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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの光学フィルムに適合したバックライトモジュールフレームにおいて、
　外フレームと、
　前記外フレームの少なくとも一つの側部に配置された弾性側フレームと、
　前記弾性側フレームの表面に連結された連結アームと、
　前記連結アームに配置された少なくとも一つの片持ち梁とを含み、
　前記片持ち梁と前記弾性側フレームとの間に第１間隔が形成され、
　前記片持ち梁の少なくとも一つの端側が突出した延長部分を有し、
　前記延長部分は、前記弾性側フレームとの間に第２間隔が形成され、かつ片持ち梁とＬ
字形状構造を持つように片持ち梁から吊り下げられている、
　バックライトモジュールフレーム。
【請求項２】
　請求項１に記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は凹所を有し、前記片持ち梁と前記連結アームとの間の
前記凹所の側に第３間隔が形成される、バックライトモジュールフレーム。
【請求項３】
　請求項１に記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は凹所を有し、二つのＬ字形状構造を持つ片持ち梁を形
成する、バックライトモジュールフレーム。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記弾性側フレームは、金属材料、プラスチック材料、又は複合材料で形成されている
、バックライトモジュールフレーム。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記弾性側フレームはポリエステル製である、バックライトモジュールフレーム。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記弾性側フレームは前記外フレームの二つの側に配置されている、バックライトモジ
ュールフレーム。
【請求項７】
　請求項６に記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記外フレームの二つの側に配置された前記弾性側フレームに設けられた少なくとも一
つの片持ち梁は、対称であるか或いは非対称である、バックライトモジュールフレーム。
【請求項８】
　請求項１に記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は、前記弾性側フレームの上に配置されている、バック
ライトモジュールフレーム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに記載のバックライトモジュールフレームにおいて、
　前記バックライトモジュールは、ボトム照光バックライトモジュールである、バックラ
イトモジュールフレーム。
【請求項１０】
　バックライトモジュールにおいて、
　外フレームと、
　前記外フレームの少なくとも一つの側に配置された弾性側フレームと、
　前記弾性側フレームの表面に連結された連結アームと、
　前記連結アームに配置された少なくとも一つの片持ち梁であって、この片持ち梁と前記
弾性側フレームとの間に第１間隔が形成される片持ち梁と、
　前記片持ち梁の前記少なくとも一つの端側が突出した延長部分を有し、
　前記延長部分は、前記弾性側フレームとの間に第２間隔が形成され、かつ片持ち梁とＬ
字形状構造を持つように片持ち梁から吊り下げられている、
　少なくとも一つの凹所が設けられた少なくとも一つの光学フィルムであって、前記弾性
側フレームの上に配置され、前記フィルム凹所が前記少なくとも一つの片持ち梁を包囲す
る、光学フィルムとを含む、バックライトモジュール。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は凹所を有し、前記片持ち梁と前記連結アームとの間の
前記凹所の側に第３間隔が形成される、バックライトモジュール。
【請求項１２】
　請求項１０に記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は凹所を有し、二つのＬ字形状構造を持つ片持ち梁を形
成する、バックライトモジュール。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれかに記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記弾性側フレームは、金属材料、プラスチック材料、又は複合材料で形成されている
、バックライトモジュール。
【請求項１４】
　請求項１０～１２のいずれかに記載のバックライトモジュールにおいて、
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　前記弾性側フレームは、前記外フレームの二つの側に配置されている、バックライトモ
ジュール。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記外フレームの二つの側に配置された前記弾性側フレームに設けられた少なくとも一
つの片持ち梁は、対称であるか或いは非対称である、バックライトモジュール。
【請求項１６】
　請求項１０に記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記少なくとも一つの片持ち梁は、前記弾性側フレームの上に配置されている、バック
ライトモジュール。
【請求項１７】
　請求項１０～１６のいずれかに記載のバックライトモジュールにおいて、更に、
　前記外フレームに配置された複数のランプを含む、バックライトモジュール。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記ランプは、冷陰極蛍光灯（ＣＣＦＬ）又は発光ダイオード（ＬＥＤ）である、バッ
クライトモジュール。
【請求項１９】
　請求項１０～１８のいずれかに記載のバックライトモジュールにおいて、
　前記バックライトモジュールは、ボトム照光バックライトモジュールである、バックラ
イトモジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックライトモジュールに関し、更に詳細には、光学フィルムを保護するよ
うになったフレームを持つバックライトモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、液晶ディスプレー（ＬＣＤ）は、情報機器及び電気機器の分野で非常に一般的な
ものとなっており、及びかくして消費者の間で広く使用されている。これは、低価格であ
ること及び製造技術が成熟していることによる。
【０００３】
　ＬＣＤは、パッシブディスプレー手段を採用しており、即ちバックライトモジュールラ
ンプによる照明を使用している。ＬＣＤは、主に、液晶ディスプレーパネル及びバックラ
イトモジュールを含む。バックライトモジュールは、パネルに均等で十分な光を提供する
。バックライトモジュールは、ＬＣＤの重要な光学モジュールの一つである。従来のバッ
クライトモジュールでは、光は、ランプから光ガイドを通って光学フィルム（例えばディ
フューザー）に伝達され、次いでＬＣＤパネルに伝達される。
【０００４】
　しかしながら、バックライトモジュールの光学フィルムの製造に掛かる費用は決して低
くはなく、それにも関わらず、光学フィルムはＬＣＤの品質に大きな影響を及ぼす。所望
のバックライトモジュールの製造に悪影響を及ぼす要因は、光学フィルムの位置決め、支
持、及び膨張率である。
【０００５】
　図１を参照すると、従来のバックライトモジュールを示す分解図が示してある。バック
ライトモジュールは、外フレーム１と、この外フレーム１の一つの側部に各々配置された
二つの弾性側フレーム１０と、これらの弾性側フレーム１０の上側に支持された光ガイド
１１及び光学フィルム１２とを含む。弾性側フレーム１０はリブ１０１を有し、光ガイド
１１及び光学フィルム１２には、夫々、リブ１０１と対応する位置に凹所１１１、１２１
が設けられている。弾性側フレーム１０のリブ１０１は、従来のバックライトモジュール
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における光学フィルム１２とリブ１０１との係合を示す拡大平面図及び斜視図である図２
Ａ及び図２ｂに示すように形成されていてもよい。
【特許文献１】米国出願公開 2005/0169010号明細書
【特許文献２】米国出願公開 2007/0139964号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のバックライトモジュールでは、衝撃が加わったとき、Ｙ方向からの外力により弾
性側フレーム１０に応力が加わり、詳細には、光学フィルム１２の凹所１２１の隅部１２
２に応力が発生する。更に、Ｘ方向からの外力により、同様に、光学フィルム１２の凹所
１２１の隅部１２２に応力が発生する。その結果、光学フィルム１２は衝撃により壊れて
しまう。従って、バックライトモジュールの光学フィルムが壊れないようにし、ＬＣＤの
歩留りを向上することが問題となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、バックライトモジュールフレームは、外フレームと、弾性側フレーム
と、連結アームと、少なくとも一つの片持ち梁とを含む。弾性側フレームは、外フレーム
の少なくとも一つの側に配置されており、連結アームは、弾性側フレームの表面に連結さ
れており、片持ち梁は連結アームに連結されており、片持ち梁と弾性側フレームとの間に
第１間隔が形成される。
【０００８】
　更に、本発明によれば、バックライトモジュールは、外フレームと、弾性側フレームと
、連結アームと、少なくとも一つの片持ち梁と、複数のランプと、少なくとも一つの光学
フィルムとを含む。弾性側フレームは、外フレームの少なくとも一つの側に配置されてお
り、連結アームは、弾性側フレームの表面に連結されており、少なくとも一つの片持ち梁
は連結アームに連結されており、片持ち梁と弾性側フレームとの間に第１間隔が形成され
る。連結アームは、弾性側フレーム及び少なくとも一つの片持ち梁に第１間隔を維持する
ように連結されている。複数のランプは外フレームに配置されており、少なくとも一つの
光学フィルムは少なくとも一つの凹所を有し、少なくとも一つの光学フィルムは弾性側フ
レームの上に配置されており、フィルム凹所は少なくとも一つの片持ち梁を包囲する。
【０００９】
　本発明によるバックライトモジュールでは、ランプの主要な利点は、バックライトモジ
ュールに十分な明るさを提供することである。ランプは、冷陰極蛍光灯（ＣＣＦＬ）であ
ってもよいし、発光ダイオード（ＬＥＤ）であってもよい。
【００１０】
　本発明によれば、片持ち梁の少なくとも一つの端側が延長部分を有し、この延長部分と
弾性側フレームの上との間に第２間隔が形成される。従って、このような延長部分によっ
てＹ方向応力を低減できる。更に、片持ち梁自体が、弾性側フレームの応力をＹ方向で解
放できる。少なくとも一つの片持ち梁は凹所を有し、片持ち梁と連結アームとの間に第３
間隔が形成され、かくして弾性側フレームの応力をＸ方向で低減できる。また、凹所を形
成することによって、二つのＬ字形状構造が片持ち梁に形成され、これらの二つのＬ字形
状構造もまた、弾性側フレームの応力をＸ方向で解放できる。本発明の片持ち梁は、主と
して、弾性側フレームの上側に配置される。これは、Ｘ方向及びＹ方向の両方向からの応
力を解放し、光学フィルムに対して保護を提供するためである。
【００１１】
　弾性側フレームの上に配置されており且つ凹所を持つ本発明の光学フィルムは、プリズ
ムシートであってもよいし、ディフューザープレートであってもよいし、反射器プレート
であってもよいし、保護フィルムであってもよい。
【００１２】
　更に、弾性側フレームは、単一の成形型を用いた射出成形を使用することによって、片
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持ち梁及び連結アームと同時に製造してもよい。弾性側フレームは、金属製であってもよ
いし、プラスチック製であってもよいし、複合材料製であってもよい。プラスチックを選
択する場合、ポリエステルが好ましい。
【００１３】
　次いで、本発明の弾性側フレームを外フレームの二つの側に配置する。外フレームの両
側に配置された片持ち梁は一つであってもよいしそれ以上であってもよく、外フレームの
両側に配置された片持ち梁は対称に配置されていてもよいし、非対称に配置されていても
よい。
【００１４】
　外フレームの材料に制限はないが、好ましくは、金属、プラスチック、又は複合材料で
ある。
【００１５】
　本発明のバックライトモジュールは、好ましくは、ボトム照光(bottom lighting) バッ
クライトモジュールである。
【００１６】
　光学フィルムを弾性側フレームの上側に置いたとき、設けられている片持ち梁は、クッ
ションとして、配慮無用(proof-thinking)デバイス（エラー無しデバイス）として、そし
て位置決めデバイスとして同時に作用する。本発明によれば、光学フィルムの安全性が特
に保証され、かくして光学フィルムの元来の形状が維持され、これらの光学フィルムによ
って良好な光学的特性が容易に提供される。本発明の弾性側フレームを使用することによ
って、光学フィルムに加わった外力が均等に分配され、かくして応力が効率的に低減され
、ＬＣＤデバイスの歩留りを改善できる。更に、ＬＣＤデバイスの製造費を低減できる。
【００１７】
　本発明のこの他の目的、利点、及び新規な特徴は、添付図面と関連して以下の詳細な説
明を読むことにより、明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明を実施するための特定の実施例を以下のように提案する。当業者は、以下の説明
を参照することにより、本発明の利点及び機能を容易に理解できるということは理解され
よう。本発明は、様々な態様で実施でき、以下の詳細な説明は、様々な図及び実施例に関
し、本発明の精神の範疇で変更できる。
【００１９】
　本発明の実施例を例示する添付図面には、概略図が示してある。それにも関わらず、こ
れらの図面は、本発明と関連したエレメントを示すのに役立つに過ぎず、エレメントの形
体は、必ずしも、実際に実施された形体と同じでなくてもよい。また、エレメントの数又
は実際に実施されたその形状は、エレメントの実際の形体において更に複雑であってもよ
いが、随意に比例していてもよい。
【００２０】
［第１実施例］
　本発明の第１実施例は、バックライトモジュールフレーム及びこのフレームで使用する
バックライトモジュールを提供する。次に図３、図４、及び図５を参照すると、ポリエス
テル製の弾性側フレーム２１は、片持ち梁２２及び連結アーム２３を含む。更に、図１２
を参照すると、本第１実施例の弾性側フレーム２１を持つバックライトモジュールが示し
てある。図４に示すように、連結アーム２３は弾性側フレーム２１の表面に固定されてお
り、片持ち梁２２は連結アーム２３に配置されており且つ弾性側フレーム２１の上方に配
置されており、第１間隔２１１が片持ち梁２２と弾性側フレーム２１との間に形成される
。弾性側フレーム２１の上方に配置された片持ち梁２２は、片持ち梁２２の二つの端側部
に二つの延長部分２２１を有し（各延長部分には、突出部２２ａが独立して設けられてい
る）、各延長部分の突出部２２ａの各々及び弾性側フレーム２１が第２間隔２１２を形成
する。換言すると、延長部分２２１は、片持ち梁２２が領域ＡのところにＬ字形状構造を
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持つように片持ち梁２２から吊り下げられている。片持ち梁２２は、領域Ａのところで、
弾性側フレーム２１用のクッションとして作用し、Ｙ方向からの応力を緩和する。更に、
図３及び図５に示すように、凹所２２３が片持ち梁２２の領域Ｂのところに形成され、第
３間隔２３１が、領域Ｂのところに、片持ち梁２２と連結アーム２３との間に形成される
。片持ち梁２２は、領域Ｂのところで、弾性側フレーム２１がＸ方向からの応力を緩和す
るのに役立つ。本実施例では、弾性側フレーム２１、片持ち梁２２、及び連結アーム２３
は一回の射出成形により一体に形成される。従って、片持ち梁２２及び光学フィルムに作
用する応力が減少する。これは、弾性側フレーム２１と片持ち梁２２との間に形成された
第２間隔２１２、及び片持ち梁２２と連結アーム２３との間に形成された第３間隔２３１
のためである。弾性側フレーム２１の上方に配置された片持ち梁２２は、１つに限られず
、複数個設けられていてもよい。更に、図１２に示す外フレーム１の各側に一つずつ配置
される弾性側フレーム２１上に各々配置された片持ち梁２２は、互いに関して対称であっ
てもよいし、対称でなくてもよい。
【００２１】
　本実施例では、バックライトモジュールを提供する。これに関し、図１２をバックライ
トモジュールの分解図として参照でき、この図では、弾性側フレーム２１が外フレームの
各側に配置されている。外フレーム１には複数のランプ（図示せず）が配置される。この
場合、これらのランプは、ＣＣＦＬ（冷陰極蛍光灯）であってもよいし、ＬＣＤであって
もよい。好ましい実施例では、ランプはＣＣＦＬである。光ガイド１１及び光学フィルム
１２が弾性側フレーム２１の上に順次配置される。光ガイド１１及び光学フィルム１２の
各々には、本発明による片持ち梁２２と対応する位置に凹所１１１、１２１が設けられて
いる。光ガイド凹所１１１及び光学フィルム凹所１２１が片持ち梁２２を取り囲む。最終
的に、本実施例によるバックライトモジュールが形成される。
【００２２】
［第２実施例］
　次に、図３に示す片持ち梁２２の領域Ａ及び領域Ｂの概略図である図６及び図７を参照
する。図６に示すように、延長部分２２１と弾性側フレーム２１との間に第２間隔２１２
が形成され、連結アーム２３は細長く、片持ち梁２２に連結されている。第１実施例にお
けるのと同様に、片持ち梁２２は、本実施例の領域Ａで弾性側フレーム２１に対してクッ
ションとして作用し、Ｙ方向からの応力を緩衝する。図７を参照すると、片持ち梁２２は
領域Ｂのところが切ってあり、間隔２２０を形成する。かくして、領域Ｂのところに一対
のＬ字形構造を形成する。このようなＬ字形構造が領域Ｂのところに形成されているため
、弾性側フレーム２１に対してクッションを提供しＸ方向からの応力に対抗する。更に、
弾性側フレーム２１及び延長部分２２１は一回の射出成形により一体に形成される。これ
によって、このような片持ち梁２２は、この他の構成では外部からの応力によって生じる
変形や損傷を低減できる。
【００２３】
［第１比較例］
　図８に示すように、本比較例の弾性側フレームが提供される。本比較例の弾性側フレー
ム３１の材料は、第１実施例の材料と同じである。弾性側フレーム３１に配置されたリブ
３２は、図１及び図２の片持ち梁２２とは異なる。弾性側フレーム３１は、第１及び第２
の実施例の弾性側フレーム２１と同じであるけれども、本比較例で形成された第３間隔２
３１及び第２間隔２１２が第１及び第２の実施例にはないという点が異なっている。即ち
、リブ３２が弾性側フレーム３１に全く間隔なしで連結されているのである。
【００２４】
［実験例］
　図９Ａは、外力による衝撃が加わった後、応力がＹ方向に加わった、本発明の比較例の
実験結果を示す。図９Ｂ及び図９Ｃは、外力による衝撃が加わった後、応力がＹ方向に加
わった、第１実施例及び第２実施例の夫々の実験結果を示す。図９Ａ、図９Ｂ、及び図９
Ｃを参照すると、図示の暗い色及び明るい色は、夫々、加わった小さな力及び大きな力を
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表す。ここでは、実験において、ディフューザープレートを光学フィルムとして使用した
。比較例（本発明の外フレームを備えていない）の実験結果を示す図９Ａでわかるように
、ディフューザープレートに幾らかの応力がいまだ加わっており、これにより、外力が加
わったときにディフューザープレートが壊れてしまう。第１実施例及び第２実施例の夫々
のディフューザープレートに関し、図９Ｂ及び図９Ｃの試験では、Ｙ方向に応力が加わっ
ておらず、これはディフューザープレートの安全性が保証されたことを意味する。
【００２５】
　図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すると、これらの図には、外力による衝撃が加わった後、
応力がＸ方向に加わった、比較例及び本発明の好ましい実施例（例えば第１実施例及び第
２実施例）の結果が示してある。従って、図１１Ａ及び図１１Ｂは、夫々、図１０Ａ及び
図１０Ｂと関連した側面図である。図９Ａ、図９Ｂ、及び図９Ｃにおけるのと同様に、図
示の暗い色及び明るい色は、夫々、加わった小さな力及び大きな力を表す。かくして、弾
性側フレームについて、外力が比較例の弾性側フレームにＸ方向に加わったときに応力が
発生することがわかる。逆に、応力は、本発明によるバックライトモジュールの弾性側フ
レームでは効果的に低減される。従って、本発明によるフレームを持つバックライトモジ
ュールは、実際の状態に近い機械的試験に合格でき、大面積のディスプレーパネルに適用
できる。
【００２６】
　上述のように、片持ち梁を持つ弾性側フレームがバックライトモジュール及びそのフレ
ームに本発明に従って設けられ、かくして応力を低減でき、バックライトモジュールの光
学フィルムの安全性が更に保証される。一回の射出成形により弾性側フレーム及び片持ち
梁を提供するプロセスは、低価格である上での必要条件を達成する。更に、本発明の弾性
側フレームは、外部から加わった大きな応力に耐えることができ、従って、実際の状態に
近い機械的試験に合格でき、大面積のディスプレーパネルに適用でき、ＬＣＤデバイスの
歩留りを向上できる。
【００２７】
　本発明をその好ましい実施例に関して説明したけれども、特許請求の範囲に記載の本発
明の範囲から逸脱することなく、この他の多くの変形及び変形が可能であるということは
理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、従来のバックライトモジュールを示す分解図である。
【図２Ａ】図２Ａは、従来のバックライトモジュールの光学フィルム及び弾性側フレーム
の部分の係合を示す拡大平面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、図２Ａに示す従来のバックライトモジュールの光学フィルム及び弾
性側フレームの部分の係合を示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明による弾性側フレームを示す概略図である。
【図４】図４は、本発明の第１実施例による弾性側フレームの、図３で参照符号Ａを付し
た円で囲った部分（領域Ａ）を示す拡大斜視図である。
【図５】図５は、本発明の第１実施例による弾性側フレームの、図３で参照符号Ｂを付し
た円で囲った部分（領域Ｂ）を示す拡大斜視図である。
【図６】図６は、本発明の第２実施例による弾性側フレームの領域Ａを示す拡大斜視図で
ある。
【図７】図７は、本発明の第２実施例による弾性側フレームの領域Ｂを示す拡大斜視図で
ある。
【図８】図８は、本発明の比較例による弾性側フレームの上側の図である。
【図９Ａ】図９Ａは、外力による衝撃が加わった後、応力がＹ方向に加わった場合の、比
較例についての実験結果を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、外力による衝撃が加わった後、応力がＹ方向に加わった場合の、第
１実施例についての実験結果を示す図である。
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【図９Ｃ】図９Ｃは、外力による衝撃が加わった後、応力がＹ方向に加わった場合の、第
２実施例についての実験結果を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、外力による衝撃が加わった後、応力がＸ方向に加わった場合の
、比較例についての実験結果を示す図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、外力による衝撃が加わった後、応力がＸ方向に加わった場合の
、本発明の好ましい実施例についての実験結果を示す図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、外力による衝撃が加わった後、応力がＸ方向に加わった場合の
、比較例についての実験結果を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、外力による衝撃が加わった後、応力がＸ方向に加わった場合の
、本発明の好ましい実施例についての実験結果を示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の第１実施例のバックライトモジュールを示す分解図である
。
【符号の説明】
【００２９】
　１１　光ガイド
　１２　光学フィルム
　２１　弾性側フレーム
　２２　片持ち梁
　２２ａ　突出部
　２３　連結アーム
　１１１、１２１　凹所
　２１１　第１間隔
　２１２　第２間隔
　２２１　延長部分
　２２３　凹所
　２３１　第３間隔
【要約】
【課題】バックライトモジュール及びそのフレームを提供する。
【解決手段】フレームは、外フレームと、弾性側フレームと、連結アームと、片持ち梁と
を含む。本発明では、弾性側フレームが外フレームの少なくとも一つの側に配置される。
連結アームは、弾性側フレームの表面に連結される。片持ち梁は、連結アームに配置され
、弾性側フレームとの間に第１間隔を形成する。バックライトのフレームは、光学フィル
ム又はパネルを保護し、光学フィルムを高い応力から保護する。
【選択図】図３
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【図３】 【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図１２】
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【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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【図１１Ａ】
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