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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生する発光部と、
　前記発光部から発生した前記光を受光する第１側面及び前記第１側面に隣接した第２側
面を含む導光板と、
　前記導光板の前記第２側面に固定されるブラケットと、
　底部及び前記底部から延長した側壁部を含んで前記発光部及び前記導光板を収納し、前
記側壁部に前記ブラケットが締結される締結部を含む収納容器とを含み、
　前記第２側面は、平坦であり、
　前記導光板の第２側面と前記ブラケットとの間に介在して前記ブラケットを前記導光板
に固定する接着部材をさらに含み、
　前記接着部材は、前記導光板に接着される第１接着層と、前記ブラケットに接着される
第２接着層と、前記第１接着層及び前記第２接着層の間に形成された光反射層とを含むこ
とを特徴とするバックライトアセンブリ。
【請求項２】
　前記ブラケットは、
　前記導光板に固定されたプレートと、
　前記プレートから突出して前記締結部に締結されるフック部と、を含むことを特徴とす
る請求項１に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項３】
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　前記フック部は、前記プレートから傾いて突出した三角柱形状を有することを特徴とす
る請求項２に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項４】
　前記締結部は、前記収納容器の側壁部に形成された、前記フック部が挿入される締結ホ
ールであることを特徴とする請求項２に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項５】
　前記締結部は、前記収納容器の側壁部に形成された、前記フック部が挿入される締結溝
であることを特徴とする請求項２に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項６】
　前記光反射層は、銀（Ａｇ）物質を含む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７】
　前記導光板は前記第１側面が前記第２側面より長く、平面図上で長方形状を有し、前記
発光部は前記第１側面と向き合って配置される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８】
　前記導光板の前記第１側面及び前記第２側面が接するコーナー部を覆い、前記収納容器
に締結されるダミーブラケットをさらに含み、
　前記ダミーブラケットは、
　前記第１側面の一部を覆う第１固定板と、
　前記第１固定板から延長して前記第２側面の一部を覆う第２固定板と、
　前記収納容器の側壁が伸張した方向と垂直した方向に前記第１固定板から延長して前記
収納容器の側壁に固定されるダミーブラケット固定板と、を含み、
　前記収納容器の側壁は前記のダミーブラケット固定板を固定するダミーブラケット固定
溝を含む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９】
　前記導光板及び前記収納容器の側壁に接触して配置され、前記導光板及び前記発光部の
接触を防止する接触防止部をさらに含み、
　前記接触防止部は前記発光部の両側の側部に隣接するように形成されることを特徴とす
る請求項１に記載のバックライトアセンブリ。
【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に係り、より詳細には表示装置用バックライトアセ
ンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
表示装置において表示パネルに光を提供するバックライトアセンブリは光源の位置によっ
て、エッジ型と直下型に区別される。特に、エッジ型バックライトアセンブリは光源から
光を受光して表示パネル方向に光を出射する導光板を含む。
【０００３】
ところで、導光板は板状であるので、外部の振動及び衝撃によって損傷する可能性が高く
、光源による熱によって膨張しやすい。また、導光板が揺動する（ガタつく）と導光板が
損傷したり光源の損傷を招く恐れがある。従って、導光板は、表示装置に含まれた構成要
素を収納する収納容器に収納、固定される。
【０００４】
一般的に、導光板を収納容器に固定するために、導光板の側面に溝や突出部を形成し、導
光板の溝や突出部に対応して収納容器に形成された突出部や溝に導光板の溝や突出部を挿
入して固定する。また、導光板の溝にスタッドをはじめとする固定部材を挿入し、固定部
材を収納容器に固定することによって、導光板を収納容器に固定する。　
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【０００５】
しかし、導光板に溝や突出部を形成するとなると、溝や突出部から光が散乱したり、漏れ
る現象が発生し、これによって、導光板を含んだ表示装置の光効率が落ちる問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１９８６７０号公報
【特許文献２】特開平１０－０９６９２１号公報
【特許文献３】韓国特許出願公開第２００６‐００１６５４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は導光板の表面の
平坦性を維持しながら導光板の揺動（ガタつき）を防止できるバックライトアセンブリを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためになされた本発明によるバックライトアセンブリは、光を発生
する発光部と、前記発光部から発生した前記光を受光する第１側面及び前記第１側面に隣
接した第２側面を含む導光板と、前記導光板の前記第２側面に固定されるブラケットと、
底部及び前記底部から延長した側壁部を含んで前記発光部及び前記導光板を収納し、前記
側壁部に前記ブラケットが締結される締結部を含む収納容器とを含み、前記第２側面は、
平坦であり、前記導光板の第２側面と前記ブラケットとの間に介在して前記ブラケットを
前記導光板に固定する接着部材をさらに含み、前記接着部材は、前記導光板に接着される
第１接着層と、前記ブラケットに接着される第２接着層と、前記第１接着層及び前記第２
接着層の間に形成された光反射層とを含むことを特徴とする。
【０００９】
本発明の一実施形態において、前記ブラケットは、前記導光板に固定されたプレート及び
前記プレートから突出して前記締結部に締結されるフック部を含むことができる。
【００１０】
本発明の一実施形態において、前記フック部は前記プレートから傾いて突出した三角柱形
状を有することができる。
【００１１】
本発明の一実施形態において、前記締結部は前記フック部が挿入されて前記収納容器の側
壁部に形成された締結ホールであってもよい。
【００１２】
本発明の一実施形態において、前記締結部は前記フック部が挿入されて前記収納容器の側
壁部に形成された締結溝であってもよい。
【００１８】
本発明の一実施形態において、前記光反射層は銀（Ａｇ）物質を含むことができる。
【００１９】
本発明の一実施形態において、前記導光板は前記第１側面が前記第２側面より長く、平面
図上で長方形状を有し、前記発光部は前記第１側面と向き合って配置されてもよい。
【００２１】
本発明の一実施形態において、前記バックライトアセンブリは前記導光板の前記第１側面
及び前記第２側面が接するコーナー部を覆い前記収納容器に締結されるダミーブラケット
をさらに含むことができる。
【００２２】
本発明の一実施形態において、前記のダミーブラケットは、前記第１側面の一部を覆う第
１固定板、前記第１固定板から延長して前記第２側面の一部を覆う第２固定板、及び前記
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収納容器の側壁が伸張した方向と垂直した方向に前記第１固定板から延長して前記収納容
器の側壁に固定されるダミーブラケット固定板を含むことができる。
【００２３】
本発明の一実施形態において、前記収納容器の側壁は前記のダミーブラケット固定板を固
定するダミーブラケット固定溝を含むことができる。
【００２４】
本発明の一実施形態において、前記バックライトアセンブリは前記導光板及び前記収納容
器の側壁に接触して配置され、前記導光板及び前記発光部の接触を防止する接触防止部を
さらに含むことができ、前記接触防止部は前記発光部の両側の側部に隣接するように形成
されてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
本発明に係るこのようなバックライトアセンブリによると、導光板が収納容器に収納され
る際に、導光板に付着したブラケットのフック部が収納容器に形成された締結部に締結さ
れるので、導光板に溝や屈曲を形成して導光板の平坦性を損なうことなく導光板をガイド
して固定でき、外部から衝撃及び振動が印加されても導光板の揺動（ガタつき）が防止で
きる。
【００２７】
また、導光板及びブラケットの間の接着部材が弾性を有しているので、ブラケットを収納
容器に締結する作業、及び収納容器に締結されたブラケットを分離する作業を容易に繰り
返すことができる。
【００２８】
また、導光板及び収納容器の間に接着部材が形成され、接着部材が弾性を有しているので
、導光板が発光部から発生した熱によって膨張しても導光板と収納容器との接触を防止で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の分解斜視図である。
【図２】図１のＩ‐Ｉ’線に沿って切断した断面図である。
【図３】本発明の他の実施形態に係る表示装置を示した断面図である。
【図４】本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図５】本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図６】図５の‘Ａ’部分を示した拡大平面図である。
【図７】本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図８】図７の‘Ｂ’部分を示した拡大平面図である。
【図９】本発明のまた他の実施形態に係る表示装置を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
以下、添付の図面を参照して、本発明の望ましい実施形態をより詳細に説明する。
【００３１】
［実施形態１］
図１は本発明の一実施形態に係る表示装置の分解斜視図であり、図２は図１のＩ‐Ｉ’線
に沿って切断した断面図である。
【００３２】
図１及び図２を参照すると、本実施形態に係る表示装置１００はトップシャーシ１１０、
表示パネル１２０及びバックライトアセンブリ２００を含む。
【００３３】
トップシャーシ１１０は表示パネル１２０の上方に配置されて外部の衝撃から表示パネル
１２０を保護し、トップシャーシ１１０の上面には表示パネル１２０の表示領域を外部に
露出するウィンドウが形成されている。
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【００３４】
表示パネル１２０は第１基板１２２、第１基板１２２と対向する第２基板１２４、及び第
１及び第２基板１２２、１２４の間に介在する液晶層（図示せず）を含み、バックライト
アセンブリ２００に含まれる導光板２２０（後述）の出射面２２５から出射される光を利
用して映像を表示する。
【００３５】
バックライトアセンブリ２００は表示パネル１２０の下方に配置されて表示パネル１２０
に光を提供する。バックライトアセンブリ２００は発光部２１０、導光板２２０、接着部
材２３０、ブラケット２４０、反射板２６０及び収納容器２７０を含む。
【００３６】
発光部２１０は印刷回路基板２１２及び複数の発光チップ２１４を含む。印刷回路基板２
１２は発光チップ２１４を駆動するための電源を外部から印加されて発光チップ２１４に
伝達する。発光チップ２１４は印刷回路基板２１２に実装されて印刷回路基板２１２から
電源を印加されて光を発する。例えば、それぞれの発光チップ２１４は発光ダイオード（
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）である。
【００３７】
本実施形態においては、発光部２１０が印刷回路基板２１２及び発光チップ２１４で構成
される場合を例として説明したが、発光部２１０は冷陰極蛍光ランプ（Ｃｏｌｄ　Ｃａｔ
ｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ：ＣＣＦＬ）、又は平板蛍光ランプ（Ｆｌ
ａｔ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ：ＦＦＬ）等であってもよい。
【００３８】
導光板２２０は長方形の平面図を有する平板形態であり、第１側面２２１、第２側面２２
２、第３側面２２３、第４側面２２４、出射面２２５及び反射面２２６を有する。
【００３９】
第１側面２２１及び第３側面２２３は、それぞれ第２側面２２２及び第４側面２２４に比
べて平面図上で長方形の導光板２２０の長辺に該当する側面であり、第１側面２２１及び
第３側面２２３と向き合って配置された発光部２１０から光を受光する。
第２側面２２２及び第４側面２２４はそれぞれ導光板２２０の第１側面２２１及び第３側
面２２３に隣接した、平面図上で導光板２２０の短辺に該当する側面であり、第２側面２
２２及び第４側面２２４には接着部材２３０が付着する。出射面２２５は第１側面２２１
及び第３側面２２３から入射して導光板内でガイドされた光を表示パネル１２０に向けて
出射する。反射面２２６は導光板２２０の内部から図で下方に漏洩した光を反射する。
【００４０】
本実施形態においては、２つの発光部２１０がそれぞれ第１側面２２１及び第３側面２２
３に向き合って配置されているが、１つの発光部２１０だけが第１側面２２１、又は、第
３側面２２３に向き合って配置されてもよい。
接着部材２３０は導光板２２０で発光部２１０と向き合う第１側面２２１と第３側面２２
３に平面図上で直交する第２側面２２２及び第４側面２２４に付着され、ブラケット２４
０を導光板２２０に固定する。接着部材２３０は両面に接着物質が形成され、弾性を有し
てもよい。例えば、接着部材２３０はポロン（ｐｏｒｏｎ）物質を含み、接着部材２３０
の厚さは１．０ミリメートル（ｍｍ）である。
【００４１】
具体的に、接着部材２３０は両面テープとして、第１接着層２３２、第２接着層２３４及
び光反射層２３６を含む。
【００４２】
第１接着層２３２は導光板２２０の第２側面２２２及び導光板２２０の第４側面２２４に
接着される。第１接着層２３２はポロン物質を含み、透明な物質で形成される。第２接着
層２３４はブラケット２４０のプレート２４２に接着される。第２接着層２３４はポロン
物質を含み、透明な物質で形成される。光反射層２３６は第１接着層２３２及び第２接着
層２３４の間に形成されて光を反射する物質を含む。例えば、光反射層２３６は銀（Ａｇ
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）が蒸着されたフィルムである。
【００４３】
導光板２２０に付着した接着部材２３０を黒色物質で構成するか、又は、導光板２２０か
ら印加された光を吸収する物質で構成すると、接着部材２３０によって輝度が低下する問
題がある。
【００４４】
しかし、本実施形態においては導光板２２０から接着部材２３０に印加された光は第１接
着層２３２を通過して光反射層２３６によって反射されて導光板２２０の内部に入射する
。従って、導光板２２０に付着した接着部材２３０による輝度の低下を防止することがで
きる。
【００４５】
ブラケット２４０は接着部材２３０及び収納容器２７０の側壁部の間に配置されて、導光
板２２０の第２側面２２２及び第４側面２２４に付着した接着部材２３０と付着する。ブ
ラケット２４０はプレート２４２及びフック部２４４を含む。プレート２４２は接着部材
２３０に付着し、フック部２４４はプレート２４２の端部から傾いて突出した三角柱形状
を有する。例えば、１つのプレート２４２に形成されたフック部２４４の個数は３つであ
る。しかし、これに限定せずプレート２４２に形成されたフック部２４４の個数はＮ（Ｎ
は自然数）個であってもよい。プレート２４４の断面は上部が水平方向に延伸された「逆
Ｌ」字形を有することによって、プレート２４４の上部は収納容器２７０の側壁部の上面
に固定され、これによって、収納容器２７０の底部２７１とブラケット２４０との間に空
間が発生する場合にもブラケット２４０をガイドして収納容器２７０に締結する。
【００４６】
反射板２６０は導光板２２０の下方と収納容器２７０との間に配置され、発光部２１０か
ら発生した光のうち導光板２２０から下方に漏洩した光を反射する。
【００４７】
収納容器２７０は底部２７１及び底部２７１から延長して収納空間を形成する第１側壁部
２７２、第２側壁部２７３、第３側壁部２７４及び第４側壁部２７５で構成される。例え
ば、収納容器２７０はアルミニウムのような金属材質で形成され、収納容器２７０は反射
板２６０、導光板２２０、発光部２１０及び光学シート２５０を収納する。
【００４８】
収納容器２７０はブラケット２４０が締結される締結部２７９を含む。具体的に、収納容
器２７０の第２側壁部２７３及び第４側壁部２７５にはブラケット２４０のフック部２４
４が締結される締結部２７９が形成される。例えば、締結部２７９は収納容器２７０の第
２側壁部２７３及び第４側壁部２７５に形成された、フック部２４４が挿入されるべき締
結ホールである。例えば、締結部２７９はブラケット２４０に含まれたフック部２４４の
個数に対応して第２側壁部２７３及び第４側壁部２７５に３つずつ形成される。第２側壁
部２７３及び第４側壁部２７５の上面にはブラケット２４０の上部が固定され、これによ
って、収納容器２７０の底部２７１及びブラケット２４０の間に空間が形成されても第２
側壁部２７３及び第４側壁部２７５はブラケット２４０の位置をガイドして締結すること
ができる。
【００４９】
表示装置１００は光学シート２５０及びモールドフレーム１３０をさらに含む。光学シー
ト２５０はバックライトアセンブリ２００及び表示パネル１２０の間に配置されてバック
ライトアセンブリ２００から入射される光の効率を増加する。光学シート２５０は拡散シ
ート、プリズムシート及び集光シートを含む。モールドフレーム１３０は表示パネル１２
０と光学シート２５０との間に配置されて表示パネル１２０を支持すると共に、導光板２
２０、光学シート２５０及び反射板２６０を収納容器２７０に固定する。
【００５０】
本実施形態によると、導光板２２０が収納容器２７０に収納される際、導光板２２０に固
定されたブラケット２４０のフック部２４２が収納容器２７０に形成された締結部２７９
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に締結されることによって、導光板２２０に溝や屈曲を形成せず導光板２２０をガイドし
て固定し、外部から衝撃乃至振動が表示装置１００に印加されても導光板２２０の揺動（
ガタつき）が防止される。
【００５１】
また、接着部材２３０が弾性を有しているので、ブラケット２４０を収納容器２７０の締
結部２７９に締結する作業、及び、締結部２７９に締結されたブラケット２４０を分離す
る作業を容易に繰り返すことができる。
【００５２】
また、導光板２２０及び収納容器２７０の間に接着部材２３０が形成され、その接着部材
２３０が弾性を有しているので、導光板２２０が発光部２１０から発生した熱によって膨
張しても導光板２２０と収納容器２７０との接触を防止できる。　
【００５３】
［実施形態２］
図３は本発明の他の実施形態に係る表示装置を示した断面図である。
【００５４】
本実施形態による表示装置３００はブラケット３４０及び収納容器３７０を除いては図２
に示した表示装置１００と実質的に同一である。従って、図２と同一な部材は同じ参照符
号で示し、重複する詳細な説明は省略する。
【００５５】
図３を参照すると、本実施形態でブラケット３４０は接着部材２３０及び収納容器３７０
の側壁部の間に配置されて、導光板２２０の第２側面２２２及び第４側面２２４に付着し
た接着部材２３０と付着する。ブラケット３４０はプレート３４２及びフック部３４４を
含む。プレート３４２は接着部材２３０に直接付着して、フック部３４４はプレート３４
２の端部から傾いて突出した三角柱形状を有する。この場合、フック部３４４は上記図２
の実施形態と比較して突出する量が少なく、後述する収納容器３７０の側壁部３７３と締
結溝を通じて結合する。
【００５６】
収納容器３７０はブラケット３４０が締結される締結部３７９を含む。具体的に、収納容
器３７０でブラケット３４０と向き合う第２側壁部３７３にはブラケット３４０のフック
部３４４が締結される締結部３７９が形成される。締結部３７９は収納容器３７０の第２
側壁部３７３に形成された、フック部２４４が挿入されるべき締結溝（非貫通穴）である
。
【００５７】
プレート３４４の断面は上部が水平方向に延伸された「逆Ｌ」字形を有することによって
プレート３４４の上部は収納容器３７０の第２側壁部３７３の上面に固定され、これによ
って、側壁部３７３はブラケット３４０の位置をガイドして収納容器３７０に締結する。
【００５８】
本実施形態によると、収納容器３７０の側壁３７３の内部に締結部３７９を形成してフッ
ク部３４４を締結することによって、収納容器３７０の外面の平坦性を維持しながら導光
板２２０を収納容器３７０にガイドして固定できる。　
【００５９】
［実施形態３］
図４は本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【００６０】
本実施形態によるバックライトアセンブリ５００は表示装置に含まれ、バックライトアセ
ンブリ５００を含んだ表示装置は図１及び図２に示した表示装置１００と比較して接着部
材２３０及びブラケット２４０の位置と収納容器４７０とを除いては図１及び図２に示し
た表示装置１００と実質的に同一である。従って、図１及び図２と同じ部材は同じ参照符
号で示し、重複する詳細な説明は省略する。
【００６１】
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図４を参照すると、導光板２２０は長方形の平面図を有する平板形態であり、第１側面２
２１及び第３側面２２３はそれぞれ第２側面２２２及び第４側面２２４に比べて平面図上
で長い導光板２２０の長辺に該当する側面であり、第１側面２２１及び第３側面２２３に
は接着部材２３０が付着してブラケット２４０が固定され、第２側面２２２及び第４側面
２２４には発光部２１０が配置される。
【００６２】
本実施形態においては、２つの発光部２１０がそれぞれ第２側面２２２及び第４側面２２
４に向き合って配置されているが、１つの発光部２１０だけが第２側面２２２、又は、第
４側面２２４に配置されてもよい。
【００６３】
収納容器４７０は底部４７１、第１側壁部４７２、第２側壁部４７３、第３側壁部４７４
及び第４側壁部４７５を含み、第１側壁部４７２及び第３側壁部４７４にはブラケット２
４０のフック部２４４が締結される締結部４７９が形成される。締結部４７９は締結ホー
ル、又は、締結溝である。
【００６４】
本実施形態によると、発光部２１０を導光板２２０の短辺に向き合って配置し、ブラケッ
ト２４０を導光板２２０の長辺に固定するので、導光板２２０をより確実に収納容器４７
０に締結できる。　
【００６５】
［実施形態４］
図５は本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図であって、
図６は図５の「Ａ」部分を示した拡大平面図である。
【００６６】
本実施形態によるバックライトアセンブリ７００は表示装置に含まれ、バックライトアセ
ンブリ７００を含んだ表示装置は、図１に示した表示装置１００のバックライトアセンブ
リ２００を除いては図１に示した表示装置１００と実質的に同一である。また、本実施形
態によるバックライトアセンブリ７００は第１ダミーブラケット７５０及び第２ダミーブ
ラケット７６０をさらに含んで収納容器７７０の構造が異なる点を除いては図４に示した
バックライトアセンブリ５００と実質的に同一である。従って、図４と同一な部材は同じ
参照符号で示し、重複する詳細な説明は省略する。
【００６７】
図５を参照すると、本実施形態に係るバックライトアセンブリ７００は発光部２１０、導
光板２２０、接着部材２３０、ブラケット２４０、反射板２６０、収納容器７７０、第１
ダミーブラケット７５０及び第２ダミーブラケット７６０を含む。
【００６８】
第１ダミーブラケット７５０及び第２ダミーブラケット７６０は導光板２２０のコーナー
部を覆い、導光板２２０を収納容器７７０に固定する。この場合、第１及び第２ダミーブ
ラケット７５０、７６０は発光部２１０が配置された導光板２２０の側面のコーナー部に
配置される。
【００６９】
具体的に、第１ダミーブラケット７５０は導光板２００の第１側面２２１及び第２側面２
２２が接するコーナー部を覆い、導光板２２０を収納容器７７０に固定する。第２ダミー
ブラケット７６０は導光板２００の第２側面２２２及び第３側面２２３が接するコーナー
部を覆い、導光板２２０を収納容器７７０に固定する。
【００７０】
収納容器７７０は底部７７１、第１側壁部７７２、第２側壁部７７３、第３側壁部７７４
及び第４側壁部７７５、第１ダミーブラケット固定溝７７６、第２ダミーブラケット固定
溝７７７、発光部固定溝７７８及び締結部７７９を含む。
【００７１】
底部７７１、第１側壁部７７２、第２側壁部７７３、第３側壁部７７４及び第４側壁部７
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７５は収納空間を形成して発光部２１０、導光板２２０、接着部材２３０、ブラケット２
４０及び反射板２６０を収納する。
【００７２】
第１ダミーブラケット固定溝７７６は第１側壁７７２に形成されて第１ダミーブラケット
７５０を固定し、第２ダミーブラケット固定溝７７７は第３側壁７７４に形成されて第２
ダミーブラケット７６０を固定する。
【００７３】
発光部固定溝７７８は発光部２１０を固定して発光部２１０の揺動を防止し、締結部７７
９には導光板２２０に付着したブラケット２４０が締結される。
【００７４】
第１ダミーブラケット７５０は第１固定板７５２、第２固定板７５４及びダミーブラケッ
ト固定板７５６を含む。第１固定板７５２は導光板２２０の第１側面２２１と収納容器７
７０の第１側壁部７７２との間に位置して、導光板２２０を固定し、第２固定板７５４は
第１固定板７５２から垂直に延長して導光板２２０の第２側面２２３の一部を覆って導光
板２２０を固定する。
ダミーブラケット固定板７５６は収納容器７７０の第１側壁部７７２の伸張方向と垂直な
方向に第１固定板７５２から延長して収納容器７７０の第１側壁部７７２に形成された第
１ダミーブラケット固定溝７７６に締着する。
【００７５】
第２ダミーブラケット７６０の構成及び機能は第１ダミーブラケット７５０の構成及び機
能と実質的に同一なので詳細な説明は省略する。
【００７６】
本実施形態においては、発光部２１０が導光板２２０の第２側面２２２と向き合って１つ
だけ形成されているが、発光部２１０は導光板２２０の第４側面２２４と向き合ってさら
に形成される場合がある。その場合、収納容器７７０の第１、第３側壁部７７２、７７４
は第４側壁部７７５に近接する側に、第１ダミーブラケット７５０、第２ダミーブラケッ
ト７６０、第１ダミーブラケット固定溝７７６、第２ダミーブラケット固定溝７７７及び
発光部固定溝７７８に相当する部材をさらに含む。
【００７７】
本実施形態によると、導光板２２０に付着したブラケット２４０が収納容器７７０に締結
され、第１ダミーブラケット７５０及び第２ダミーブラケット７６０が導光板２２０を覆
って収納容器７７０に固定されるので、導光板２２０に溝や屈曲を形成せず導光板２２０
をガイドして固定し、外部から衝撃及び振動がバックライトアセンブリ７００に印加され
ても図４に示したバックライトアセンブリ５００に比べて導光板２２０の揺動がさらに確
実に防止できる。　
【００７８】
［実施形態５］
図７は本発明のまた他の実施形態に係るバックライトアセンブリの分解斜視図であって、
図８は図７の「Ｂ」部分を示した拡大平面図である。　
【００７９】
本実施形態によるバックライトアセンブリ９００は表示装置に含まれ、バックライトアセ
ンブリ９００を含んだ表示装置は図１に示した表示装置１００のバックライトアセンブリ
２００を除いては図１に示した表示装置１００と実質的に同一である。　また、本実施形
態によるバックライトアセンブリ９００は発光部２１０を１つのみ含み、且つ接触防止部
９１０をさらに含む点を除いては図４に示したバックライトアセンブリ５００と実質的に
同一である。従って、図４と同一な部材は同じ参照符号で示し、重複する詳細な説明は省
略する。
【００８０】
図７及び図８を参照すると、本実施形態に係るバックライトアセンブリ９００は発光部２
１０、導光板２２０、接着部材２３０、ブラケット２４０、反射板２６０、収納容器４７
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０及び接触防止部９１０を含む。　
【００８１】
接触防止部９１０は導光板２２０及び収納容器４７０の間で発光部２１０の両側側部に隣
接し、導光板２２０及び収納容器４７０の第２側壁４７３に接触して配置される。接触防
止部９１０は、発光部２１０に比べて幅が広いので導光板２２０と発光部２１０との接触
を防止する。例えば、接触防止部９１０はシリコン材質で形成される。
【００８２】
本実施形態においては発光部２１０が導光板２２０の第２側面２２２と向き合って１つだ
け形成されているが、発光部２１０は導光板２２０の第４側面２２４と向き合ってさらに
形成されてもよい。その場合、接触防止部９１０は導光板２２０の第４側面２２４と向き
合って形成された発光部の両側側部に隣接してさらに形成される。
【００８３】
本実施形態によると、導光板２２０が発光部２１０の熱によって膨張した場合ても導光板
２２０と発光部２１０との接触を防止するので、導光板２２０の膨張によって起こる発光
部２１０の損傷を防止できる。　
【００８４】
［実施形態６］
図９は本発明のまた他の実施形態に係る表示装置を示した断面図である。
【００８５】
本実施形態による表示装置１３００は表示パネル１１２０、光学シート１２５０、モール
ドフレーム１１３０及びトップシャーシ１１１０を除いては図３に示した表示装置３００
と実質的に同一である。従って、図３と同一の部材は同じ参照符号で示し、重複する詳細
な説明は省略する。
【００８６】
図９を参照すると、導光板２２０の入射面の第２側面２２２が溝や屈曲が無く平坦である
ので、表示パネル１１２０で第１基板１１２２と第２基板１１２４とが重複する表示領域
が導光板２２０の第２側面２２２の位置まで延びてもよい。即ち、表示パネル１１２０で
第１基板１１２２と第２基板１１２４とが重複しない非表示領域が接着部材２３０と重複
し、第２基板１１２４の側面は導光板２２０の第２側面２２２と平面図上で一致できる。
【００８７】
光学シート１２５０はバックライトアセンブリ２００と表示パネル１１２０との間で第１
基板１１２２と第２基板１１２４が重複する表示領域に配置されてバックライトアセンブ
リ２００から入射される光の効率を増加する。
【００８８】
モールドフレーム１１３０は表示パネル１１２０と光学シート１２５０との間に配置され
て表示パネル１１２０を支持し、導光板２２０、光学シート１２５０及び反射板２６０を
収納容器２７０に固定する。
【００８９】
本実施形態によると、表示パネル１１２０の表示領域が導光板２２０の側面まで延長して
あるので、トップシャーシ１１１０の幅を減少してナローベゼル（ｎａｒｒｏｗ　ｂｅｚ
ｅｌ）表示装置を実現できる。　
【産業上の利用可能性】
【００９０】
以上説明した通り、導光板を収納容器に収納する際、導光板に付着したブラケットのフッ
ク部を収納容器に形成した締結部に締結することによって、導光板に溝や屈曲を形成せず
導光板をガイドして固定しているので、外部から衝撃及び振動が表示装置に印加された場
合でも導光板の揺動を防止でき、導光板の損傷を軽減できる。
【００９１】
また、導光板及びブラケットの間の接着部材が弾性を有している場合、ブラケットを収納
容器に締結し、又は収納容器に締結されたブラケットを分離する作業を容易に繰り返すこ
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とができる。
【００９２】
また、導光板と収納容器との間に接触防止部が形成され、接触防止部が弾性を有している
場合、導光板が発光部から発生した熱によって膨張しても導光板と収納容器との接触を防
止できる。
【００９３】
また、導光板の側面が平坦であるので、表示パネルの表示領域を導光板の側面まで延長で
き、ナローベゼル（ｎａｒｒｏｗ　ｂｅｚｅｌ）表示装置を実現できる。
【００９４】
以上、実施形態を参照して説明したが、該当技術分野の熟練した当業者は下記の特許請求
の範囲に記載された本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正及
び変更する可能性があることを理解できるであろう。
【符号の説明】
【００９５】
１００、３００　　　表示装置
１１０、１１１０　　トップシャーシ
１２０、１１２０　　表示パネル
１２２、１１２２　　第１基板
１２４、１１２４　　第２基板
１３０、１１３０　　モールドフレーム
２００、３１０、５００、７００、９００　　バックライトアセンブリ
２１０　　発光部
２１２　　印刷回路基板
２１４　　発光チップ
２２０　　導光板
２２１、２２２、２２３、２２４　　第１、第２、第３、第４側面
２２５　　出射面
２２６　　反射面
２３０　　接着部材
２３２、２３４　　第１、第２接着層
２３６　　光反射層
２４０、３４０　　ブラケット
２４２、３４２　　プレート
２４４、３４４　　フック部
２５０、１２５０　　光学シート
２６０　　反射板
２７０、３７０、４７０、７７０　　収納容器
２７１、４７１、７７１　　底部
２７２、２７３、２７４、２７５　　第１、第２、第３、第４側壁部
３７３　　側壁部
２７９、３７９、４７９　　締結部
４７２、４７３、４７４、４７５　　第１、第２、第３、第４側壁部
７５０、７６０　　第１、第２ダミーブラケット
７５２、７６２　　第１固定板
７５４、７６４　　第２固定板
７５６、７６６　　ダミーブラケット固定板
７７２、７７３、７７４、７７５　　第１、第２、第３、第４側壁部
７７６、７７７　　第１、第２ダミーブラケット固定溝
７７８　　発光部固定溝
９１０　　接触防止部
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