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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　角に段差部が形成された側面を有する導光板と、
　前記導光板の上部に具備された光学シートと、
　前記光学シート及び前記導光板を収納するために、底面及び前記底面から延長された側
壁を有する収納容器と、を含み、
前記側壁は、前記導光板の前記段差部が形成された側面のうち前記段差部以外の側面の長
手方向の長さに対応して向きあうように形成される第１側壁部と、前記段差部に対応して
前記導光板を固定する導光板固定部の一部を構成するように形成される第２側壁部とを含
むことを特徴とするバックライトアセンブリ。
【請求項２】
　前記導光板固定部は、前記第１側壁部の一部を折曲して形成されることを特徴とする請
求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項３】
　前記側壁には、前記光学シートを固定するための光学シート固定部が形成されることを
特徴とする請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項４】
　前記光学シート固定部は、突起形状を有することを特徴とする請求項３記載のバックラ
イトアセンブリ。
【請求項５】
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　前記第２側壁部は、前記導光板を固定するために、前記第１側壁部に対して離隔して前
記底面上に形成されることを特徴とする請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項６】
　前記導光板固定部と前記導光板固定部と対向する前記導光板の側面とは、第１ギャップ
を有し、前記第１側壁部と前記第１側壁部と対向する前記導光板の側面とは、第２ギャッ
プを有し、前記第２ギャップは、前記第１ギャップより小さいか、同じであることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれかに記載のバックライトアセンブリ。
【請求項７】
　前記導光板固定部は、前記第１側壁部の両側に配置されることを特徴とする請求項１記
載のバックライトアセンブリ。
【請求項８】
　前記導光板の段差部によって形成された角は、曲面を含むことを特徴とする請求項１記
載のバックライトアセンブリ。
【請求項９】
　前記曲面の曲率半径は、０．３ｍｍ以上であることを特徴とする請求項８記載のバック
ライトアセンブリ。
【請求項１０】
　前記導光板固定部は、前記収納容器の向かい合う２個の側壁にそれぞれ形成されること
を特徴とする請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項１１】
　前記導光板のうち、前記導光板固定部に対して垂直な側面には、ランプアセンブリが配
置されることを特徴とする請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項１２】
　前記ランプアセンブリは、ランプカバー、前記ランプカバーの内部に配置されたランプ
、及び前記ランプを固定するランプホルダーを含むことを特徴とする請求項１１記載のバ
ックライトアセンブリ。
【請求項１３】
　前記底面には、前記ランプカバーを固定するための締結孔、及び前記ランプカバーの位
置を整列するための突起が形成され、前記ランプカバーには、前記締結孔、及び突起の位
置に対応して形成された結合孔が形成されることを特徴とする請求項１２記載のバックラ
イトアセンブリ。
【請求項１４】
　前記ランプホルダーは、放熱のために前記底面の外側に一部が突出されることを特徴と
する請求項１２記載のバックライトアセンブリ。
【請求項１５】
　前記収納容器は、前記導光板固定部と対応する位置に配置された固定部材を更に含むこ
とを特徴とする請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項１６】
　前記固定部材は、外側面にグルーブ形状の溝が形成された第１固定面、及び前記第１固
定面に連結され前記底面に固定される第２固定面を含むことを特徴とする請求項１５記載
のバックライトアセンブリ。
【請求項１７】
　前記収納容器は、前記側壁に固定されるパネルガイド部材を更に含むことを特徴とする
請求項１記載のバックライトアセンブリ。
【請求項１８】
　前記パネルガイド部材は、前記収納容器の底面と平行に配置された第１面、前記第１面
から前記収納容器の側壁に結合される第２面を含むことを特徴とする請求項１７記載のバ
ックライトアセンブリ。
【請求項１９】
　前記第１面のうち、前記収納容器の底面と向かい合う面には、前記導光板の段差部と接
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触され前記導光板の横ずれを抑制するための結合片が形成されることを特徴とする請求項
１８記載のバックライトアセンブリ。
【請求項２０】
　角に段差部が形成された側面を有する導光板、前記導光板の上部に具備された光学シー
ト、及び前記光学シート及び前記導光板を収納するために、底面及び前記底面から延長さ
れた側壁を有する収納容器を含み、前記側壁は、前記導光板の前記段差部が形成された側
面のうち前記段差部以外の側面の長手方向の長さに対応して向きあうように形成される第
１側壁部と、前記段差部に対応して前記導光板を固定する導光板固定部の一部を構成する
ように形成される第２側壁部とを含むバックライトアセンブリと、
　前記収納容器に配置されたパネルガイド部材と、
　前記パネルガイド部材に配置され、前記導光板から出射された前記光を情報が含まれた
イメージ光に変更する表示パネルと、を含む表示装置。
【請求項２１】
　前記導光板固定部は、前記第１側壁部の一部を折曲して形成されることを特徴とする請
求項２０記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記側壁には、前記光学シートを固定するための光学シート固定部が形成されることを
特徴とする請求項２０記載の表示装置。
【請求項２３】
　前記光学シート固定部は突起形状を有し、前記光学シートは固定ホールを含み、前記光
学シート固定部が前記固定ホールに挿入されていることを特徴とする請求項２２記載の表
示装置。
【請求項２４】
　角に段差部が形成された側面を有する導光板、前記導光板の上部に具備された光学シー
ト、及び前記光学シート及び前記導光板を収納するために、底面及び前記底面から延長さ
れた側壁を有する収納容器を含み、前記側壁は、前記導光板の前記段差部が形成された側
面のうち前記段差部以外の側面の長手方向の長さに対応して向きあうように形成される第
１側壁部と、前記段差部に対応して前記導光板を固定する導光板固定部の一部を構成する
ように形成される第２側壁部とを含むバックライトアセンブリと、
　前記収納容器に配置されたパネルガイド部材と、
　前記パネルガイド部材に配置され、前記導光板から出射された前記光を情報が含まれた
イメージ光に変更する表示パネルと、を含む表示装置の組立方法において、
　前記導光板固定部を前記収納容器に形成する段階と、
　前記導光板に前記段差部を形成する段階と、
　前記収納容器に前記導光板を配置する段階と、
　前記導光板の前記段差部を前記収納容器の前記導光板固定部に対応するように、前記導
光板を整列する段階と、を含むトップダウン方式の液晶表示装置の組立方法。
【請求項２５】
　光学シートに固定ホールを形成する段階と、
　前記収納容器の側壁に固定突起を形成する段階と、
　前記光学シートを前記導光板の上部に配置する段階と、
　前記固定ホールに前記固定突起を挿入する段階と、を更に含むことを特徴とする請求項
２４記載の液晶表示装置の組立方法。
【請求項２６】
　パネルガイド部材を前記導光板及び前記収納容器の上に配置する段階と、
　前記パネルガイド部材の側部に結合孔を形成する段階と、
　前記収納容器の側部に結合フックを形成する段階と、
　前記結合フックを前記結合孔に挿入されるようにして、前記パネルガイド部材を前記収
納容器に固定させる段階と、を更に含むことを特徴とする請求項２４記載の液晶表示装置
の組立方法。
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【請求項２７】
　パネルガイド部材を前記収納容器の上に配置する段階と、
　前記パネルガイド部材には、前記導光板の段差部と接触され前記導光板の動きを抑制す
るための結合片を形成する段階と、
　前記導光板の動きを抑制するために、前記導光板の前記段差部と前記結合片を接触させ
る段階と、を更に含むことを特徴とする請求項２４記載の液晶表示装置の組立方法。
【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、これを用いた表示装置、及び表示装置の組立方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、バックライトアセンブリは、画像又はスクリーンに停止画像を表示するのに必
要な光を提供する役割を果たす。特に、バックライトアセンブリは、液晶を用いて画像を
表示する表示パネルに広く用いられている。
【０００３】
　従来のバックライトアセンブリは、多様な構成要素、例えば、光を発生するためのラン
プアセンブリ、ランプアセンブリから発生した光の光学分布を変更するための導光板、導
光板から漏洩する光を導光板に入射させるための反射板、及び導光板から出射された光の
光学特性を向上させるための光学シート類を含む。又、バックライトアセンブリは、ラン
プアセンブリ、導光板、反射板、光学シート類を収納する金属ボトムシャーシ、ボトムシ
ャーシに結合された合成樹脂系列の収納容器、及びこれらが収納容器から離脱されること
を防止して表示パネルを固定するパネルガイド部材を含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の第１目的は、バックライトアセンブリの構造を変更して、バックライトアセン
ブリの組立特性、及び表示品質を向上させたバックライトアセンブリを提供することにあ
る。
【０００５】
　本発明の第２目的は、前記バックライトアセンブリを含む表示装置を提供することにあ
る。
　本発明の第３目的は、前記表示装置の組立方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１目的を具現するために、本発明は、角に段差部が形成された側面を有する
導光板、導光板の上部に具備された光学シート、及び光学シート及び導光板を収納するた
めに、底面、底面から延長された側壁、及び段差部に対応する側壁に形成され導光板を固
定する導光板固定部を有する収納容器を含むバックライトアセンブリを提供する。
【０００７】
　又、本発明の第２目的を具現するために、本発明は、角に段差部が形成された側面を有
する導光板、導光板の上部に具備された光学シート、及び光学シート及び導光板を収納す
るために、底面、底面から延長された側壁、及び段差部に対応する側壁に形成され導光板
を固定する導光板固定部を有する収納容器を含むバックライトアセンブリ、収納容器に配
置されたパネルガイド部材、及びパネルガイド部材に配置され導光板から出射された光を
情報が含まれたイメージ光に変更する表示パネルを含む表示装置を提供する。
【０００８】
　又、本発明の第３目的を具現するために、本発明は、導光板固定部を収納容器に形成す
る段階と、導光板に段差部を形成する段階と、　前記収納容器に前記導光板を配置する段
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階と、前記導光板の前記段差部を前記収納容器の前記導光板固定部に対応するように、前
記導光板を整列する段階と、を含むトップダウン方式の液晶表示装置の組立方法を提供す
る。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、バックライトアセンブリの導光板が収納容器の内部で横ずれすること
を防止し、バックライトアセンブリを組立る途中に汚染が発生することを防止し、汚染さ
れた部品が組立られることによって発生する再作業頻度を大幅に減少させる効果を有する
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図面に表された部材の厚さは、誇張さ
れて表現されている。又、「上に」という用語は、接触するように配置された「すぐ上」
を示すこともでき、その間に他の構成要素が配置された「離隔した上」を示すこともでき
る。「すぐ上に」という用語は、接触するように配置された「すぐ上」を示す。
【００１１】
　バックライトアセンブリ
　本実施例によるバックライトアセンブリは、段差部が形成された導光板、導光板の上部
に具備された光学シート、及び光学シートと導光板を収納するために、底面、底面から延
長された側壁を有し、段差部と対応する側壁に形成され導光板を固定する導光板固定部を
有する収納容器を含む。
【００１２】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
（実施例１）
　図１は、本発明の第１実施例によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である。
【００１３】
　図１を参照すると、バックライトアセンブリ４００は、収納容器１００、導光板２００
、光学シート２５０を含む。又、本実施例によるバックライトアセンブリ４００は、ラン
プアセンブリ（図示せず）等を更に含むことができる。
【００１４】
　導光板２００は、光反射面２０１、光反射面２０１と対向する光出射面２０２、及び複
数の側面２１０、２２０、２３０、２４０を含む。以下、側面２１０、２２０、２３０、
２４０をそれぞれ第１側面２１０、第２側面２２０、第３側面２３０、及び第４側面２４
０と定義する。
【００１５】
　本実施例において、導光板２００の第１側面２１０及び第２側面２２０、第２側面２２
０及び第３側面２３０、第３側面２３０及び第４側面２４０、第１側面２１０及び第４側
面２４０が形成する角には、それぞれ段差部２１６が形成される。
【００１６】
　光学シート２５０は、導光板２００の光出射面２０２の上面、又は上部に配置される。
光学シート２５０は、一枚又は複数枚で構成されることができ、光出射面２０２を通過し
た光の光学特性を変更させる。例えば、光学シート２５０は、光を拡散させる拡散シート
、光の輝度を向上させるための輝度向上フィルム（Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｅｎｈａｎｃ
ｉｎｇ　Ｆｉｌｍ、ＢＥＦ）等を含むことができる。
【００１７】
　本実施例において、光学シート２５０には、固定突起２５２が光学シート２５０の側面
から突出され、固定突起２５２には、固定ホール２５２ａが形成される。
　収納容器１００は、底面１６０及び複数の側壁１１０、１２０、１３０、１４０を含む
。以下、収納容器１００の複数の側壁１１０、１２０、１３０、１４０をそれぞれ第１側
壁１１０、第２側壁１２０、第３側壁１３０、及び第４側壁１４０と定義する。
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【００１８】
　収納容器１００の第１側壁１１０は、導光板２００の第１側面２１０と向かい合うよう
に配置され、第２側壁１２０は、導光板２００の第２側面２２０と向かい合うように配置
され、第３側壁１３０は、導光板２００の第３側面２３０と向かい合うように配置され、
第４側壁１４０は、導光板２００の第４側面２４０と向かい合うように配置される。
【００１９】
　収納容器１００の第１側壁１１０は、導光板固定部１１１ａを含む。導光板固定部１１
１ａは、例えば、導光板２００の第１側面２１０及び第４側面２４０が形成する角に形成
された段差部２１６に固定されるように、第１側壁１１０の一部を折り曲げた部分である
。本実施例において、導光板固定部１１１ａは、導光板２００の段差部２１６に向かって
折曲され、この結果、導光板２００は収納容器１００の内部に固定される。
【００２０】
　これとは異なり、導光板固定部１１１ａは、第１側壁１１０に１個が形成されているが
、第１側壁１１０の両側に２個形成するか、又は第２側壁１２０に形成してもよい。
　一方、本実施例において、光学シート２５０を収納容器２００に固定するために、光学
シート２５０に形成された固定突起２５２と対応する収納容器２００の第１乃至第４側壁
１１０、１２０、１３０、１４０のうち、一つ以上には係止突起１１０ｃが形成される。
係止突起１１０ｃは、固定突起２５２に形成された固定ホール２５２ａに結合され、この
結果、光学シート２５０が固定される。
（実施例２）
　図２は、本発明の第２実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。図３
は、図２を組立した状態での平面図である。本発明の第２実施例によるバックライトアセ
ンブリは、収納容器の導光板固定部を除くと、実施例１のバックライトアセンブリと同じ
である。従って、重複された構成の説明は省略し、同じ部分には同じ参照部号及び名称を
付与する。
【００２１】
　図２及び図３を参照すると、例えば、収納容器１００の第１側壁１１０は、導光板を固
定するための導光板固定部１１５を含む。導光板固定部１１５は、第１側壁１１０と平行
に配置され、第１側壁１１０及び導光板固定部１１５は互いに平行にジグザグに配置され
る。即ち、第１側壁１１０及び導光板固定部１１５は交互に配置される。本実施例におい
て、導光板固定部１１５は、導光板２００の段差部２１６と対応する位置に配置される。
本実施例において、導光板固定部１１５及び第３側壁１３０は第１間隔Ｗ１だけ離隔し、
第１側壁１１０及び第３側壁１３０は、第２間隔Ｗ２だけ離隔する。本実施例において、
第１間隔Ｗ１は、第２間隔Ｗ２より狭く形成される。
【００２２】
　図２を更に参照すると、収納容器１００の導光板固定部１１５及び導光板２００の第１
側面２１０のうち、段差部が形成された部分は第１ギャップＧ１を有し、収納容器１００
の第１側壁１１０及び導光板２００の第１側面２１０は、第２ギャップＧ２を有する。本
実施例において、第２ギャップＧ２、例えば、第１ギャップＧ１以下に形成されることが
好ましい。
【００２３】
　第２ギャップＧ２を第１ギャップＧ１以下に形成することによって、導光板２００が収
納された収納容器１００に衝撃又は振動が印加された場合、収納容器１００の導光板固定
部１１５及び導光板２００の第１側面２１０が接触する前に、収納容器１００の第１側壁
１１０及び導光板２００の第１側面２１０が先に接触することによって、導光板２００及
び／又は収納容器２００の破損及び損傷を大幅に減少させることができる。
【００２４】
　本実施例において、第１ギャップＧ１及び第２ギャップＧ２は、収納容器１００の導光
板固定部１１５及び第１側壁１１０の表面積によって決定される。例えば、導光板固定部
１１５の面積が第１側壁１１０の面積より小さい場合、第２ギャップＧ２が第１ギャップ
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Ｇ１より小さい。逆に、導光板固定部１１５の面積が第１側壁１１０の面積より大きい場
合、第２ギャップＧ２が第１ギャップＧ１より大きく形成される。
【００２５】
　一方、導光板固定部１１５と接触する導光板２００の段差部２１６部分は、曲面形状を
有することが好ましい。例えば、曲面の曲率半径は０．３ｍｍ以上であることが好ましい
。
【００２６】
　一方、収納容器１００の第１側壁１１０のうち、導光板固定部１１５と対向する端部に
は、もう一つの導光板固定部１１１ｂが形成されることができる。もう一つの導光板固定
部１１１ｂは、導光板２００の他の段差部２１６を固定させる。
【００２７】
　これとは異なり、導光板固定部１１５は、第１側壁１１０と向かい合う第３側壁１３０
と隣接した位置に形成しても良い。この場合、第３側壁１３０と隣接した位置に形成され
た導光板固定部は、第１側壁１１０と隣接した位置に形成された導光板固定部１１５と同
じ形状及び配置を有する。
（実施例３）
　図４は、本発明の第３実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。図５
は、図４のランプアセンブリの分解斜視図である。本発明の第３実施例によるバックライ
トアセンブリは、ランプアセンブリを除くと、実施例２と同じ構成を有する。従って、同
じ部材には、実施例２と同じ名称及び参照符号を付与する。
【００２８】
　図４及び図５を参照すると、収納容器１００の第３側壁１３０及び第４側壁１４０は、
第１側壁１１０及び第２側壁１２０にそれぞれ対向していてほぼ垂直に底面１６０上に配
置される。従って、第１側壁１１０及び第３側壁１３０、並びに第２側壁１２０及び第４
側壁１４０はそれぞれ互いに向かい合うように配置され、第３側壁１３０及び第４側壁１
４０は、それぞれ第１側壁１１０及び第２側壁１２０に対して垂直に配置される。
【００２９】
　導光板２００の第２側面２２０と収納容器１００の第２側壁１２０との間、及び導光板
２００の第４側面２４０と収納容器１００の第４側壁１４０との間には、それぞれランプ
アセンブリ３００が配置される。２個のランプアセンブリ３００は、それぞれランプ３１
０、ランプカバー３２０、及びランプホルダー３３０を含む。
【００３０】
　ランプ３１０は放電ガス（図示せず）が内部に注入され、内壁に蛍光層（図示せず）が
形成されたランプ本体３１２、ランプ本体３１２に配置されランプ本体３１２の内部で放
電を発生させるための放電電圧を印加する一対の電極３１４を含む。一対の電極３１４に
は、それぞれ電源印加線３１６が電気的に連結される。
【００３１】
　各ランプカバー３２０は、各ランプ３１０から発生した光を導光板２００の第１及び第
２側面２２０、２４０にそれぞれ集光する。これを具現するために、各ランプカバー３２
０は、第１カバー面３２１、第２カバー面３２２、及び第３カバー面３２３を含む。
【００３２】
　第１カバー面３２１は、収納容器１００の底面１６０と向かい合うように配置され、第
２カバー面３２２は、第１カバー面３２１と向かい合うように配置される。第１カバー面
３２１及び第２カバー面３２２は互いに平行に配置され、第１カバー面３２１の面積は、
第２カバー面３２２の面積より多少大きく形成される。第３カバー面３２３は、第２側壁
１２０及び第４側壁１４０にそれぞれ接触され、第３カバー面３２３は、第１カバー面３
２１及び第２カバー面３２２を互いに連結する。
【００３３】
　又、ランプカバー３２０の第１カバー面３２１には、ランプカバー３２０を収納容器１
００の底面１６０に固定させるために、締結孔３２１ａ及び貫通孔３２１ｂを有する。好



(8) JP 4664133 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

ましくは、貫通孔３２１ｂは少なくとも２個以上であり、これら貫通孔３２１ｂの間には
締結孔３２１ａが形成される。
【００３４】
　一方、収納容器１００の底面１６０には、貫通孔３２１ｂの位置に対応して、結合突起
１６２が形成される。又、底面１６０には、締結孔３２１ａの位置に対応して結合孔１６
４が形成される。締結ねじ１６５は、締結孔３２１ａ及び結合孔１６４を貫通した後、底
面１６０に結合される。
【００３５】
　ランプホルダー３３０は、ランプ３１０をランプカバー３２０の内部で固定させる。ラ
ンプホルダー３３０は、ランプ３１０を固定するために、例えば、直六面体形状を有し、
ランプホルダー３３０にはランプ３１０が挿入される貫通孔３３２が形成される。
【００３６】
　本実施例において、ランプホルダー３３０は、ランプ３１０から熱が最も多く発生する
部分なので、ランプホルダー３３０が形成された部分は、ランプ３１０から発生した熱を
より速く放熱するために、底面１６０から一部が突出するようにランプカバー３２０に配
置される。
（実施例４）
　図６は、本発明の第４実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。本発
明の第４実施例によるバックライトアセンブリは、固定部材を除くと、実施例３と同じ構
成を有する。従って、同じ構成要素についての重複された説明は省略し、実施例３と同じ
構成要素には、同じ名称及び参照符号を付与する。
【００３７】
　図６を参照すると、収納容器１００の導光板固定部１１５及び第１側壁１１０の間は、
第１間隔Ｇ１だけ離隔しているので、導光板固定部１１５及び第１側壁１１０の間には、
導光板２００に入射された光の一部が漏洩する虞がある。
【００３８】
　これを防止するために、収納容器１００には、導光板２００に入射された光の漏洩を防
止するために、固定部材１８０が配置されることができる。
　固定部材１８０は、導光板固定部１１５及び第１側壁１１０の間に形成された隙間を遮
って、導光板２００から収納容器１００の外部に光が漏洩することを防止する。
【００３９】
　本実施例による固定部材１８０は、第１固定面１８２及び第２固定面１８４を含む。第
１固定面１８２及び第２固定面１８４は、好ましくは、「Ｌ」形状を有する。
　第１固定面１８２は、収納容器１００の第１側壁１１０の導光板固定部１１５と接触す
るように配置され、第２固定面１８４は、収納容器１００の底面１６０に配置される。
【００４０】
　本実施例による固定部材１８０は、収納容器１００から光が漏洩することを抑制するの
みならず、前述したランプアセンブリ３００の電源印加線３１６を固定する。これを具現
するために、固定部材１８０の第１固定面１８２の外側面には、グルーブ形状を有する固
定溝１８２ａが形成される。固定溝１８２ａには、ランプアセンブリ３００の電源印加線
３１６が挿入される。
【００４１】
　本実施例による固定部材１８０は、収納容器１００の導光板固定部１１５が形成された
位置毎に配置されることが好ましい。
（実施例５）
　図７は、本発明の第５実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。図８
は、図７のＩ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。図９は、図７のＩＩ－ＩＩ’に沿っ
て切断した断面図である。本発明の第５実施例によるバックライトアセンブリは、パネル
ガイド部材を除くと、前述した実施例１及び実施例３と同じである。従って、同じ構成要
素についての重複説明は省略し、同じ構成要素には同じ名称及び参照符号を付与する。
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【００４２】
　図７乃至図９を参照すると、本実施例によるパネルガイド部材５００は、導光板２００
が収納容器１００から離脱されることを防止する。パネルガイド部材５００は、収納容器
１００の底面１６０と向かい合う第１面５１０、及び第１面５１０を第１乃至第４側壁１
１０、１２０、１３０、１４０に固定させるための第２面５２０を含む。
【００４３】
　第１面５１０の上面には、後述される表示パネルをガイドするための複数のガイド突起
５３０が形成される。
　第２面５２０には結合孔５２５が形成され、収納容器１００の第３及び第４側壁１３０
、１４０には、結合孔５２５の位置に対応して形成された結合フック１７０が形成される
。
【００４４】
　本実施例によるパネルガイド部材５００には、導光板２００の段差部２１６と接触し、
導光板２００の動きを抑制するための結合片５１５が形成される。結合片５１５は、パネ
ルガイド部材５００の第１面５１０から収納容器１００の底面１６０に向かって突出して
いる。
【００４５】
　結合片５１５は、導光板２００の横ずれを防止し、外部から加わった衝撃又は振動によ
って導光板２００又は収納容器１００が破損及び損傷されることを防止する。
　表示装置
（実施例６）
　図１０は、本発明の第６実施例による表示装置を示す斜視図である。本発明の第６実施
例によるバックライトアセンブリは、表示パネルを除くと、実施例５と同じ構成を有する
。従って、同じ部材には実施例５と同じ名称及び参照符号を付与する。
【００４６】
　パネルガイド部材５００の上面には、表示パネル７００が配置される。表示パネル７０
０は、バックライトアセンブリ６００から発生された光を情報が含まれたイメージ光に変
更させる。
【００４７】
　表示パネル７００は、薄膜トランジスタ基板７１０、カラーフィルター基板７２０、及
び液晶層７３０を含む。
　薄膜トランジスタ基板７１０及びカラーフィルター基板７２０は、液晶層７３０に含ま
れた液晶の配列を制御する。これを具現するために、薄膜トランジスタ基板７１０には、
複数個のマトリックス形態で配置された画素電極が配置される。画素電極は、例えば、透
明で導電性である酸化亜鉛インジウム、酸化スズインジウム、及びアモルファス酸化スズ
インジウムを含む。
【００４８】
　カラーフィルター基板７２０は、薄膜トランジスタ基板７１０と対向し、カラーフィル
ター基板７２０には、画素電極と対向するカラーフィルターが配置され、カラーフィルタ
ー基板７２０には、画素電極と対向する共通電極が形成される。
【００４９】
　液晶層７３０は、薄膜トランジスタ基板７１０及びカラーフィルター基板７２０の間に
配置され、液晶層７３０に含まれた液晶は、画素電極及び共通電極の間に形成された電界
差によって配列が変更され、液晶の配列が変更されることによって、バックライトアセン
ブリ６００から発生された光の透過率が変更されることによって、バックライトアセンブ
リ６００から発生された光は、情報が含まれたイメージ光に変更される。
【００５０】
　一方、バックライトアセンブリ６００から発生された光の輝度及び輝度均一性をより向
上させるために、表示パネル７００及び導光板２００の間には、光学シート類２５０が介
在され、収納容器１００の底面１６０及び導光板２００の間には、導光板２００から漏洩
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【産業上の利用可能性】
【００５１】
　以上で詳細に説明したように、収納容器に反射板、導光板、ランプアセンブリ、パネル
ガイド部材、表示パネルを順次にトップダウン方式で組立することができ、表示装置を組
立する途中に発生した汚染が発生することを防止し、汚染が発生された部品が組立される
ことによって発生する再作業頻度を大幅に減少させる効果を有する。
【００５２】
　以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明
が属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れる
ことなく、本発明を修正または変更できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１実施例によるバックライトアセンブリを示す分解斜視図である。
【図２】本発明の第２実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図３】図２を組立した状態での平面図である。
【図４】本発明の第３実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図５】図４のランプアセンブリの分解斜視図である。
【図６】本発明の第４実施例によるバックライトアセンブリの分解斜視図である。
【図７】本発明の第５実施例によ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Ｉ－Ｉ’に沿って切断した断面図である。
【図９】図７のＩＩ－ＩＩ’に沿って切断した断面図である。
【図１０】本発明の第６実施例による表示装置を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５４】
１００　　収納容器
１１０ｃ　　係止突起
１１１ａ　　導光板固定部
２００　　導光板
２０１　　光反射面
２０２　　光出射面
２１６　　段差部
２５０　　光学シート
２５２　　固定突起
２５２ａ　　固定ホール
４００　　バックライトアセンブリ
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