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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部が設けられた金属製のフロントカバーと、前記フロントカバーに組み合された金
属製のバックカバーと、を有する筐体と、
　前記筐体に収容され、前記開口部から露出された表示面を有する液晶パネルと、
　前記筐体に収容され、前記液晶パネルの背後で前記液晶パネルに面した導光板と、
　前記導光板の周囲から前記導光板に光を照射する光源モジュールと、
　前記導光板を取り囲むように前記フロントカバーと前記バックカバーとの間に介在され
、前記光源モジュールが熱的に接続された金属製の光源支持部を有するフレームと、
　前記フロントカバー、前記バックカバーおよび前記フレームを一体的に結合する固定具
と、を具備し、
　前記フレームは、前記液晶パネルの外周部と前記導光板の外周部との間に介在されたパ
ネル保持部を有し、前記液晶パネルの前記外周部が前記パネル保持部と前記フロントカバ
ーとの間で挟持され、前記導光板の前記外周部が前記パネル保持部と前記バックカバーと
の間で挟持されたテレビ。
【請求項２】
　請求項１の記載において、前記光源モジュールは、金属製のベースと、前記ベースに支
持されるとともに発熱する複数の発光素子と、を含み、前記ベースが前記光源支持部に熱
的に接続されたテレビ。
【請求項３】
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　請求項２の記載において、前記光源モジュールの前記ベースは、前記導光板の縁部に沿
って延びているとともに、前記発光素子が前記ベースの長手方向に一列に並んだテレビ。
【請求項４】
　請求項３の記載において、前記フレームの前記光源支持部は、前記導光板の周面に面し
た受熱面を有し、前記光源モジュールの前記ベースが前記受熱面に接合されたテレビ。
【請求項５】
　請求項４の記載において、前記フロントカバーおよび前記バックカバーは、互いに協働
して前記フレームを覆うとともに前記フレームを前記筐体の厚さ方向に挟んだテレビ。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか１項の記載において、前記フロントカバーと前記液
晶パネルとの間に介在された第１の断熱材と、前記液晶パネルと前記パネル保持部との間
に介在された第２の断熱材と、をさらに備えたテレビ。
【請求項７】
　請求項６の記載において、前記導光板と前記パネル保持部との間に介在された第３の断
熱材をさらに備えたテレビ。
【請求項８】
　第１の金属カバーと、前記第１の金属カバーに組み合された第２の金属カバーと、を有
する筐体と、
　前記筐体に収容された表示パネルと、
　前記筐体に収容され、前記表示パネルの背後に位置されたバックライト装置と、を含み
、
　前記バックライト装置は、
　　　前記表示パネルに面した導光板と、
　　　前記導光板の周囲から前記導光板に光を照射する光源モジュールと、
　　　前記光源モジュールが熱的に接続されるとともに、前記第１の金属カバーおよび前
記第２の金属カバーに固定具を介して一体的に結合された金属製の光源支持部と、を有し
、
　　　前記光源支持部は、前記表示パネルの外周部と前記導光板の外周部との間に介在さ
れたパネル保持部を有し、前記表示パネルの前記外周部が前記パネル保持部と前記第１の
金属カバーとの間で挟持され、前記導光板の前記外周部が前記パネル保持部と前記第２の
金属カバーとの間で挟持された電子機器。
【請求項９】
　請求項８の記載において、前記光源モジュールは、金属製のベースと、前記ベースに支
持された複数の発光ダイオードと、を含み、前記ベースが前記光源支持部に固定された電
子機器。
【請求項１０】
　請求項９の記載において、前記光源モジュールの前記ベースは、前記導光板の縁部に沿
って延びているとともに、前記発光ダイオードが前記ベースの長手方向に一列に並んだ電
子機器。
【請求項１１】
　請求項１０の記載において、前記光源支持部は、前記導光体の周面に面した受熱面を有
し、前記光源モジュールの前記ベースが前記受熱面に接合された電子機器。
【請求項１２】
　請求項８ないし請求項１１のいずれか１項の記載において、前記第１の金属カバーと前
記表示パネルとの間に介在された第１の断熱材と、前記表示パネルと前記パネル保持部と
の間に介在された第２の断熱材と、をさらに備えた電子機器。
【請求項１３】
　請求項１２の記載において、前記導光板と前記パネル保持部との間に介在された第３の
断熱材をさらに備えた電子機器。
【請求項１４】
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　第１の金属カバーと、前記第１の金属カバーに組み合された第２の金属カバーと、を有
する筐体と、
　前記筐体に収容され、前記筐体から露出された表示面を有する第１の面と、前記第１の
面の反対側に位置された第２の面と、を含む表示パネルと、
　前記筐体に収容され、前記表示パネルの前記第２の面に面した導光板と、
　前記導光板の周囲から前記導光板に光を照射する光源モジュールと、
　前記筐体内で前記導光板を取り囲むとともに前記光源モジュールが熱的に接続された金
属製の支持部と、
　前記第１の金属カバー、前記第２の金属カバーおよび前記支持部を一体的に固定した固
定具と、を具備し、
　前記支持部は、前記表示パネルの外周部と前記導光板の外周部との間に介在されたパネ
ル保持部を有し、前記表示パネルの前記外周部が前記パネル保持部と前記第１の金属カバ
ーとの間で挟持され、前記導光板の前記外周部が前記パネル保持部と前記第２の金属カバ
ーとの間で挟持された電子機器。
【請求項１５】
　請求項１４の記載において、前記固定具は、前記第１の金属カバーと前記第２の金属カ
バーとの間に跨るとともに、前記支持部を貫通した電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、バックライト装置を搭載したテレビおよび電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の一例である液晶テレビは、液晶パネルの背後にバックライト装置を搭載して
いる。バックライト装置は、一つのモジュールとして組み立てられているとともに、液晶
パネルと一緒に樹脂製の筐体に収容されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－７２２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　バックライト装置の光源として、蛍光管の代わりに発光ダイオードを採用した液晶テレ
ビが商品化されている。この種のテレビでは、バックライト装置の導光板を支えるフレー
ムと、発光ダイオードの熱を放出する金属製のヒートシンクとを別々に設ける必要がある
。
【０００５】
　したがって、樹脂製の筐体の内部に、フレームやヒートシンクを収容するスペースを確
保しなくてはならず、液晶テレビを薄くコンパクト化したいという近年の要請を満たすこ
とが困難となる。
【０００６】
　さらに、ヒートシンクが樹脂製の筐体で覆われるために、ヒートシンクの放熱性が損な
われるのを否めない。
【０００７】
　本発明の目的は、光源モジュールの放熱性を改善しつつ、筐体を薄くコンパクトに形成
できるテレビおよび電子機器を得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　　一つの実施形態によれば、テレビは、開口部が設けられた金属製フロントカバーと、
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フロントカバーに組み合された金属製バックカバーと、を有する筐体を備えている。筐体
の内部に、開口部から露出された表示面を有する液晶パネルと、液晶パネルの背後で液晶
パネルに面した導光板と、導光板の周囲から導光板に光を照射する光源モジュールと、が
収容されている。フロントカバーとバックカバーとの間に導光板を取り囲むフレームが介
在されている。フロントカバー、バックカバーおよびフレームは、固定具を介して一体的
に結合されている。フレームは、光源モジュールが熱的に接続された金属製の光源支持部
と、液晶パネルの外周部と導光板の外周部との間に介在されたパネル保持部と、を有して
いる。液晶パネルの外周部は、パネル保持部とフロントカバーとの間で挟持されている。
導光板の外周部は、パネル保持部とバックカバーとの間で挟持されている。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る液晶テレビの正面図。
【図２】実施形態に係る液晶テレビの側面図。
【図３】図１に示す液晶テレビのテレビ本体の概略を分解して示す斜視図。
【図４】光源モジュールの斜視図。
【図５】図１のＦ５－Ｆ５線に沿う断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１および図２は、電子機器の一例である液晶テレビ１を示している。液晶テレビ１は
、卓上スタンド２とテレビ本体３とを備えている。
【００１２】
　卓上スタンド２は、例えばテレビ台の設置面４の上に置かれているとともに、テレビ本
体３を支持している。
【００１３】
　図３および図５に示すように、テレビ本体３は、筐体５、液晶パネル６およびバックラ
イト装置７を備えている。筐体５は、フロントカバー１０とバックカバー１１とで構成さ
れている。フロントカバー１０は、第１の金属カバーの一例であって、第１ないし第４の
縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄを有している。第１ないし第４の縁部１０ａ，１０
ｂ，１０ｃ，１０ｄは、例えば押出加工されたアルミニウム合金製の細長い形材で構成さ
れている。第１および第３の縁部１０ａ，１０ｃは、フロントカバー１０の幅方向に互い
に平行に延びている。第２および第４の縁部１０ｂ，１０ｄは、フロントカバー１０の高
さ方向に互いに平行に延びている。
【００１４】
　したがって、第１ないし第４の縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、四角い枠形に
組み合わされているとともに、互いに協働して四角い開口部１２を規定している。
【００１５】
　第１ないし第４の縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、図５に示すような共通の断
面形状を有している。図５に第２の縁部１０ｂを代表して示すように、第１ないし第４の
縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、夫々前壁１３および周壁１４を有している。前
壁１３は、開口部１２の一辺を規定するとともに、筐体５の前面を構成している。周壁１
４は、前壁１３の外周縁部から前壁１３と直交する方向に延びているとともに、筐体５の
周面を構成している。
【００１６】
　さらに、第１ないし第４の縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄは、夫々前壁１３と側
壁１４とで規定された角部１５を有している。角部１５は、フロントカバー１０の内側に
向けて張り出している。
【００１７】
　バックカバー１１は、第２の金属カバーの一例である。バックカバー１１は、例えばア
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ルミニウム合金製の四角い板であり、フロントカバー１０に対し開口部１２の反対側の位
置されている。このため、フロントカバー１０およびバックカバー１１は、互いに組み合
わせることでフラットな四角い箱形の筐体５を構成している。
【００１８】
　液晶パネル６は、表示パネルの一例であって、筐体５の内部に収容されている。液晶パ
ネル６は、積層された二枚のガラス板の間に液晶を封入したものであり、四角い表示面６
ａを有する第１の面６ｂと、第１の面６ｂの反対側に位置された第２の面６ｃと、を含ん
でいる。表示面６ａは、フロントカバー１０の開口部１２から筐体５の外に露出されてい
る。
【００１９】
　図３に示すように、液晶パネル６は、表示面６ａを取り囲んだ第１ないし第４の縁部１
６ａ，１６ｂ，１６ｃ，１６ｄを有している。第１および第３の縁部１６ａ，１６ｃは、
液晶パネル６の幅方向に互いに平行に延びている。第２および第４の縁部１６ｂ，１６ｄ
は、液晶パネル６の高さ方向に互いに平行に延びている。
【００２０】
　第１および第３の縁部１６ａ，１６ｃの全長は、第２および第４の縁部１６ｂ，１６ｄ
の全長よりも長い。本実施形態では、第１および第３の縁部１６ａ，１６ｃと、第２およ
び第４の縁部１６ｂ，１６ｄとの長さの比は、例えば１６：９に設定されている。
【００２１】
　さらに、液晶パネル６は、複数のゲートドライバ１７、複数のソースドライバ１８およ
び複数のソース基板１９を含んでいる。ゲートドライバ１７、ソースドライバ１８および
ソース基板１９は、液晶パネル６の周囲に分散して配置されている。
【００２２】
　図３および図５に示すように、バックライト装置７は、筐体５の内部で液晶パネル６の
背後に位置されている。バックライト装置７は、導光体２０、フレーム２１、第１の光源
モジュール２２および第２の光源モジュール２３を備えている。
【００２３】
　導光体２０は、導光板２５、プリズムシート２６、偏光シート２７および反射シート２
８を互いに積層することで構成されている。導光板２５は、液晶パネル６に対応した大き
さの四角い透明な板であって、液晶パネル６の背後で液晶パネル６の第２の面６ｃに面し
ている。
【００２４】
　導光板２５は、第１ないし第４の縁部３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄを有している。
第１および第３の縁部３０ａ，３０ｃは、導光板２５の幅方向に互いに平行に延びている
。第２および第４の縁部３０ｂ，３０ｄは、導光板２５の高さ方向に互いに平行に延びて
いる。さらに、第１ないし第４の縁部３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄは、夫々平坦な周
面３１を有している。周面３１は、導光板２５の表面３２と裏面３３との間を結ぶととも
に、導光板２５の周囲に露出されている。
【００２５】
　プリズムシート２６は、導光板２５の表面３２に積層されている。偏光シート２７は、
プリズムシート２６の上に積層されて、液晶パネル６の第２の面６ｃと向かい合っている
。反射シート２８は、導光板２５の裏面３３に積層されて、バックカバー１１に面してい
る。
【００２６】
　図３に示すように、フレーム２１は、第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ
，３５ｄを有している。第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄは、例
えば押出加工されたアルミニウム合金製の細長い形材で構成され、互いに共通の断面形状
を有している。
【００２７】
　第１および第３の支持部３５ａ，３５ｃは、導光板２５の幅方向に互いに平行に延びて
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いる。第２および第４の支持部３５ｂ，３５ｄは、導光板２５の高さ方向に互いに平行に
延びている。第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄは、四角い枠形に
組み合わされて、導光板２５を周方向に連続して取り囲んでいる。
【００２８】
　図５にフレーム２１の第２の支持部３５ｂを代表して示すように、フレーム２１の第１
ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄは、夫々フロントカバー１０の角部
１５とバックカバー１１との間に介在されて、これらフロントカバー１０およびバックカ
バー１１で覆われている。
【００２９】
　フロントカバー１０、バックカバー１１およびフレーム２１は、複数の第１のねじ３６
を介して一体的に結合されている。第１のねじ３６は、固定具の一例であって、フロント
カバー１０およびフレーム２１の周方向に間隔を存して配列されている。
【００３０】
　第１のねじ３６は、バックカバー１１の外周部に開けた複数の第１のねじ挿通孔３７お
よびフレーム２１に開けた複数の第２のねじ挿通孔３８を筐体５の背後から貫通するとと
もに、フロントカバー１０の角部１５に設けたねじ孔３９にねじ込まれている。
【００３１】
　このねじ込みにより、フロントカバー１０とバックカバー１１とが互いに連結されると
ともに、フレーム２１がフロントカバー１０とバックカバー１１との間で筐体５の厚さ方
向に挟み込まれている。そのため、フレーム２１は、フロントカバー１０およびバックカ
バー１１に熱的に接合されている。
【００３２】
　フレーム２１の第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄは、夫々図５
に示すようなパネル保持部４１を備えている。パネル保持部４１は、第１ないし第４の支
持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄから液晶パネル６と導光体２０との間に突出されて
いる。そのため、液晶パネル６の外周部は、フロントカバー１０の前壁１３とパネル保持
部４１との間に介在されている。同様に、導光体２０の外周部は、バックカバー１１とパ
ネル保持部４１との間に介在されている。
【００３３】
　本実施形態によると、第１の断熱材４２がフロントカバー１０の前壁１３と液晶パネル
６の外周部との間に配置されている。第１の断熱材４２は、例えばゴムシートで構成され
、フロントカバー１０と液晶パネル６との間を熱的に遮断している。
【００３４】
　第２の断熱材４３がフレーム２１のパネル保持部４１と液晶パネル６の外周部との間に
配置されている。第２の断熱材４３は、例えばゴムシートで構成され、フレーム２１と液
晶パネル６との間を熱的に遮断している。
【００３５】
　さらに、第３の断熱材４４がフレーム２１のパネル保持部４１と導光体２０との間に配
置されている。第３の断熱材４４は、例えばゴムシートで構成され、フレーム２１と導光
体２０との間を熱的に遮断している。
【００３６】
　導光体２０の左側に位置されたフレーム２１の第２の支持部３５ｂおよび導光体２０の
右側に位置されたフレーム２１の第４の支持部３５ｄは、光源支持部の一例である。第２
の支持部３５ｂおよび第４の支持部３５ｄは、夫々図５に示すような受熱面４６を有して
いる。受熱面４６は、導光板２５の周面３１と向かい合うフラットな面であり、導光板２
５の周面３１と平行に延びている。
【００３７】
　前記第１および第２の光源モジュール２２，２３は、液晶パネル６に表示される映像の
視認性を高めるための光源である。第１の光源モジュール２２は、フレーム２１の第２の
支持部３５ｂの受熱面４６に固定されている。第２の光源モジュール２３は、フレーム２
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１の第４の支持部３５ｄの受熱面４６に固定されている。
【００３８】
　このため、第１および第２の光源モジュール２２，２３は、導光板２５の左側の周面３
１および右側の周面３１と向かい合っている。
【００３９】
　第１および第２の光源モジュール２２，２３は、互いに共通の構成を有するため、導光
板２５の左側に位置された第１の光源モジュール２２を代表して説明する。
【００４０】
　図４および図５に示すように、第１の光源モジュール２２は、ベース４７と複数の発光
部４８とを備えている。ベース４７は、例えば押出加工されたアルミニウム合金製の細長
い形材で構成され、導光板２５の周面３１に沿って一直線状に延びている。ベース４７は
、第１の面４７ａと、第１の面４７ａの反対側に位置された第２の面４７ｂとを有してい
る。第１および第２の面４７ａ，４７ｂは、夫々平坦な面である。
【００４１】
　発光部４８は、ベース４７の長手方向に間隔を存して一列に並んでいる。各発光部４８
は、多層基板５０、発光ダイオード５１および封止材５２を備えている。多層基板５０は
、ベース４７の第１の面４７ａの上に接着されている。発光ダイオード５１は、発光素子
の一例であって、多層基板５０の表面の中央部に実装されている。封止材５２は、蛍光体
を含む透明な樹脂材料で構成され、発光ダイオード５１を覆うように多層基板５０の表面
に積層されている。
【００４２】
　第１の光源モジュール２２は、発光部４８が導光板２５の周面３１の方向を向くような
姿勢でフレーム２１の受熱面４６に取り付けられている。具体的には、発光部４８を有す
るベース４７がフレーム２１の受熱面４６に複数の第２のねじ５３を介して固定されてい
る。この固定により、ベース４７の第２の面４７ｂが受熱面４６に密着されて、第１の光
源モジュール２２がフレーム２１に対し熱的に接続されている。
【００４３】
　図３に示すように、液晶パネル６を駆動する回路基板５５およびバックライト装置７を
制御する制御基板５６がバックカバー１１の外面に支持されている。回路基板５５および
制御基板５６は、夫々シールドケース５７で覆われている。シールドケース５７は、バッ
クカバー１１に取り付けられて筐体５の背後に露出されている。
【００４４】
　次に、テレビ本体３を組み立てる手順について説明する。
【００４５】
　最初に、第１ないし第４の縁部１０ａ，１０ｂ，１０ｃ，１０ｄを組み合わせて、四角
い枠状のフロントカバー１０を形成する。この状態で、フロントカバー１０の周壁１４が
上向きとなる姿勢にフロントカバー１０を水平に保持して、前壁１３の内面の所定の位置
に第１の断熱材４２を介して液晶パネル６を載置する。
【００４６】
　次に、第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄを組み合わせて四角い
枠状のフレーム２１を形成する。さらに、フレーム２１の第２の支持部３５ｂの受熱面４
６に第２のねじ５３を介して第１の光源モジュール２２を固定する。同様に、フレーム２
１の第４の支持部３５ｄの受熱面４６に第２のねじ５３を介して第２の光源モジュール２
３を固定する。
【００４７】
　次に、第１および第２の光源モジュール２２，２３が一体化されたフレーム２１をフロ
ントカバー１０の内側に嵌め込む。これにより、フレーム２１のパネル保持部４１が第２
の断熱材４３を介して液晶パネル６の外周部の上に重ねられる。それとともに、フレーム
２１の第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄがフロントカバー１０の
角部１５の上に突き合わされる。さらに、第１および第２の光源モジュール２２，２３の
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発光部４８がフロントカバー１０の内側でフロントカバー１０の幅方向に向かい合う。
【００４８】
　次に、フレーム２１のパネル保持部４１の上に第３の断熱材４４を介して導光体２０の
外周部を重ね合わせ、第１の光源モジュール２２と第２の光源モジュール２３との間に導
光体２０を位置させる。
【００４９】
　引き続き、フロントカバー１０の上からバックカバー１１を被せて、バックカバー１１
をフレーム２１の第１ないし第４の支持部３５ａ，３５ｂ，３５ｃ，３５ｄおよび導光体
２０の上に重ねる。
【００５０】
　この後、第１のねじ３６をバックカバー１１の第１のねじ挿通孔３７からフレーム２１
の第２のねじ挿通孔３８を通してフロントカバー１０のねじ孔３９にねじ込む。このねじ
込みにより、フロントカバー１０、バックカバー１１およびフレーム２１が一体的に結合
される。それとともに、フレーム２１がフロントカバー１０とバックカバー１１との間で
挾持されて、これらフロントカバー１０およびバックカバー１１に対し熱的に接合される
。
【００５１】
　最後に、バックカバー１１の外面に回路基板５５、制御基板５６およびシールドケース
５７を取り付けることで、テレビ本体３の組み立てが完了する。
【００５２】
　このような構成において、第１および第２の光源モジュール２２，２３の発光ダイオー
ド５１から放射された光は、図５に矢印で示すように導光板２５の周面３１から導光体２
５に入射される。導光板２５に入射された光は、プリズムシート２６および偏光シート２
７を透過して液晶パネル６に向かう。
【００５３】
　さらに、導光板２５に入射された光のうち、バックカバー１１に向かう光は、反射シー
ト２８で反射された後、プリズムシート２６および偏光シート２７を透過して液晶パネル
６に向かう。
【００５４】
　したがって、導光板２５から液晶パネル６に向けて光が照射され、液晶パネル６の表示
面６ａに表示された映像の視認性が高まる。
【００５５】
　実施形態に係る液晶テレビ１によると、発光ダイオード５１が発する熱は、多層基板５
０を介してベース４７に伝わるとともに、ベース４７からフレーム２１の第１および第３
の支持部３５ａ，３５ｃに伝わる。ベース４７およびフレーム２１は、共に熱伝導性に優
れたアルミニウム合金製であるため、発光ダイオード５１の熱がベース４７からフレーム
２１に効率よく拡散される。
【００５６】
　加えて、フレーム２１は、筐体５を構成するフロントカバー１０とバックカバー１１に
一体的に結合されて、これらフロントカバー１０およびバックカバー１１に対し熱的に接
合されている。フロントカバー１０およびバックカバー１１は、共に熱伝導性に優れたア
ルミニウム合金製であるため、フレーム２１に拡散された発光ダイオード５１の熱が、フ
レーム２１からフロントカバー１０およびバックカバー１１に効率よく伝達される。
【００５７】
　フロントカバー１０およびバックカバー１１は、テレビ本体３の外に露出されてテレビ
本体３の外観要素を構成している。そのため、発光ダイオード５１の熱をフロントカバー
１０およびバックカバー１１から大気中に放出することができる。
【００５８】
　この結果、フロントカバー１０およびバックカバー１１の双方をヒートシンクとして活
用することができ、筐体５の内部に発光ダイオード５１の熱が滞留し難くなる。よって、
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液晶パネル６に対する熱影響が緩和され、高画質の映像を得ることができる。
【００５９】
　しかも、本実施形態では、液晶パネル６とフロントカバー１０との間が第１の断熱材４
２で熱的に遮断されているとともに、液晶パネル６とフレーム２１との間が第２の断熱材
４３で熱的に遮断されている。そのため、発光ダイオード５１の熱をフロントカバー１０
およびフレーム２１に積極的に逃す構成でありながら、液晶パネル６に対する熱影響を極
力少なく抑えることができ、この点でも高画質の映像を得る上で好都合となる。
【００６０】
　それとともに、高画質の映像を得るためには、導光板２５を取り囲むフレーム２１を黒
く塗装することが望ましい。これにより、導光板２５からフレーム２１に導かれた光の多
くがフレーム２１に吸収されることになり、液晶パネル６の表示面６ａの輝度にばらつき
が生じるのを防止できる。
【００６１】
　加えて、本実施形態によると、バックカバー１１との間で導光体２０を支持するフレー
ム２１をアルミニウム合金のような金属製としたことで、一つのフレーム２１が導光体２
０を支える機能と発光ダイオード５１の熱を放出するヒートシンクとしての機能を発揮す
ることになる。
【００６２】
　これにより、専用のヒートシンクを不要としてテレビ本体３の部品点数を削減できると
ともに、筐体５の内部からヒートシンクを収容するための専用のスペースを排除すること
ができる。
【００６３】
　この結果、筐体５ひいてはテレビ本体３の薄型化を強化して、液晶テレビ１の商品価値
を高めることができる。
【００６４】
　さらに、フロントカバー１０とバックカバー１１との間を連結する第１のねじ３６がフ
レーム２１を貫通しているので、フロントカバー１０とバックカバー１１との間でフレー
ム２１を挟み込んで強固に固定することができる。
【００６５】
　それとともに、この構成によれば、フロントカバー１０とバックカバー１１とを連結す
る第１のねじ３６を利用してフレーム２１を筐体５に固定することができる。したがって
、フレーム２１を筐体５に固定する専用のねじが不要となり、その分、テレビ本体３の部
品点数を削減することができる。
【００６６】
　しかも、複数の第１のねじ３６がフレーム２１を貫通しているので、これら第１のねじ
３６がフレーム２１に伝えられた発光ダイオード２１の熱をフロントカバー１０およびバ
ックカバー１１に移送する熱伝達経路としての機能を果たす。そのため、第１のねじ３６
を利用して発光ダイオード２１の熱をフレーム２１からフロントカバー１０およびバック
カバー１１に積極的に逃すことができるといった利点もある。
【００６７】
　フレームは、第１ないし第４の支持部を組み合わすことに限らず、例えば四角い枠状に
一体成形するようにしてもよい。
【００６８】
　第１および第２の光源モジュールから外れているフレームの第１の支持部および第３の
支持部は、金属製とすることに限らない。例えば、第２の支持部および第４の支持部で第
１および第２の光源モジュールからの熱を十分に放出することができれば、第１の支持部
および第３の支持部は樹脂製とすることも可能である。
【００６９】
　さらに、電子機器は、液晶テレビに限らず、例えばデスクトップ形コンピュータのモニ
ター、ポータブルコンピュータのディスプレイモジュールあるいは電子ブックリリーダの
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ようなその他の機器であっても同様に実施可能である。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の主旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００７１】
　５…筐体、６…液晶パネル（表示パネル）、６ａ…表示面、６ｂ…第１の面、６ｃ…第
２の面、１０…フロントカバー（第１の金属カバー）、１１…バックカバー（第２の金属
カバー）、１２…開口部、２１…フレーム、２２，２３…光源モジュール（第１の光源モ
ジュール、第２の光源モジュール）、２５…導光板、３５ｂ，３５ｄ…光源支持部（第２
の支持部、第４の支持部）、３６…固定具（第１のねじ）、４１…パネル保持部。

【図１】 【図２】
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