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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の一面に実装された発光素子と、前記一面上に設けられ、該発光素子からの光を反
射する反射シートとを備える光源装置において、
　前記発光素子の出光面側に設けられ、該発光素子からの光を拡散させる拡散部を備え、
　前記反射シートは、対向縁間の寸法が前記一面に対する垂直方向に沿って見た前記拡散
部の大きさ以下である部分を含む貫通孔を有し、
　前記一面に対する垂直方向に沿って見た前記貫通孔は前記拡散部と整合する位置に設け
られており、
　前記貫通孔の周縁部に切れ目が形成されており、
　前記切れ目は、前記貫通孔の縁から離れて前記貫通孔から放射方向に複数形成されてい
ることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記貫通孔は円形または楕円形であることを特徴とする請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記貫通孔が楕円形である場合、前記貫通孔は、前記一面に対する垂直方向に沿って見
た前記拡散部の外縁の最大寸法より、長径の寸法が大きく、短径の寸法が小さいことを特
徴とする請求項２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記切れ目は、前記貫通孔に対して対称的に配置されていることを特徴とする請求項１
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～３のいずれか一項に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記貫通孔の周縁部に、該貫通孔の縁に沿って折り目を形成してあることを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の光源装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の光源装置と、
　該光源装置からの光を用いて画像表示を行う表示パネルと
　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、基板の一面に実装された発光素子と、前記一面上に設けられ、該発光素子か
らの光を反射する反射シートとを備える光源装置及び該光源装置を備える表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置（表示装置）は、通常、表示パネルに対して光を照射するバックライト装
置が搭載される。このようなバックライト装置として、複数のＬＥＤとＬＥＤから出射し
た光を前記表示パネル側に反射する反射シートとを備えたいわゆる直下型のバックライト
装置が知られている。
【０００３】
　一方、特許文献１においては、ＬＥＤ基板と、該ＬＥＤ基板の表面に配されたＬＥＤ光
源と、前記ＬＥＤ基板の表面側に配され、貫通孔を有する反射シートとを備え、前記ＬＥ
Ｄ光源が前記反射シートの貫通孔を貫通しており、前記反射シートは該貫通孔の縁部の一
部が前記ＬＥＤ光源の出光面及び前記ＬＥＤ基板の間に配置されるように構成することに
より、反射シートの浮きを防止乃至抑制できる直下型の照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／１５２１３４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に係る照明装置においては、前記貫通孔が前記ＬＥＤ光源の
出光面より大きく、該貫通孔の縁部の一部が前記ＬＥＤ光源の出光面及び前記ＬＥＤ基板
の間に配置される構成である。
【０００６】
　すなわち、特許文献１に係る照明装置においては、前記ＬＥＤ基板の厚み方向において
、前記貫通孔の位置が前記ＬＥＤ光源の出光面と整合せず、ずれている構成であり、前記
ＬＥＤ光源の出光面の付近に反射シートが欠けている領域が多く存在する。従って、前記
ＬＥＤ光源の付近で均一な光の反射ができず、輝度ムラが生じるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、基板の
一面に実装された発光素子と、前記一面上に設けられ、該発光素子からの光を反射する反
射シートとを備える光源装置において、前記発光素子の出光面側に設けられ、該発光素子
からの光を拡散させる拡散部を備え、前記反射シートは、対向縁間の寸法が前記一面に対
する垂直方向に沿って見た前記拡散部の大きさ以下である部分を含む貫通孔を有し、前記
一面に対する垂直方向に沿って見た前記貫通孔は前記拡散部と整合する位置に設けられる
ことにより、前記反射シートが前記基板の前記一面から浮き上がることを防止し、かつ、
前記拡散部の付近にて反射シートが欠けている領域を減らすことができ、前記反射シート
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の浮き上がり及び反射シートの欠けに起因する輝度ムラの発生を抑制できる光源装置及び
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】
【０００８】
　本発明に係る光源装置は、基板の一面に実装された発光素子と、前記一面上に設けられ
、該発光素子からの光を反射する反射シートとを備える光源装置において、前記発光素子
の出光面側に設けられ、該発光素子からの光を拡散させる拡散部を備え、前記反射シート
は、対向縁間の寸法が前記一面に対する垂直方向に沿って見た前記拡散部の大きさ以下で
ある部分を含む貫通孔を有し、前記一面に対する垂直方向に沿って見た前記貫通孔は前記
拡散部と整合する位置に設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明にあっては、前記反射シートの前記貫通孔が前記一面に対する垂直方向に沿って
見た前記拡散部の大きさ以下である部分を有し、該貫通孔、すなわち、反射シートの欠け
が、前記一面に対する垂直方向に沿って見て、前記拡散部の外縁からはみ出すことを減ら
すように構成されているので、前記反射シートが前記貫通孔付近で前記基板の前記一面か
ら浮き上がることが拡散部によって阻止され、かつ反射シートの欠けにより輝度ムラが発
生することを抑制できる。
【００１０】
　本発明に係る光源装置は、前記貫通孔の周縁部に切れ目を形成してあることを特徴とす
る。
【００１１】
　本発明にあっては、前記貫通孔の周縁部に切れ目を形成し、該貫通孔の変形を容易にす
る。
【００１２】
　本発明に係る光源装置は、前記貫通孔は円形であり、前記切れ目は、前記貫通孔の縁か
ら離れて、前記貫通孔の径方向に沿って複数形成され、前記貫通孔に対して対称的に配置
されていることを特徴とする。
【００１３】
　本発明にあっては、前記切れ目を、円形である前記貫通孔の縁から離れて、該貫通孔の
径方向に沿って複数形成して、該貫通孔の自由な変形をある程度制限することにより、該
貫通孔の変形の容易性及び原の形状への復元性を共に図る。
【００１４】
　本発明に係る光源装置は、前記貫通孔は、楕円形であり、前記一面に対する垂直方向に
沿って見た前記拡散部の外縁の最大寸法より、長径の寸法が大きく、短径の寸法が小さい
ことを特徴とする。
【００１５】
　本発明にあっては、前記貫通孔の短径の寸法が、前記一面に対する垂直方向に沿って見
た前記拡散部の外縁の最大寸法より小さいことから、該貫通孔の長径方向への前記拡散部
の相対的移動を抑制する。
【００１６】
　本発明に係る光源装置は、前記切れ目は、前記貫通孔の縁から離れ、該縁に沿って形成
されていることを特徴とする。
【００１７】
　本発明にあっては、前記切れ目は、前記貫通孔の縁から離れ、該縁に沿って形成され、
該貫通孔の自由な変形をある程度制限することにより、該貫通孔の変形の容易性及び元の
形状への復元性を共に図る。
【００１８】
　本発明に係る光源装置は、前記貫通孔の周縁部に、該貫通孔の縁に沿って折り目を形成
してあることを特徴とする。
【００１９】
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　本発明にあっては、折り目が形成されていることから、該折り目に対して前記貫通孔の
縁部側が、前記一面に対する垂直方向に変形し易くなるので、前記貫通孔を含む該貫通孔
周辺での変形がより容易になる。
【００２０】
　本発明に係る表示装置は、前述の発明の何れか一つに記載の光源装置と、該光源装置か
らの光を用いて画像表示を行う表示パネルとを備えることを特徴とする。
【００２１】
　本発明にあっては、前記光源装置の光源から出射された光は前記表示パネルに出射され
、該表示パネルはかかる光を用いて画像を表示する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、発光素子の実装された基板の一面から反射シートが浮き上がることを
防止し、かつ、前記拡散部の付近にて反射シートが欠けている領域を減らすことができ、
前記反射シートの浮き上がり及び反射シートの欠けに起因する輝度ムラの発生を抑制でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の概略構成を示す分解斜視図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の要部構成を示す分解斜視図で
ある。
【図３】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の要部構成を示す断面図である
。
【図４】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の光源装置の一部を分解した模
式的斜視図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の光源ユニットの構成を示す部
分的斜視図である。
【図６】図５のＡ－Ａ線による断面図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機において、反射シートを部分的
に示す概略図である。
【図８】本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機において、反射シートを部分的
に示す概略図である。
【図９】本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機において、反射シートを部分的
に示す概略図である。
【図１０】本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機において、反射シートを部分
的に示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明の実施の形態に係る光源装置及び表示装置をテレビジョン受像機に適用
した場合を例として図面に基づいて詳述する。
【００２５】
（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の概略構成を示す分解斜視図で
あり、図２は本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機の要部構成を示す分解斜視
図である。図中符号１００はテレビジョン受像機を示す。
【００２６】
　テレビジョン受像機１００は、液晶表示部Ｂと、該液晶表示部Ｂを挟むようにして収容
する表裏両キャビネットＣ，Ｄと、スタンドＥとを備えて構成される。液晶表示部Ｂは、
全体として横長の方形（矩形状）をなし、縦置き状態で収容されている。この液晶表示部
Ｂは、図２に示すように、表示パネルである液晶パネルＨと、光源装置Ａとを備え、液晶
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パネルＨ及び光源装置Ａなどが枠状のベゼルＪなどにより一体的に保持されるようになっ
ている。
【００２７】
　図３は本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１００の要部構成を示す断面図
であり、図４は本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１００の光源装置Ａの一
部を分解した模式的斜視図であり、図５は本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像
機１００の光源ユニットの構成を示す部分的斜視図である。また、図６は図５のＡ－Ａ線
による断面図である。
【００２８】
　本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１００は、画像を表示する表示面を前
側に有する表示部７０（液晶パネルＨ）と、該表示部７０の後側に配されている光源ユニ
ット１０を含む光源装置Ａと、表示部７０の周縁部及び光源装置Ａの後側を隠蔽するキャ
ビネット７１（Ｃ，Ｄ）とを備えている。
【００２９】
　表示部７０は、表示面を有する表示パネル７２と、該表示パネル７２の後側に配されて
いる光学シート７３とを有する。表示パネル７２の周縁部は、前保持枠体７４と、後保持
枠体７５とにより前後に挾着保持されており、後保持枠体７５が後述するバックライトシ
ャーシ６の周縁部に取付けられている。
【００３０】
　光学シート７３は、光源が発光した光を拡散する比較的厚肉の拡散板と、反射偏光板、
プリズムシート、拡散シート等の比較的薄肉の合成樹脂シートが積層された構成を有して
いる。
【００３１】
　バックライトシャーシ６は板部６１及び該板部６１の周縁に連なる枠部６２を有し、該
枠部６２に光学シート７３の前記拡散板の周縁部を支持している。
【００３２】
　キャビネット７１は、表示部７０の周縁部前側を隠蔽するキャビネット前分体７１ａと
、光源ユニット１０の周縁部及び後側を隠蔽する深皿形状のキャビネット後分体７１ｂと
を有し、例えば、バックライトシャーシ６の枠部６２に雄螺子により取付けられている。
【００３３】
　本発明に係る光源装置Ａは、複数の光源ユニット１０を備えている。光源ユニット１０
は、表示部７０の後側に装着されるもので、碁盤目のように並置される複数の発光ダイオ
ード１と、該発光ダイオード１をその一面２ａに並設して実装してあり、格子状に並置さ
れる複数の基板２と、光が出射される発光ダイオード１の出光面を覆い、該発光ダイオー
ド１が発光した光を拡散させる複数のレンズ３（拡散部）とを備えている。
【００３４】
　また、光源装置Ａは、レンズ３及び基板２の一面２ａの間に配される貫通孔４１を有し
、発光ダイオード１が発光した光を表示部７０側に反射させる反射シート４を備えている
。更に、光源装置Ａは、光源ユニット１０同士を電気的に接続するコネクタ５と、光源ユ
ニット１０を保持するバックライトシャーシ６とを備えている。反射シート４は光源ユニ
ット１０の基板２の一面２ａに載置されている。
【００３５】
　光源ユニット１０は、例えば、５つの発光ダイオード１が一列に実装されたもの及び６
つの発光ダイオード１が実装されたもの２種である。これらは夫々の長手方向に直線状に
併置されており、コネクタ５によって接続されている。複数の光源ユニット１０、１０、
…１０はバックライトシャーシ６の板部６１に取り付けられ、保持されている。
【００３６】
　基板２は図４及び図５に示すように短冊状をなし、略矩形をなすバックライトシャーシ
６の一面６ａに長手方向及び幅方向に適宜離隔して並置されている。基板２の一面２ａに
は複数の発光ダイオード１を長手方向に適宜間隔を離隔して実装している。
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【００３７】
　また、基板２の他面２ｂには、光源ユニット１０をバックライトシャーシ６に保持させ
る複数の掛止部２０,２０,…２０を複数個所に設けている。掛止部２０は金属製であり、
弾性変形可能である。
【００３８】
　一方、バックライトシャーシ６は金属板を成形してなり、略矩形をなす平板状の板部６
１及び該板部６１の周縁に連なる枠部を有し、板部６１の一面６ａに基板２を長手方向及
び幅方向に並べて収容保持してある。なお、バックライトシャーシ６は光源ユニット１０
からの伝導される熱を大気中に放熱する放熱板としての役割を兼ねている。
【００３９】
　板部６１には、基板２と当接する箇所に、基板２の掛止部２０が掛止する掛止スリット
６３を複数設けている。掛止スリット６３は、板部６１の長手方向を長径方向とする長孔
の形状を有している。なお、掛止スリット６３の形状は、長孔に限るものでなく、板部６
１の長手方向に伸びるスリット状であってもよい。掛止スリット６３は開口を構成する。
【００４０】
　また、板部６１の一面６ａには、掛止スリット６３を有する凹部６４を形成している。
凹部６４は、板部６１の一面６ａから反対側に向けて凹設され、一面６ａ側に開口を有し
、底側に掛止スリット６３が設けられている。凹部６４の前記開口及び掛止スリット６３
は、基板２の他面２ｂの短手方向の寸法より小さく、基板２が板部６１に保持された際に
は、基板２によって、凹部６４の前記開口及び掛止スリット６３が覆われるように構成さ
れている。
【００４１】
　以上においては、掛止スリット６３を有する凹部６４が設けられている場合を例として
説明したが、これに限るものでなく、凹部６４を省略し、掛止スリット６３のみを設けた
構成であっても良い。
【００４２】
　一方、図５及び図６に示しているように、発光ダイオード１は、基板２の長手方向に離
隔して例えば５個、又は６個実装されており、発光ダイオード１夫々に対応してレンズ３
が、発光ダイオード１の出光面側に設けられている。レンズ３は、例えば、接着剤にて取
付けられている。
【００４３】
　レンズ３は、発光ダイオード１が発光した光を四方に拡散させるための半球状をなす透
光部３１と、基板２の一面２ａに沿って透光部３１の周縁から突設された筒状の円周部３
２とを備えている。
【００４４】
　レンズ３の円周部３２は、基板２の一面２ａに対する垂直方向（以下、単に垂直方向と
いう。）から見て円形状をなしており、前記垂直方向における面積が貫通孔４１と同一か
若干大きい。また、レンズ３と基板２の一面２ａとの間に反射シート４の貫通孔４１の周
縁部を介在させてある。以下、前記垂直方向において、円周部３２の縁をレンズ３の外縁
という。
【００４５】
　反射シート４は、高反射性を有し、バックライトシャーシ６に対応して略矩形をなす一
枚の合成樹脂シートからなり、レンズ３各々に対応する箇所に貫通孔４１が設けられてい
る。また、コネクタ５各々に対応する箇所には第２貫通孔４２が形成されており、第２貫
通孔４２は略矩形をなしている。
【００４６】
　貫通孔４１は前記垂直方向から見たレンズ３の形状に倣う形状を有している。本実施の
形態において、貫通孔４１は円形状を有しており、レンズ３の外縁と同一か若干小径を有
する。また、貫通孔４１は前記垂直方向において、レンズ３の位置と整合するように配置
されている。
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【００４７】
　換言すれば、前記垂直方向において、貫通孔４１は、レンズ３の外縁内に収まり、レン
ズ３の外縁からはみ出さないように構成されている。
【００４８】
　上述したように、本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１００においては、
反射シート４の貫通孔４１の大きさ（面積）が前記垂直方向におけるレンズ３の形状（以
下、単にレンズ３の形状と言う。）と同一か若干小さい。従って、本発明の実施の形態１
に係るテレビジョン受像機１００の組み立ての際に、作業者は貫通孔４１をレンズ３の位
置に合わせて反射シート４を基板２側に押し下げれば良い。斯かる際、貫通孔４１が適宜
変形することによりレンズ３を通過するので、これによって、反射シート４を基板２の一
面２ａ（バックライトシャーシ６の板部６１）上に敷き備えることができる。
【００４９】
　本発明の実施の形態１に係るテレビジョン受像機１００は、以上のような構成を有する
ことから、反射シート４が基板２の一面２ａから浮き上がることを未然に防止できる。以
下、詳しく説明する。
【００５０】
　反射シート４を基板２側に押し下げることによって貫通孔４１がレンズ３を通過するが
、本来、貫通孔４１の大きさ（面積）はレンズ３の形状に係る面積より小さい（図６参照
）。すなわち、反射シート４を敷き備えた場合は、貫通孔４１に係る縁部がレンズ３及び
基板２の間に介在し、かつレンズ３の外縁よりも、レンズ３の中央の発光ダイオード１側
に位置する。
【００５１】
　従って、何らかの原因により、反射シート４が基板２の一面２ａから浮き上がろうとす
る場合であっても、貫通孔４１に係る縁部がレンズ３の外縁に引っ掛かるので、反射シー
ト４の浮き上がりがレンズ３によって抑制される。これによって、本発明の実施の形態１
に係るテレビジョン受像機１００においては、簡単な構成にて反射シート４の浮き上がり
を未然に防止できる。
【００５２】
　また、以上の構成を有することから、前記垂直方向において、貫通孔４１がレンズ３の
位置と整合するように反射シート４を敷き備えた場合、該垂直方向において、貫通孔４１
がレンズ３の外縁からはみ出さないようになる。
【００５３】
　従って、レンズ３を介して出光される発光ダイオード１からの光を全て光学シート７３
側に反射することができる。前記垂直方向において、貫通孔４１（縁部）がレンズ３の外
縁からはみ出している場合、はみ出している部分では反射シート４が欠けているので反射
ができず、表示パネル７２における輝度ムラの原因となる。しかし、本発明の実施の形態
１に係るテレビジョン受像機１００においては、このようにレンズ３（発光ダイオード１
）付近にて輝度むらが発生することを防止できる。
【００５４】
（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１００は、本発明の実施の形態１と略
同様の構成を有するが、反射シート４の構成において相違する。以下、詳しく説明する。
図７は本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１００において、反射シート４を
部分的に示す概略図である。図７では、貫通孔４１とレンズ３との位置関係を表すため、
レンズ３を破線にて示している。
【００５５】
　反射シート４は、実施の形態１と同様、高反射性を有し、バックライトシャーシ６に対
応して略矩形をなす一枚の合成樹脂シートからなり、レンズ３各々に対応する箇所に貫通
孔４１が設けられている。
【００５６】
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　貫通孔４１は前記垂直方向から見たレンズ３の形状に倣う円形状を有しており、レンズ
３の外縁と同一か若干小径を有する。また、貫通孔４１は前記垂直方向において、レンズ
３の位置と整合するように配置されている。
【００５７】
　また、貫通孔４１はその縁部に放射方向へ切り込まれた複数の切れ目４２が形成されて
いる。切れ目４２は、貫通孔４１の周縁から離れて、貫通孔４１の径方向に沿って複数形
成されており、切れ目４２は貫通孔４１に対して、図面視上下方向にて対称的に配置され
ている。
【００５８】
　本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１００は、反射シート４が以上のよう
な構成を有することから、貫通孔４１を含む貫通孔４１周辺での変形がより容易になる。
従って、作業者が反射シート４を基板２側に押し下げて、貫通孔４１にレンズ３を通過さ
せて、反射シート４を基板２の一面２ａ（バックライトシャーシ６の板部６１）上に敷き
備える組み立て作業がより容易になる。
【００５９】
　本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１００は、切れ目４２が貫通孔４１の
縁から離れて形成されているので、切れ目４２が貫通孔４１の縁から形成されている場合
に生じ得る不具合を未然に防止できる。
【００６０】
　すなわち、切れ目４２が貫通孔４１の縁から形成されている場合は、言わば反射シート
４において貫通孔４１の縁部が複数部分に切断されたような状態であり、個々の部分の変
形が自由に行われる。従って、反射シート４を組み立てる際、反射シート４の貫通孔４１
の縁部分（以下、単に孔縁部分という。）の一部が、前記垂直方向にめくれ上がり、レン
ズ３に引っかかったまま残ってしまう虞がある。このような場合、斯かる反射シート４の
孔縁部分が影になり、輝度ムラが生じる。
【００６１】
　しかし、本発明の実施の形態２に係るテレビジョン受像機１００では、切れ目４２が貫
通孔４１の縁から離れて形成されているので、変形にある程度の制限がかかる。すなわち
、切れ目４２によって、貫通孔４１がレンズ３を通過する際、貫通孔４１が容易に変形す
るが、切れ目４２が貫通孔４１の縁から離れて形成されているので、貫通孔４１がレンズ
３を通過した後は、原の形状に戻りやすくなり、上述したような問題が生じない。
【００６２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００６３】
（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機１００は、本発明の実施の形態１と略
同様の構成を有するが、反射シート４の構成において相違する。以下、詳しく説明する。
図８は本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機１００において、反射シート４を
部分的に示す概略図である。
【００６４】
　反射シート４は、実施の形態１と同様、高反射性を有し、バックライトシャーシ６に対
応して略矩形をなす一枚の合成樹脂シートからなり、レンズ３各々に対応する箇所に貫通
孔４１Ａが設けられている。図８では、貫通孔４１Ａとレンズ３との位置関係を表すため
、レンズ３を破線にて示している。
【００６５】
　貫通孔４１Ａは前記垂直方向から見た場合、楕円形状を有するように形成されている。
例えば、貫通孔４１Ａは、図面視上下方向が長径となる楕円状を有しており、前記垂直方
向において、レンズ３の位置と整合するように配置されている。
【００６６】
　貫通孔４１Ａは、前記垂直方向でのレンズ３の外縁の最大寸法より、長径の寸法が大き
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く、短径の寸法が小さい。すなわち、貫通孔４１Ａの長径はレンズ３のそれより大きいが
、貫通孔４１Ａの短径はレンズ３のそれと同一か若干小さい。
【００６７】
　本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機１００は反射シート４が以上のような
構成を有することから、貫通孔４１Ａの長径に係る縁間の間隔が、前記垂直方向でのレン
ズ３の外縁の寸法より小さい。従って、反射シート４を敷き備えた場合、貫通孔４１Ａに
おける長径に係る縁部がレンズ３の外縁に引っ掛かるので、反射シート４の浮き上がりが
レンズ３によって抑制される。これによって、本発明の実施の形態３に係るテレビジョン
受像機１００においては、簡単な構成にて反射シート４の浮き上がりを未然に防止できる
。
【００６８】
　また、反射シート４が以上のような構成を有することから、貫通孔４１Ａを含む貫通孔
４１Ａ周辺での変形がより容易になる。従って、反射シート４を基板２の一面２ａ（バッ
クライトシャーシ６の板部６１）上に敷き備える組み立て作業がより容易になる。
【００６９】
　更に、本発明の実施の形態３に係るテレビジョン受像機１００は、貫通孔４１Ａの短径
がレンズ３のそれと同一か若干小さいので、長径方向へのレンズ３の相対移動が制限され
る。従って、前記長径方向への移動が自由である場合に比べ、前記垂直方向において、貫
通孔４１（縁部）がレンズ３の外縁からはみ出ることを抑えることができる。よって、レ
ンズ３付近に反射シート４がない部分が存在することにより、表示パネル７２において輝
度ムラが生じる問題を極力低減させることが出来る。
【００７０】
　すなわち、レンズ３の外縁より大きい径を有する従来技術の貫通孔に比べると、本発明
に係る貫通孔４１Ａは以下のような特徴を有する。
１．長孔方向：レンズ３の直径＜貫通孔４１Ａの長径≦従来技術の貫通孔の直径　
２．短孔方向：貫通孔４１Ａの短径＜レンズ３の直径＜従来技術の貫通孔の直径　
【００７１】
　従って、本発明に係るテレビジョン受像機１００においては、前記垂直方向にてレンズ
３と貫通孔４１Ａとの位置ずれが生じず、位置ずれがない分は、従来技術での反射シート
の欠損領域よりも、本発明に係る貫通孔４１Ａの長径側の領域の方が、局所的な輝度ムラ
に対して改善されている。
【００７２】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００７３】
（実施の形態４）
　本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機１００は、本発明の実施の形態３と略
同様の構成を有するが、反射シート４の構成において相違する。以下、詳しく説明する。
図９は本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機１００において、反射シート４を
部分的に示す概略図である。図９では、貫通孔４１Ａとレンズ３との位置関係を表すため
、レンズ３を破線にて示している。
【００７４】
　反射シート４は、実施の形態３と同様、高反射性を有し、バックライトシャーシ６に対
応して略矩形をなす一枚の合成樹脂シートからなり、レンズ３各々に対応する箇所に貫通
孔４１Ａが設けられている。
【００７５】
　貫通孔４１Ａは前記垂直方向から見て楕円形状を有しており、前記垂直方向において、
レンズ３の位置と整合するように配置されている。
【００７６】
　また、貫通孔４１Ａはその縁部にてその形状に沿って複数の切れ目４２Ａが形成されて
いる。より詳しくは、切れ目４２Ａは、例えば、貫通孔４１Ａの長径に係る縁（以下、長
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径縁と言う）から離れて、該長径縁の形状に沿って形成されている。切れ目４２Ａは、貫
通孔４１Ａの両長径縁側に各々形成されており、相互対称する。
【００７７】
　また、以上の構成に限るものでなく、切れ目４２Ａは、例えば、貫通孔４１Ａの短径に
係る縁（以下、短径縁と言う）側に、該短径縁から離れて、該短径縁の形状に沿って形成
された構成であっても良い。
【００７８】
　更に、これに限るものでなく、貫通孔４１Ａが楕円形状でなく、例えば、円形状であっ
ても良い。
【００７９】
　本発明の実施の形態４に係るテレビジョン受像機１００は、反射シート４が以上のよう
な構成を有することから、貫通孔４１Ａを含む貫通孔４１Ａ周辺での変形がより容易にな
る。従って、作業者が反射シート４を基板２側に押し下げて、貫通孔４１Ａにレンズ３を
通過させて、反射シート４を基板２の一面２ａ（バックライトシャーシ６の板部６１）上
に敷き備える組み立て作業がより容易になる。
【００８０】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００８１】
（実施の形態５）
　本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機１００は、本発明の実施の形態１と略
同様の構成を有するが、反射シート４の構成において相違する。以下、詳しく説明する。
図１０は本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機１００において、反射シート４
を部分的に示す概略図である。
【００８２】
　反射シート４は、実施の形態１と同様、高反射性を有し、バックライトシャーシ６に対
応して略矩形をなす一枚の合成樹脂シートからなり、レンズ３各々に対応する箇所に貫通
孔４１が設けられている。図１０では、貫通孔４１とレンズ３との位置関係を表すため、
レンズ３を破線にて示している。
【００８３】
　貫通孔４１は前記垂直方向から見た場合、円形状を有するように形成されており、前記
垂直方向において、レンズ３の位置と整合するように配置されている。
【００８４】
　また、貫通孔４１はその縁部にてその形状に倣った形状の折り目４３が形成されている
。より詳しくは、貫通孔４１の縁から離れた位置に、該縁に沿って折り目４３が形成され
ている。折り目４３は、前記垂直方向での大きさにおいて、レンズ３より直径が若干小さ
い円形状なしている。
【００８５】
　本発明の実施の形態５に係るテレビジョン受像機１００は、反射シート４が以上のよう
な構成を有するので、折り目４３に対して貫通孔４１の縁側部分が、前記垂直方向に変形
し易い。従って、貫通孔４１を含む貫通孔４１周辺での変形がより容易になり、作業者が
反射シート４を基板２の一面２ａ（バックライトシャーシ６の板部６１）上に敷き備える
組み立て作業がより容易になる。
【００８６】
　実施の形態１と同様の部分については、同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００８７】
　　また、本発明に係るテレビジョン受像機１００は、以上の記載に限るものでない。
　一般に、バックライトシャーシ６は、他面（背面）全面を保持されるのではなく、周縁
部等その一部がブロック等にて保持される形で組み立てが実施される。従って、バックラ
イトシャーシ６の他面側に所定の装置を設置することが可能である。また、バックライト
シャーシ６には、一般に複数の貫通孔が形成されている。
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【００８８】
　従って、反射シート４の組み立ての際、バックライトシャーシ６の他面側に減圧機/加
圧機をセットして、これを作動させた状態で反射シート４の組み立て作業を行うことによ
り、反射シート４がバックライトシャーシ６側に吸引されて、レンズ３に貫通孔４１，４
１Ａを通過させる作業がよりし易くなる。
【符号の説明】
【００８９】
　１　発光ダイオード
　２　基板
　２ａ　一面
　３　レンズ
　４　反射シート
　４１，４１Ａ　貫通孔
　４２，４２Ａ　切れ目
　４３　折り目
　７０　表示部
　１００　テレビジョン受像機
　Ａ　光源装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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