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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発生するランプ及び前記ランプをカバーするランプカバーを含むランプユニットと
、
　前記ランプユニットからの光をガイドする導光板と、
　開口された上部を介してランプユニット及び前記導光板を収納するモールドフレームと
、
　前記モールドフレームと結合され、前記ランプユニットを固定する固定モールドとを含
み、
　前記固定モールドは、液晶表示パネルを支持し得るように、前記ランプユニットを前記
モールドフレームと前記固定モールドとの間に固定させてなり、
　前記モールドフレームは、
　前記モールドフレームの長辺方向に沿って延在することで前記ランプユニット及び前記
導光板の下部の一部を支持しつつ、開口を有する底部と、
　前記ランプユニット及び前記導光板の側部をカバーする側壁とを含み、
　前記固定モールドは、
　前記モールドフレームの前記側壁に対応する結合部と、
　前記ランプユニットの上部をカバーするカバー部と、を含み、
　前記固定モールドの結合部は、前記モールドフレームの前記側壁と結合する溝を有し、
　前記固定モールドは、前記結合部の溝によって前記モールドフレームの前記側壁の内側
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面及び外側面と全部接触することを特徴とする前記液晶表示パネルに光を提供するための
バックライトアセンブリ。
【請求項２】
　前記モールドフレームは、前記底部の外面に形成されたランプワイヤー固定部を含む請
求項１に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項３】
　前記導光板の上部に配置される少なくとも一つの光学シートと、
　前記導光板の下部に配置される反射板とをさらに含む請求項１～２のいずれか１つに記
載のバックライトアセンブリ。
【請求項４】
　前記モールドフレームは、前記側壁の上部に形成されたシート固定突起を含む請求項１
～３のいずれか１つに記載のバックライトアセンブリ。
【請求項５】
　前記光学シートは、前記シート固定突起に対応される固定ホールを有する請求項２又は
３に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項６】
　前記シート固定突起の上部は、前記固定モールドによってカバーされてなる請求項３又
は４に記載のバックライトアセンブリ。
【請求項７】
　前記ランプユニットは、前記導光板の互いに向き合う両側部にそれぞれ配置されてなる
請求項１～６のいずれか１つに記載のバックライトアセンブリ。
【請求項８】
　光を発生するランプ及び前記ランプをカバーするランプカバーを含むランプユニットと
、
　前記ランプユニットからの光をガイドする導光板と、
　前記導光板の上部に配置された少なくとも一つの光学シートと、
　前記導光板の下部に配置された反射板と、
　開口された上部を介して前記反射板、前記ランプユニット、前記導光板及び前記光学シ
ートを収納し、底部の外面に形成されたランプワイヤー固定部及び側壁の上部に形成され
たシート固定突起を備えるモールドフレームと、
　前記モールドフレームと結合され前記ランプユニットを固定する固定モールドとを含み
、
　前記固定モールドは、液晶表示パネルを支持し得るように、前記ランプユニットを前記
モールドフレームと前記固定モールドとの間に固定させてなり、
　前記モールドフレームは、
　前記モールドフレームの長辺方向に沿って延在することで前記ランプユニット及び前記
導光板の下部の一部を支持しつつ、開口を有する底部と、
　前記ランプユニット及び前記導光板の側部をカバーする側壁とを含み、
　前記固定モールドは、
　前記モールドフレームの前記側壁に対応する結合部と、
　前記ランプユニットの上部をカバーするカバー部と、を含み、
　前記固定モールドの結合部は、前記モールドフレームの前記側壁と結合する溝を有し、
　前記固定モールドは、前記結合部の溝によって前記モールドフレームの前記側壁の内側
面及び外側面と全部接触することを特徴とする前記液晶表示パネルに光を提供するための
バックライトアセンブリ。
【請求項９】
　前記光学シートは、前記シート固定突起に対応される固定ホールを有し、前記シート固
定突起の上部は前記固定モールドによってカバーされてなる請求項８に記載のバックライ
トアセンブリ。
【請求項１０】
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　前記請求項１～９のいずれか１つに記載のバックライトアセンブリと、
　前記バックライトアセンブリの上部に配置され、画像を表示する液晶表示パネルと、前
記液晶表示パネルを駆動する駆動回路部とを含む表示ユニットと、
　前記表示ユニットを固定するトップシャーシとを含むことを特徴とする液晶表示装置。
【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及びそれを有する液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶表示装置は異方性屈折率、異方性誘電率などの光学的、電気的特性を有
する液晶を用いて画像を表示する表示装置である。このような液晶表示装置は、ＣＲＴ（
Cathode Ray Tube）、ＰＤＰ（Plasma Display Panel）などの他の表示装置に比べて薄く
て軽く、低駆動電圧及び低消費電力を有するという長所があって、産業全般に渡って幅広
く使用されている。
【０００３】
　液晶表示装置は下部基板と上部基板との間に液晶層を配置し、液晶層に含まれた液晶分
子の配列変化により光の透過率を変更して画像を表示する液晶表示パネルを含む。
　また、液晶表示装置は画像を表示するための液晶表示パネルが自発的に発光することが
できない非発光性素子であるので、液晶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。
【０００４】
　バックライトアセンブリは光を発生するランプ及びランプをカバーするランプカバーを
含むランプユニット、ランプユニットからの光を液晶表示パネル方向にガイドするための
導光板、導光板から出射される光の輝度特性を向上させるために導光板の上部に配置され
る少なくとも一つの光学シート、及び導光板の下部に配置される反射板を含む。
　また、バックライトアセンブリは前記したランプユニット、導光板、光学シート及び反
射板を収納するためのボトムシャーシと、前記ボトムシャーシと結合され前記した部品を
固定するための１つまたは２つのモールドフレームを含む。
【０００５】
　このように、従来の液晶表示装置はボトムシャーシとモールドフレームを使用すること
により、製造原価が増加し、製品の組立時間が増加するという問題点を有する。また、液
晶表示装置の外郭をボトムシャーシがカバーしていることに起因して、ランプワイヤーを
固定するための別途のワイヤー整形物を必要とし、放熱に脆弱な構造を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明はこのような問題点を勘案したもので、本発明は部品数を減少させ製造
原価を節減し、組立時間を短縮することができるバックライトアセンブリを提供する。
　また、本発明は前記したバックライトアセンブリを有する液晶表示装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した本発明１の一特徴によるバックライトアセンブリはランプユニット、導光板、
モールドフレーム及び固定モールドを含む。前記ランプユニットは光を発生するランプ及
び前記ランプをカバーするランプカバーを含む。前記導光板は前記ランプユニットからの
光をガイドする。前記モールドフレームは開口された上部を介して前記ランプユニット及
び前記導光板を収納する。前記固定モールドは前記ランプユニットの上部に配置され、前
記モールドフレームと結合され前記ランプユニットを固定する。
【０００８】
　このようなバックライトアセンブリによると、モールドフレームが、ランプユニット及
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び導光板を収納するため、ボトムシャーシが不要である。よって、一つのモールドフレー
ムのみを使用して各部材を固定することが可能であるので、製造原価を節減し組立時間を
短縮することができる。
　モールドフレームが開口部を有しているため、放熱効率を向上させることができる。
【０００９】
　発明２は、発明１において、前記モールドフレームは前記ランプユニット及び前記導光
板の下部をカバーする底部、及び前記ランプユニット及び前記導光板の側部をカバーする
側壁を含む。
　底部と側壁とにより収納空間を形成しており、この収納空間にランプユニット及び導光
板を収納することができる。
【００１０】
　発明３は、発明２において、前記モールドフレームは、前記底部の中央領域が開口され
たことを特徴とする。
　この開口から、ランプユニット等からの熱を放熱することができるので、放熱効率を向
上することができる。
　発明４は、発明２において、前記モールドフレームは、前記底部の外面に形成されたラ
ンプワイヤー固定部を含む。
【００１１】
　モールドフレームの底部にランプワイヤー固定部を形成することで、ランプワイヤーを
安定的に固定し、ランプワイヤーを固定するための別途のワイヤー整形物を除去すること
ができる。
　一方、発明５は、発明２において、前記バックライトアセンブリは、前記導光板の上部
に配置される少なくとも一つの光学シート及び前記導光板の下部に配置される反射板をさ
らに含む。
【００１２】
　発明６は、発明５において、前記モールドフレームは前記側壁の上部に形成されたシー
ト固定突起を含む。
　発明７は、発明６において、前記光学シートは前記シート固定突起に対応される固定ホ
ールを有する。
　シート固定突起を固定ホールに結合することで、光学シートがモールドフレームに固定
される。
【００１３】
　発明８は、発明６において、前記シート固定突起の上部は前記固定モールドによってカ
バーされる。
　固定モールドによりシート固定突起がカバーされることで、光学シートが離脱されてし
まうのを阻止できる。
　発明９は、発明１において、前記ランプユニットは、前記導光板の互いに向き合う両側
部にそれぞれ配置されることを特徴とする。
【００１４】
　発明１０は、光を発生するランプ及び前記ランプをカバーするランプカバーを含むラン
プユニットと、前記ランプユニットからの光をガイドする導光板と、前記導光板の上部に
配置された少なくとも一つの光学シートと、前記導光板の下部に配置された反射板と、開
口された上部を介して前記反射板、前記ランプユニット、前記導光板及び前記光学シート
を収納し、底部の外面に形成されたランプワイヤー固定部及び側壁の上部に形成されたシ
ート固定突起を備えるモールドフレームと、前記ランプユニットの上部に配置され、前記
モールドフレームと結合され前記ランプユニットを固定する固定モールドと、を含むこと
を特徴とするバックライトアセンブリを提供する。
【００１５】
　発明１１は、発明１０において、前記光学シートは、前記シート固定突起に対応される
固定ホールを有し、前記シート固定突起の上部は前記固定モールドによってカバーされる
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ことを特徴とする。
　前述した本発明１２の一特徴による液晶表示装置は、光を供給するバックライトアセン
ブリと、前記バックライトアセンブリの上部に配置され画像を表示する液晶表示パネル及
び前記液晶表示パネルを駆動する駆動回路部を含む表示ユニットと、前記表示ユニットを
固定するトップシャーシと、を含む。
【００１６】
　前記バックライトアセンブリは、ランプユニット、導光板、モールドフレーム及び固定
モールドを含む。前記ランプユニットは光を発生するランプ及び前記ランプをカバーする
ランプカバーを含む。前記導光板は前記ランプユニットからの光をガイドする。前記モー
ルドフレームは開口された上部を介して前記ランプユニット及び前記導光板を収納する。
前記固定モールドは前記ランプユニットの上部に配置され、前記モールドフレームと結合
され前記ランプユニットを固定する。
【００１７】
　前記モールドフレームは、前記ランプユニット及び前記導光板の下部をカバーする底部
と、前記ランプユニット及び前記導光板の側部をカバーする側壁と、を含むことを特徴と
する。
　前記モールドフレームは、前記底部の外面に形成されたランプワイヤー固定部を含むこ
とを特徴とする。
【００１８】
　前記バックライトアセンブリは、前記導光板の上部に配置される少なくとも一つの光学
シートと、前記導光板の下部に配置される反射板と、をさらに含むことを特徴とする。
　前記モールドフレームは、前記側壁の上部に形成されたシート固定突起を含み、前記光
学シートは前記シート固定突起に対応される固定ホールを有することを特徴とする。
　前記シート固定突起の上部は、前記固定モールドによってカバーされることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１９】
　このようなバックライトアセンブリ及びそれを有する液晶表示装置によると、トップシ
ャーシを除去し一つのモールドフレームのみを使用することで、製造原価を節減し組立時
間を短縮させることができる。また、光学シートを安定的に固定し、放熱効率を向上させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態をより詳細に説明する。
　図１は本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリを示した分解斜視図であり、
図２は図１に示されたバックライトアセンブリの結合状態を示した平面図である。
　図１及び図２を参照すると、本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリ１００
は、ランプユニット２００、導光板３００、モールドフレーム４００及び固定モールド５
００を含む。
【００２１】
　ランプユニット２００は光を発生するランプ２１０、及びランプ２１０をカバーするラ
ンプカバー２２０を含む。ランプカバー２００は導光板３００の互いに向き合う両側部に
それぞれ配置される。特に、ランプユニット２００は導光板３００の長辺に対応される両
側部に配置される。これとは異なり、ランプユニット２００は導光板３００の一側部のみ
に配置されることができる。
【００２２】
　ランプカバー２２０の内部には、例えば２つのランプ２１０が配置される。一方、ラン
プカバー２２０の内部には１つまたは３つのランプ２１０が配置されることができる。
　導光板３００は側部に配置されたランプユニット２００からの光を上部方向にガイドす
る。導光板３００は光のガイドのために透明な物質からなる。例えば、導光板３００はポ
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リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）材質からなる。
【００２３】
　導光板３００の下面には光の散乱反射のための所定の拡散パターン（図示せず）が形成
される。例えば、拡散パターンは印刷パターンまたは凹凸パターンからなる。ランプユニ
ット２００から導光板３００の内部に入射された光は拡散パターンによって散乱反射され
、特定の臨界角を越える光は導光板３００の上面を介して出射される。
　モールドフレーム４００は、開口している上部を介してランプユニット２００及び導光
板３００を収納する。モールドフレーム４００は合成樹脂から形成され、金型を通じて射
出成形によって製造される。
【００２４】
　モールドフレーム４００は、ランプユニット２００及び導光板３００の下部をカバーす
る底部４１０、及びランプユニット２００及び導光板３００の側部をカバーする側壁４２
０を含む。
　モールドフレーム４００の底部４１０はバックライトアセンブリ１００の重さを減少さ
せ、放熱効率を向上させるために中央領域が開口された形状を有する。モールドフレーム
４００の側壁４２０は、底部４１０の４つの端部から延長されランプユニット２００及び
導光板３００を収納するための収納空間を形成する。
【００２５】
　固定モールド５００はランプユニット２００の上部に配置され、モールドフレーム４０
０と結合されランプユニット２００を固定する。固定モールド５００はモールドフレーム
４００に収納されたランプユニット２００及び導光板３００が外部に離脱されないように
ランプユニット２００の上部と導光板３００上部の端部をカバーする。
　一方、バックライトアセンブリ１００は導光板３００の上部に配置される少なくとも一
つの光学シート３１０、及び導光板３００の下部に配置される反射板３２０をさらに含む
。
【００２６】
　光学シート３１０は導光板３００から上部方向に出射される光の輝度特性を向上させる
。光学シート３１０は導光板３００から出射される光を拡散させ輝度均一度を向上させる
ための拡散シートを含むことができる。
　また、光学シート３１０は導光板３００から出射される光を正面方向に集光させ光の正
面輝度を向上させるためのプリズムシートを含むことができる。
【００２７】
　また、光学シート３１０は特定条件を満たす光は透過させ、残りの光は反射させる方式
で光の輝度を増加させる反射偏光シートを含むことができる。
　一方、バックライトアセンブリ１００は要求される輝度特性によって多様な機能の光学
シートをさらに含むことができる。
　反射板３２０は、導光板３００の下部から漏洩する光を反射させ光の利用効率を向上さ
せる。反射板３２０は光反射率の高い物質からなる。例えば、反射板３２０はポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）、またはポリカボネート（ＰＣ）材質からなる。それとは異
なり、反射板３２０はアルミニウムＡｌなどの金属板に白色の反射シートがラミネーター
（ｌａｍｉｎａｔｉｎｇ）された構造を有することができる。
反射板３２０は、導光板３００の下部に配置されることで、モールドフレーム４００の底
部４１０の開口された領域をカバーする。従って、反射板３２０は、モールドフレーム４
００の底部４１０の開口された領域を介してモールドフレーム４００内部に異物などが流
入されることを防止する。
【００２８】
　このように、バックライトアセンブリ１００は一つのモールドフレーム４００にランプ
ユニット２００、導光板３００、光学シート３１０及び反射板３２０などの部品を全部実
装することでボトムシャーシなどの部品を除去して製造原価を節減し、組立工程を単純化
させることができる。
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　図３は図２に示されたＩ－Ｉ’線に沿って切断したバックライトアセンブリの断面図で
あり、図４は図１に示されたランプユニットを具体的に示した斜視図である。
【００２９】
　図３及び図４を参照すると、モールドフレーム４００の内部には開口された上部を介し
て反射板３２０、ランプユニット２００、導光板３００及び光学シート３１０が順次に収
納される。
　ランプユニット２００は光を発生するランプ２１０、及びランプ２１０をカバーするラ
ンプカバー２２０を含む。一例で、ランプカバー２２０には２つのランプ２１０が配置さ
れる。
【００３０】
　ランプ２１０は外部から印加される駆動電源に反応して光を発生する。例えば、ランプ
２１０は細くて長い円筒形状を有する冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ：Cold Cathode Fluor
escent Lamps）からなる。これとは異なり、ランプ２１０は両端部に外部電極が形成され
た外部電極型蛍光ランプ（ＥＥＦＬ：External Electrode Fluorescent Lamp）からなる
。
【００３１】
　ランプカバー２２０はランプ２１０の三面を取り囲んでランプ２１０を保護する。ラン
プカバー２２０は反射率の高い金属からなり、または、金属の内面に反射率の高い反射物
質がコーティングされた構造を有する。ランプカバー２２０はランプ２１０から発生され
た光を導光板３００側に反射させ光の利用効率を向上させる。
　一方、ランプ２１０の両端部にはランプ２１０に駆動電源を印加するための第１及び第
２ランプワイヤー２１２、２１４がそれぞれ連結されている。図４に示すように、第２ラ
ンプワイヤー２１４はランプカバー２２０の外部から第１ランプワイヤー２１２側に引出
しされる。
【００３２】
　ランプカバー２２０は第２ランプワイヤー２１４の収納のためのワイヤーガイド部２２
２を具備する。従って、第２ランプワイヤー２１４はワイヤーガイド部２２２に沿って第
１ランプワイヤー２１２側に引出されるので、第２ランプワイヤー２１４によるサイズ増
加を防止することができる。
　図５は図１に示された固定モールドを具体的に示した斜視図である。
【００３３】
　図３及び図５を参照すると、固定モールド５００はランプユニット２００の上部からモ
ールドフレーム４００と結合されランプユニット２００を固定する。固定モールド５００
は例えば、モールドフレーム４００とフック結合される。
　固定モールド５００はモールドフレーム４００の側壁４２０に対応される結合部５１０
と、ランプユニット２００の上部をカバーするカバー部５２０と、を含む。
【００３４】
　結合部５１０はモールドフレーム４００との安定的な結合と剛性を強化するためのモー
ルドフレーム４００の側壁４２０に対応される溝５１２を含む。
　カバー部５２０はモールドフレーム４００に収納されたランプユニット２００及び導光
板３００の離脱を防止するためにランプユニット２００の上部と導光板３００の上部の端
部領域をカバーする。
【００３５】
　また、固定モールド５００は光学シート３１０の固定のために、カバー部５２０から延
長されたシーク固定部５３０をさらに含む。
　図６は図２に示されたＩＩ－ＩＩ’線に沿って切断したバックライトアセンブリの断面
図であり、図７は図６に示されたワイヤー固定部を示した斜視図である。
　図６及び図７を参照すると、モールドフレーム４００は第１及び第２ランプワイヤー２
１２、２１４を固定するためのランプワイヤー固定部４３０を備える。
【００３６】
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　ランプワイヤー固定部４３０はモールドフレーム４００の底部４１０の外面に形成され
る。ランプワイヤー固定部４３０はモールドフレーム４００の底部４１０から外部方向に
突出されて形成され、第１及び第２ランプワイヤー２１２、２１４の固定のために鉤形状
を有する。
　ランプユニット２００からモールドフレーム４００の外部に引出しされた第１及び第２
ランプワイヤー２１２、２１４はランプワイヤー固定部４３０を介して安定的に固定され
る。
【００３７】
　ランプユニット２００が導光板３００の両側部にそれぞれ配置された場合、ランプワイ
ヤー固定部４３０はそれぞれのランプユニット２００に対応して底部４１０上に２つが形
成される。
　ランプワイヤー固定部４３０はモールドフレーム４００の射出成形の際、モールドフレ
ーム４００と一体型に形成される。従って、第１及び第２ワイヤー２１２、２１４の固定
のための別途のワイヤー形成物を除去することができる。
【００３８】
　図８は図６に示された光学シートの固定構造を示すための分解斜視図である。
　図６及び図８を参照すると、モールドフレーム４００は光学シート３１０を固定するた
めのシート固定突起４４０を具備する。
　シート固定突起４４０はモールドフレーム４００の側壁４２０の上部に形成される。シ
ート固定突起４４０はモールドフレーム４００の四つの角に対応される位置に形成される
。これとは異なり、シート固定突起４４０はモールドフレーム４００の対角線方向の２つ
の角のみに形成されることができる。
【００３９】
　シート固定突起４４０は円柱形状を有し、側壁４２０から上部方向に突出されるように
形成される。シート固定突起４４０は光学シート３１０の安定的な固定のために、少なく
とも光学シート３１０の厚さより高い高さに突出されることが望ましい。
　一方、光学シート３１０はモールドフレーム４００のシート固定突起４４０に対応され
る固定ホール３１２を有する。光学シート３１０はシート固定突起４４０と固定ホール３
１２との結合によってモールドフレーム４００に固定される。
【００４０】
　固定ホール３１２はシート固定突起４４０の形状に対応される形状を有する。この際、
固定ホール３１２は光学シート３１０の熱膨張を考慮してシート固定突起４４０より若干
大きい大きさで形成されることが望ましい。
　光学シート３１０の固定ホール３１２とモールドフレーム４００のシート固定突起４４
０との結合の後、シート固定突起４４０の上部は固定モールド５００のシート固定部５３
０によってカバーされる。固定モールド５００のシート固定部５３０は光学シート３１０
が外部に離脱されることを防止する。例えば、固定ホール３１２が形成されている部分の
光学シート３１０を、シート固定部５３０とモールドフレーム４００とで挟み込んで固定
している。
【００４１】
　図９は本発明の一実施形態による液晶表示装置を示した分解斜視図であり、図１０は図
９に示された液晶表示装置の結合された断面を示した断面図である。
　図９及び図１０を参照すると、本発明の一実施形態による液晶表示装置６００は光を供
給するバックライトアセンブリ１００、バックライトアセンブリ１００の上部に配置され
る表示ユニット７００、及び表示ユニット７００を固定するトップシャーシ８００を含む
。
【００４２】
　バックライトアセンブリ１００は図１乃至図８に示されたのと同一の工程を有するので
、同一の参照番号を使用し、その重複される説明は省略する。
　表示ユニット７００はバックライトアセンブリ１００から供給される光を用いて画像を
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表示する液晶表示パネル７１０、及び液晶表示パネルを駆動するための駆動回路部７２０
を含む。
【００４３】
　液晶表示パネル７１０は光学シート３１０の上部に配置される。この際、液晶表示パネ
ル７１０は固定モールド５００によって収納位置がガイドされ、安定的に固定される。
　液晶表示パネル７１０は下部基板７１２、下部基板７１２と対向して結合される上部基
板７１４、及び下部基板７１２と上部基板７１４との間に介在された液晶層（図示せず）
を含む。
【００４４】
　下部基板７１２はスイッチング素子である薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴ）がマトリ
ックス形態に形成されたＴＦＴ基板である。一例で、下部基板７１２は光の透過のために
透明なガラス材質からなる。前記ＴＦＴのソース端子及びゲート端子にはそれぞれデータ
ライン及びゲートラインラインが接続され、ドレイン端子には透明な導電性材質からなる
画素電極が連結される。
【００４５】
　上部基板７１４は色を具現するためのＲ、Ｇ、Ｂ画素が薄膜形態に形成されたカラーフ
ィルタ基板である。上部基板７１４は、一例で、透明のガラス材質からなる。上部基板７
１４には透明な導電性材質からなる共通電極が形成される。
　このような構成を有する液晶表示パネル７１０は前記ＴＦＴのゲート端子に電源が印加
されＴＦＴがターンオンされると、画素電極と共通電極との間には電界が形成される。こ
のような電界によって下部基板７１２と上部基板７１４との間に介在された液晶層の液晶
分子の配列が変化され、液晶分子の配列変化によってバックライトアセンブリ１００から
供給される光の透過度が変更され所望する諧調の画像を表示する。
【００４６】
　駆動回路部７２０は液晶表示パネル７１０の駆動のための各種制御信号を出力するソー
ス印刷回路基板７２２と、ソース印刷回路基板７２２と液晶表示パネル７１０とを連結す
るデータ駆動回路フィルム７２４及び液晶表示パネル７１０と連結されたゲート駆動回路
フィルム７２６を含む。
　データ駆動回路フィルム７２４は下部基板７１２のデータラインと接続され、ゲート駆
動回路フィルム７２６は下部基板７１２のゲートラインと接続される。
【００４７】
　データ駆動回路フィルム７２４及びゲート駆動回路フィルム７２６はソース印刷回路基
板７２２から供給される制御信号に反応して液晶表示パネル７１０を駆動するための駆動
信号を出力する駆動チップを含む。データ駆動回路フィルム７２４及びゲート駆動回路フ
ィルム７２６は、例えば、テープキャリアパッケージＴＣＰまたはチップオンフィルムＣ
ＯＦからなる。
【００４８】
　一方、駆動回路部７２０はゲート駆動回路フィルム７２６と連結されるゲート印刷回路
基板（図示せず）をさらに含むことができる。
　トップシャーシ８００はモールドフレーム４００と結合され液晶表示パネル７１０の端
部を固定する。この際、ソース印刷回路基板７２２はデータ駆動回路フィルム７２４の折
り曲げによってモールドフレーム４００の背面に配置される。トップシャーシ８００は変
形の少ない強度が優れた金属からなる。

　このようなバックライトアセンブリ及びそれを有する液晶表示装置によると、モールド
フレームが、ランプユニット及び導光板を収納するため、ボトムシャーシが不要である。
よって、ボトムシャーシを除去し一つのモールドフレームのみを使用することで各部材を
固定することが可能であるので、製造原価を節減し組立時間を短縮することができる。
【００４９】
　また、モールドフレームの底部にランプワイヤー固定部を形成することで、ランプワイ
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ヤーを安定的に固定し、ランプワイヤーを固定するための別途のワイヤー整形物を除去す
ることができる。
　また、モールドフレームに光学シートを固定するためのシート固定突起を形成しシート
固定突起の上部を固定モールドでカバーすることで、光学シートを安定的に固定すること
ができる。
【００５０】
　また、バックライトアセンブリの外郭を取り囲むボトムシャーシを除去することで放熱
効率を向上させることができる。
　以上、本発明の実施形態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脱
することなく、本発明を修正または変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、バックライトアセンブリを有する表示装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施形態によるバックライトアセンブリを示した分解斜視図である。
【図２】図１に示されたバックライトアセンブリの結合された状態を示した平面図である
。
【図３】図２に示されたI－I‘線に沿って切断したバックライトアセンブリの断面図であ
る。
【図４】図１に示されたランプユニットを具体的に示した斜視図である。
【図５】図１に示された固定モールドを具体的に示した斜視図である。
【図６】図３に示されたII－II‘線に沿って切断したバックライトアセンブリの断面図で
ある。
【図７】図６に示されたワイヤー固定部を示した斜視図である。
【図８】図６に示された光学シートの固定構造を示すための分解斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態による液晶表示装置を示した分解斜視図である。
【図１０】図９に示された液晶表示装置の結合された断面を示した断面図である。
【符号の説明】
【００５３】
１００　　　バックライトアセンブリ
２００　　　ランプユニット
２１０　　　ランプ
２１２　　　第１ランプワイヤー
２１４　　　第２ランプワイヤー
２２０　　　ランプカバー
３００　　　導光板
３１０　　　光学シート
３２０　　　反射板
４００　　　モールドフレーム
４３０　　　ランプワイヤー固定部
４４０　　　シート固定突起
５００　　　固定モールド
５３０　　　シート固定部
６００　　　液晶表示装置
７００　　　表示ユニット
７１０　　　液晶表示パネル
７２０　　　駆動回路部
８００　　　トップシャーシ
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