、締結の時、第１部分１７７
Ｐ１の下面は本体１７１の上面と基板１６１の上端部とに接触し、第２部分１７７Ｐ２は
本体１７１の背面と基板１６１の前面とに接触する。ここで、第１突起と第２突起は各々
本体１７１の背面と基板１６１の前面に接触するが、第１突起と第２突起との間の距離が
が本体１７１と基板１６１との厚さより小さいので、第１突起と第２突起とが対向する方
向へ弾性力が作用する。したがって、弾性力によって第１突起と第２突起とが本体１７１
及び基板１６１に密着し、基板１６１が支持部１７０に堅固に固定される。
【００５３】
　第１部分１７７Ｐ１には第１結合溝１７１Ｓに対応する位置に第１結合溝１７１Ｓと略
同一の直径の第２貫通ホール１７７Ｓが提供される。
　第１結合部材１７７Ｂは、蓋部１７７の第１部分１７７Ｐ１を本体１７１に締結するた
めのものであって、第１結合溝１７１Ｓ及び第２貫通ホール１７７Ｓを締結するネジであ
る。第１結合部材１７７Ｂは第２貫通ホール１７７Ｓを貫通して第１結合溝１７１Ｓと締
結する。第１結合部材１７７Ｂは蓋部１７７の第１部分１７７Ｐ１を本体１７１に締結す
る機能以外にも蓋部１７７の第１部分１７７Ｐ１及び蓋部１７７の第２部分１７７Ｐ２に
よって基板１６１を下部方向へ加圧する役割を果たす。
【００５４】
　本発明の第３の実施形態によれば、弾性がある素材で蓋部１７７を形成することによっ
て支持部１７０と基板１６１との組立性が向上する。
　ここで、本発明の第３の実施形態では蓋部１７７の第１部分１７７Ｐ１を締結するため
の第１結合部材１７７Ｂを具備したが、これに限定されることではない。一例として、蓋
部１７７が支持部１７０と基板１６１とを弾性力によって十分に支持する場合には第１結
合部材１７７Ｂが省略され得る。
【００５５】
　図９は、本発明の第４の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリを
示す断面図であって、本体１７１と蓋部１７７とがフック結合されることを示すものであ
る。
　図１０は、本発明の第５の実施形態による表示装置においてのバックライトアセンブリ
を示す断面図とであって、本体１７１と蓋部１７７とがクリップ結合されることを示すも
のである。
【００５６】
　図９を参照すると、本実施形態の第１結合部材１７７Ｂはフック１７７ＨＫである。こ
の場合、第１結合溝１７１Ｓ及び第２貫通ホール１７７Ｓの代わりにフック１７７ＨＫが
挿入される第１フックホール１７１Ｈ及び第２フックホール１７７Ｈが提供される。
　第１フックホール１７１Ｈは支持部１７０の本体１７１の上面から下部方向へ陥没して
いる。第２フックホール１７７Ｈは蓋部１７７を上下に貫通する。
【００５７】
　第１フックホール１７１Ｈにはフック１７７ＨＫが一度挿入されれば、フック１７７Ｈ
Ｋが再び離脱されないように掛顎（ｃａｔｃｈｉｎｇ　ｊａｗ）が設けられている。フッ
ク１７７ＨＫは第２フックホール１７７Ｈを貫通して第１フックホール１７１Ｈに挿入さ
れ、それにより、本体１７１と固定部１７７Ｃとが締結される。
【００５８】
　図１０を参照すると、第１結合部材１７７Ｂは弾性を有するクリップ１７７ＳＰである
。
　クリップ１７７ＳＰは本体１７１の背面と基板１６１の前面との間で背面と前面が互に
対向する方向及び下部方向へ弾性力を加えることができるものであれば、特別に限定され
ることではなく、多様な形状で提供され得る。例えば、第１結合部材１７７Ｂは板形態や
線形態のクリップであり得る。
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【００５９】
　図１１は、本発明の第６の実施形態による表示装置を示す断面図である。図１１は説明
の便宜上、図１のＩ－Ｉ’線に基づく第１の実施形態の断面図と異なる点を主に示した。
　図１１を参照すると、本発明の第６の実施形態の表示装置の支持部１７０はボトムシャ
ーシ１８０と一体に形成される。
【００６０】
　支持部１７０は本体１７１、基底部１７３、突出部１７５、及び蓋部１７７を含む。
　本体１７１、基底部１７３、及び突出部１７５はボトムシャーシ１８０と一体に形成さ
れること以外は支持部１７０は第１の実施形態による支持部１７０と実質的に同様の構成
を有する。また、蓋部１７７は第１の実施形態と実質的に同様の構成を有する。
【００６１】
　支持部１７０とボトムシャーシ１８０とが一体に形成されることによって、支持部１７
０とボトムシャーシ１８０が単一工程で容易に製造され得る。また、支持部１７０がボト
ムシャーシ１８０内を移動しないので、光源ユニット１６０が安定的に支持部１７０内に
固定される。
【００６２】
　図１２は、本発明の第７の実施形態による表示装置を示す断面図である。図１２は説明
の便宜上図１のＩ－Ｉ’線に基づく第１の実施形態の断面図と異なる点を主に示した。
　図１２を参照すると、ボトムシャーシ１８０は反射シート１５５の下部に反射シート１
５５の背面に平行な底部１８１と、底部１８１から上方へ屈曲されて延長された側壁部（
図示せず）を含む。
【００６３】
　ここで、支持部１７０と隣接する底部１８１の端部には側壁部が提供されず支持部１７
０が側壁部の役目を果たす。支持部１７０に隣接する底部１８１の端部には支持部１７０
と締結されるための第３結合溝１８０Ｓが提供される。
　底部１８１、側壁部、及び支持部１７０でなされれた空間には前記光源ユニット１６０
、前記導光板１５０、前記光学シート１３０、及び前記反射シート１５５が収納される。
【００６４】
　支持部１７０は、本体１７１、基底部１７３、突出部１７５、蓋部１７７、及び締結部
１７９を含む。
　本体１７１は入光面１５１Ａと平行な前面及び前面に対向する背面を有する。本体１７
１は基板１６１に対応して第２方向Ｄ２へ延長され、前面は基板１６１の背面に接触する
。本体１７１の背面はモールドフレーム１４０に接触する。本体１７１の上部には後述す
る蓋部１７７と締結されるための第１結合溝１７１Ｓが提供される。
【００６５】
　基底部１７３はその一部が導光板１５０の下部に位置するように本体１７１の下端部か
ら第１方向Ｄ１へ延長され、基底部１７３は出光面１５１Ｂと平行な方向へ提供される。
基底部１７３の第１方向Ｄ１端部は平面図的に上から見るとき導光板１５０の縁辺の一部
と重畳する。
　締結部１７９は、基底部１７３の第１方向Ｄ１端部に提供される。締結部１７９はボト
ムシャーシ１８０の底部１８１の端部と重畳する。締結部１７９にはボトムシャーシ１８
０の底部１８１の第３結合溝１８０Ｓに対応する位置に第３結合溝１８０Ｓと略同一の直
径を有する第４貫通ホール１７９Ｓが提供される。
【００６６】
　ボトムシャーシ１８０と基底部１７３とは基底部１７３の第４貫通ホール１７９Ｓを貫
通してボトムシャーシ１８０の第３結合溝１８０Ｓと締結する第２ネジ１７９Ｂによって
相互締結される。
　突出部１７５は、第１の実施形態と実質的に同一であるので、説明が省略される。
　ボトムシャーシ１８０及び支持部１７０はステンレス、リン酸銅等、弾性力がよい金属
材料で形成できる。
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【００６７】
　図１３は、本発明の第８の実施形態による表示装置を示す断面図である。図１３は説明
の便宜上、図１のＩ－Ｉ’線に基づく第１の実施形態の断面図と異なる点を主に示した。
　図１３を参照すると、本発明の第８の実施形態によれば、支持部１７０とモールドフレ
ーム１４０とが第１の実施形態とは異なって形成され得る。
【００６８】
　モールドフレーム１４０は、表示パネル１２０の周縁に沿って提供されて表示パネル１
２０の下部より表示パネル１２０を支持する。モールドフレーム１４０は大略的に方形の
環状形状を有する。支持部１７０は光源ユニット１６０を支持し、固定するためのもので
あって、光源ユニット１６０に隣接して提供される。支持部１７０は本体１７１、基底部
１７３、及び突出部１７５を含む。本体１７１、基底部１７３、及び突出部１７５は第１
の実施形態と実質的に同一であるので、説明を省略する。
【００６９】
　モールドフレーム１４０は、光源ユニット１６０を上部から下部方向へ加圧することと
同時に光源ユニット１６０が上部方向へ離脱しないようにするための固定部１７７Ｃと第
１結合部材１７７Ｂとを含む。
　固定部１７７Ｃは支持部１７０本体１７１の上に位置するモールドフレーム１４０の内
側面から突出して提供され、モールドフレーム１４０と一体に形成される。
【００７０】
　固定部１７７Ｃは出光面１５１Ｂと平行であり本体１７１の上面をカバーする第１下部
面１７７Ｆ１と、基板１６１の上端部の上に配置されて基板１６１の上端部と接触するよ
うに基板１６１方向へ屈曲されて提供された第２下部面１７７Ｆ２を含む。
　第２下部面１７７Ｆ２は、出光面１５１Ｂ方向へ傾き、第２下部面１７７Ｆ２と基板１
６１とは鋭角をなす。第２下部面１７７Ｆ２は光源ユニット１６０、特に基板１６１の上
端部をカバーすることと同時に光源ユニット１６０を下部方向へ加圧する。
【００７１】
　モールドフレーム１４０には本体１７１の第１結合溝１７１Ｓに対応する位置に本体１
７１の第１結合溝１７１Ｓと略同一の直径の第２貫通ホール１７７Ｓが提供される。
　第１結合部材１７７Ｂはモールドフレーム１４０を本体１７１に締結するためのもので
あり、第２貫通ホール１７７Ｓを貫通して第１結合溝１７１Ｓと締結するネジであり得る
。
【００７２】
　上述したように、本発明の実施形態にしたがう表示装置は光源ユニット１６０と支持部
１７０との間が離隔して発生しうる欠陥、例えば、ＬＥＤの劣化等が防止される。
　また、本発明の一実施形態によれば、上記した構造を有する表示装置において、光源ユ
ニットと支持部とは互に堅固に密着される。したがって、別の放熱テープや放熱グリース
が無くとも接触による熱伝導効果によって放熱効果が増大される。
　実際に、本発明の第１の実施形態にしたがって光源ユニットと支持部とを固定する場合
、光源ユニットと支持部との間の間隔は平均０．０３ｍｍ以下の値を示した。
【００７３】
　また、本発明の実施形態によれば、基板にＬＥＤを規則的に配列して実装できるため暗
部やまだら等の欠陥を防止する。
　これに加えて、本発明の実施形態によれば、基板の上にネジホールを加工する必要がな
く、別途の放熱テープや放熱グリースを形成する必要がないので、バックライトアセンブ
リの組立工程が単純化され、製造単価が低くなるのと同時に所要時間が減少する。
【００７４】
　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【符号の説明】
【００７５】
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　１１０　　トップシャーシ
　１１１　　表示窓
　１２０　　表示パネル
　１３０　　光学シート
　１４０　　モールドフレーム
　１５０　　導光板
　１５１Ａ　　入光面
　１５１Ｂ　　出光面
　１５５　　反射シート
　１６０　　光源ユニット
　１６１　　基板
　１６３　　光源
　１７０　　支持部
　１７１　　本体
　１７１Ｓ　　第１結合溝
　１７３　　基底部
　１７５　　突出部
　１７７　　蓋部
　１７７Ｂ　　第１結合部材
　１７７Ｃ　　固定部
　１７７Ｅ　　延長部
　１７７Ｓ　　第２貫通ホール
　１８０　　ボトムシャーシ
 

【図１】 【図２】

【図３】



(14) JP 5888923 B2 2016.3.22

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１１】
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