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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部と、
　前記光源部と接触した状態で配置され、前記光源部から発生した熱を放熱するための板
金製の放熱部材と、
　前記放熱部材の背面側に配置された後部筐体と、
　前記後部筐体に取り付けられ、回路基板が取り付けられる板金製の基板取付部材と、
　前記後部筐体の背面を外部に露出させた状態で前記基板取付部材を背面側から覆うカバ
ー部材とを備え、
　前記放熱部材は、前記基板取付部材に接触するように配置されている、表示装置。
【請求項２】
　前記後部筐体は、開口または切欠きからなる領域を含み、
　前記基板取付部材および前記カバー部材は、それぞれ、前記後部筐体の前記開口または
切欠きからなる領域に取り付けられている、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記光源部は、前記放熱部材の前記基板取付部材とは反対側に配置されており、
　前記放熱部材の背面と前記後部筐体の前面とは、前記光源部側から前記基板取付部材側
まで空間を隔てて互いに対向するように配置されている、請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記後部筐体の前面には、前記放熱部材側に突出して前記放熱部材の背面に当接するリ
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ブが一体的に形成されている、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記後部筐体は、矩形形状の外形を有し、
　前記光源部は、矩形形状の外形を有する前記後部筐体の上下方向に延びる端辺に沿って
配置されており、
　前記基板取付部材は、前記後部筐体の中央部近傍に配置されており、
　前記放熱部材は、前記光源部側から前記基板取付部材側まで水平方向に延びるように形
成されている、請求項２～４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記後部筐体の前記開口または切欠きからなる領域は、矩形形状を有し、
　前記放熱部材は、矩形形状の外形を有する前記後部筐体の上下方向に延びる端辺に沿っ
て延びるとともに、前記光源部側から前記基板取付部材側まで水平方向に延び、かつ、矩
形形状を有する前記開口または切欠きからなる領域の上下方向に延びる端辺に沿って上下
方向に延びるように形成されている、請求項５に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記放熱部材の背面には、前記放熱部材の背面の上端部近傍から下端部近傍まで延びる
放熱フィンが一体的に形成されており、
　前記放熱フィンの上端部および下端部に対応する前記後部筐体の部分には、それぞれ、
通気孔が形成されている、請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記放熱部材は、締結部材によって前記後部筐体に締結された状態で前記後部筐体との
間に前記基板取付部材を挟み込むことにより、前記基板取付部材に接触するように配置さ
れている、請求項１～７のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、表示装置に関し、特に、光源部から発生した熱を放熱するための板金製の
放熱部材と、放熱部材の背面側に配置される後部筐体とを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光源部から発生した熱を放熱するための板金製の放熱部材と、放熱部材の背面側
に配置される後部筐体とを備えた表示装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）
。
【０００３】
　上記特許文献１には、表示パネルと、ＬＥＤからなる光源と、光源からの光を表示パネ
ル側に導光する導光板と、光源が実装された基板と、基板の光源とは反対側の面が取り付
けられるヒートシンク（放熱部材）と、導光板およびヒートシンクを背面側（表示パネル
とは反対側）から保持する背面カバー（後部筐体）とを備えた液晶表示装置が開示されて
いる。この液晶表示装置では、ヒートシンクは、背面カバーの前面（表示パネル側の面）
に面接触するように配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４５８９３６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された液晶表示装置では、ヒートシンクが背面カ
バーの前面に面接触するように配置されているため、光源からヒートシンクに伝達された
熱が背面カバーに伝達されやすいという不都合がある。このため、ユーザの手が触れる部



(3) JP 5955753 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

分（背面カバー）の温度が上昇する可能性があると考えられる。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、ユーザの手が触れる部分の温度が上昇するのを抑制することが可能な表示装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面による表示装置は、光源部と、光源部
と接触した状態で配置され、光源部から発生した熱を放熱するための板金製の放熱部材と
、放熱部材の背面側に配置された後部筐体と、後部筐体に取り付けられ、回路基板が取り
付けられる板金製の基板取付部材と、後部筐体の背面を外部に露出させた状態で基板取付
部材を背面側から覆うカバー部材とを備え、放熱部材は、基板取付部材に接触するように
配置されている。
【０００８】
　この発明の一の局面による表示装置では、上記のように構成することによって、光源部
から発生した熱が、板金製の放熱部材を介して板金製の基板取付部材に伝達されて放熱さ
れるので、光源部から発生した熱が後部筐体に伝達されるのを抑制することができる。こ
れにより、ユーザの手が触れる部分（後部筐体）の温度が上昇するのを抑制することがで
きる。また、基板取付部材をカバー部材により覆うことによって、放熱部材と接触するこ
とに起因して温度が上昇する基板取付部材にユーザの手が触れることがないので、これに
よっても、ユーザの手が触れる部分（カバー部材）の温度が上昇するのを抑制することが
できる。
【０００９】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、後部筐体は、開口または切欠きか
らなる領域を含み、基板取付部材およびカバー部材は、それぞれ、後部筐体の開口または
切欠きからなる領域に取り付けられている。このように構成すれば、放熱部材と接触する
ことに起因して温度が上昇する基板取付部材が、後部筐体が存在しない領域（開口または
切欠きからなる領域）に配置されるので、光源部からの熱が後部筐体に伝達されるのをよ
り抑制することができる。
【００１０】
　この場合、好ましくは、光源部は、放熱部材の基板取付部材とは反対側に配置されてお
り、放熱部材の背面と後部筐体の前面とは、光源部側から基板取付部材側まで空間を隔て
て互いに対向するように配置されている。このように構成すれば、放熱部材の背面と後部
筐体の前面との間に空間が設けられるので、光源部から放熱部材に伝達された熱が後部筐
体に伝達されるのをさらに抑制することができる。
【００１１】
　上記放熱部材の背面と後部筐体の前面とが空間を隔てて互いに対向するように配置され
た表示装置において、好ましくは、後部筐体の前面には、放熱部材側に突出して放熱部材
の背面に当接するリブが一体的に形成されている。このように構成すれば、後部筐体の前
面から放熱部材側に突出して放熱部材の背面に当接するリブによって、放熱部材の背面と
後部筐体の前面との間の空間（間隔）が小さくなるのを容易に抑制することができるので
、光源部から放熱部材に伝達された熱が後部筐体に伝達されるのを容易に抑制することが
できる。
【００１２】
　上記後部筐体が開口または切欠きからなる領域を含む表示装置において、好ましくは、
後部筐体は、矩形形状の外形を有し、光源部は、矩形形状の外形を有する後部筐体の上下
方向に延びる端辺に沿って配置されており、基板取付部材は、後部筐体の中央部近傍に配
置されており、放熱部材は、光源部側から基板取付部材側まで水平方向に延びるように形
成されている。このように構成すれば、後部筐体の上下方向に延びる端辺に沿って光源部
が配置されたサイドエッジライト型の表示装置において、光源部側から基板取付部材側ま
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で水平方向（横方向）に延びる放熱部材を介して、光源部からの熱を後部筐体の中央部近
傍の基板取付部材に容易に伝達することができる。
【００１３】
　この場合、好ましくは、後部筐体の開口または切欠きからなる領域は、矩形形状を有し
、放熱部材は、矩形形状の外形を有する後部筐体の上下方向に延びる端辺に沿って延びる
とともに、光源部側から基板取付部材側まで水平方向に延び、かつ、矩形形状を有する開
口または切欠きからなる領域の上下方向に延びる端辺に沿って上下方向に延びるように形
成されている。このように構成すれば、放熱部材が水平方向にのみ延びるように形成され
ている場合と異なり、放熱部材が上下方向にも延びるように形成されている分、放熱部材
の放熱面積を大きくすることができるので、放熱部材による放熱効果を向上させることが
できる。
【００１４】
　上記放熱部材が水平方向に延びるとともに上下方向に延びる表示装置において、好まし
くは、放熱部材の背面には、放熱部材の背面の上端部近傍から下端部近傍まで延びる放熱
フィンが一体的に形成されており、放熱フィンの上端部および下端部に対応する後部筐体
の部分には、それぞれ、通気孔が形成されている。このように構成すれば、放熱フィンの
表面積の分、放熱部材の放熱面積をより大きくすることができるので、放熱部材による放
熱効果をより向上させることができる。また、放熱フィンの上端部および下端部に対応す
る後部筐体の部分にそれぞれ通気孔を形成することによって、放熱フィン近傍の比較的高
温の空気が後部筐体の上側の通気孔を介して外部に流出するとともに、後部筐体の外部の
比較的低温の空気が後部筐体の下側の通気孔を介して後部筐体の内部に流入する（煙突効
果）ので、これによっても、放熱効果をより向上させることができる。
【００１５】
　上記一の局面による表示装置において、好ましくは、放熱部材は、締結部材によって後
部筐体に締結された状態で後部筐体との間に基板取付部材を挟み込むことにより、基板取
付部材に接触するように配置されている。このように構成すれば、放熱部材と後部筐体と
の間に基板取付部材が挟み込まれるので、放熱部材と基板取付部材とを安定して接触させ
ることができる。これにより、光源部から放熱部材に伝達された熱を確実に基板取付部材
に伝達して放熱することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、上記のように、ユーザの手が触れる部分の温度が上昇するのを抑制す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置の全体構成を示した斜視図で
ある。
【図２】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置の背面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置を前方から見た分解斜視図で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置を後方から見た分解斜視図で
ある。
【図５】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置の水平方向に沿った模式的な
断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置のヒートシンクの前面図であ
る。
【図７】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置のリアフレームの前面図であ
る。
【図８】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置の基板取付部材の前面図であ
る。
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【図９】本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置において、基板取付部材が取
り付けられたリアフレームにヒートシンクがねじ止めされた状態を示した前面図である。
【図１０】本発明の第２実施形態による液晶テレビジョン装置の水平方向に沿った模式的
な断面図である。
【図１１】本発明の第２実施形態による液晶テレビジョン装置の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　（第１実施形態）
　まず、図１～図９を参照して、本発明の第１実施形態による液晶テレビジョン装置１０
０の構成について説明する。なお、液晶テレビジョン装置１００は、本発明の「表示装置
」の一例である。
【００２０】
　図１および図２に示すように、液晶テレビジョン装置１００は、正面側（矢印Ｙ１方向
側）から見て矩形形状を有するとともに枠状に形成された前部筐体１と、映像が表示され
る表示セル（液晶セル）からなる表示部２ａを有する表示パネル２と、液晶テレビジョン
装置１００を下方（矢印Ｚ２方向側）から支持するスタンド部材３とを備える。なお、前
部筐体１およびスタンド部材３は、共に樹脂製である。
【００２１】
　また、図２～図４に示すように、前部筐体１の背面側（矢印Ｙ２方向側）には、表示部
２ａを背面側から保持する樹脂製のリアフレーム４が配置されている。ここで、第１実施
形態では、図３および図４に示すように、リアフレーム４は、前部筐体２に対応する矩形
形状の外形を有する枠状に形成されている。具体的には、リアフレーム４の中央部近傍（
中央部よりもやや下側（矢印Ｚ２方向側）の部分）には、後述する板金製の基板取付部材
５が取り付けられる矩形形状の開口４ａが形成されている。
【００２２】
　図３および図４に示すように、基板取付部材５は、リアフレーム４の開口４ａに対応す
る矩形形状を有する。この基板取付部材５は、リアフレーム４の開口４ａを前面側（矢印
Ｙ１方向側）から塞ぐようにリアフレーム４に取り付けられている。また、基板取付部材
５の背面（矢印Ｙ２方向側の面）には、電源基板６ａおよび信号処理基板６ｂが水平方向
（Ｘ方向）に並んで取り付けられている。これらの電源基板６ａおよび信号処理基板６ｂ
は、基板取付部材５の背面にネジ部材３１を介して固定（締結）されることにより、基板
取付部材５を介して接地されている。なお、電源基板６ａおよび信号処理基板６ｂは、共
に、本発明の「回路基板」の一例である。
【００２３】
　また、図３および図４に示すように、リアフレーム４の中央部近傍の開口４ａからなる
領域Ｒには、樹脂製のカバー部材７が背面側（矢印Ｙ２方向側）から取り付けられている
。このカバー部材７は、リアフレーム４よりも小さい矩形形状を有する。これにより、カ
バー部材７は、リアフレーム４の背面を露出させた状態で基板取付部材５を背面側から覆
うように構成されている。このように、第１実施形態では、リアフレーム４とカバー部材
７とによって、前部筐体１に対応する後部筐体が構成されている。すなわち、リアフレー
ム４は、本発明の「後部筐体」の一例である。なお、前部筺体１は、ネジ部材（図示せず
）によってリアフレーム４に固定されている。
【００２４】
　図３および図５に示すように、リアフレーム４の前面（矢印Ｙ１方向側の面）には、光
を発するＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）８ａを含む後述する光源
部８が取り付けられた板金製のヒートシンク９が配置されている。なお、ヒートシンク９
は、本発明の「放熱部材」の一例である。
【００２５】
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　図３および図５に示すように、ヒートシンク９は、ネジ部材３２によってリアフレーム
４の前面に固定（締結）されている。具体的には、図６に示すように、ヒートシンク９の
光源部８側（矢印Ｘ２方向側）の端部近傍には、ネジ部材３２が挿入されるネジ挿入穴９
ａが上下方向（Ｚ方向）に間隔を隔てて３つ形成されている。また、ヒートシンク９の光
源部８とは反対側（矢印Ｘ１方向側）の端部の中央部近傍にも、ネジ部材３２が挿入され
るネジ挿入穴９ａが上下方向に間隔を隔てて２つ形成されている。そして、図７に示すよ
うに、これら合計５つのネジ挿入穴９ａに対応するリアフレーム４の前面には、ネジ部材
３２に螺合するネジ穴４ｄが形成されている。
【００２６】
　ここで、図５に示すように、ヒートシンク９は、リアフレーム４に沿って水平方向（Ｘ
方向）に延びる長い部分と、この長い部分の基板取付部材５とは反対側（矢印Ｘ２方向側
）の端部から垂直に（矢印Ｙ１方向側に）立ち上がる短い部分とを含むＬ字形状の断面を
有する。そして、Ｌ字形状の断面を有するヒートシンク９の上記長い部分の前面には、後
述する反射シート１０を背面側から支持するための弾性支持部材１１が配置されている。
【００２７】
　図３～図５に示すように、ヒートシンク９の前面側（矢印Ｙ１方向側）で、かつ、前部
筐体１の背面側（矢印Ｙ２方向側）には、ＬＥＤ８ａからの光を表示部２ａ側に反射する
反射シート１０と、ＬＥＤ８ａからの光を表示部２ａ側に導光する導光板１２と、光拡散
シートやレンズシートなどからなる複数の光学シート１３と、矩形形状を有する枠状に形
成された樹脂フレーム１４と、矩形形状を有する表示部２ａと、矩形形状を有する表示部
２ａの４辺に沿ってそれぞれ延びる４つのベゼル１５とが配置されている。
【００２８】
　ここで、図３および図４に示すように、４つのベゼル１５は、複数のネジ部材３３によ
ってリアフレーム４の前面（矢印Ｙ１方向側の面）に固定（締結）されている。これによ
り、光源部８が取り付けられたヒートシンク９、反射シート１０、導光板１２、複数の光
学シート１３、樹脂フレーム１４および表示部２ａは、４つのベゼル１５とリアフレーム
４との間に挟み込まれて保持されている。その結果、第１実施形態では、光源部８が取り
付けられたヒートシンク９と、反射シート１０と、導光板１２と、複数の光学シート１３
と、樹脂フレーム１４と、表示部２ａと、４つのベゼル１５と、リアフレーム４とによっ
て、１つのモジュールとしての表示パネル２が構成されている。
【００２９】
　図３および図５に示すように、光源部８は、光を発するＬＥＤ８ａと、ＬＥＤ８ａが実
装されたＬＥＤ基板８ｂとを含むように構成されている。この光源部８は、ヒートシンク
９の基板取付部材５とは反対側（矢印Ｘ２方向側）に配置されている。具体的には、図３
に示すように、光源部８は、矩形形状を有するリアフレーム４の上下方向に延びる端辺（
矢印Ｘ２方向側の端部においてＺ方向に延びる辺）に沿って配置されている。すなわち、
第１実施形態による液晶テレビジョン装置１００は、光源部８が側方に配置されたサイド
エッジライト型の表示装置である。
【００３０】
　なお、図６に示すように、ＬＥＤ８ａは、ＬＥＤ基板８ｂの導光板１２側（矢印Ｘ１方
向側）の表面に、ＬＥＤ基板８ｂの延びる方向（Ｚ方向）に沿って間隔を隔てて複数実装
されている。これにより、図５に示すように、複数のＬＥＤ８ａは、それぞれ、矩形形状
を有する導光板１２のヒートシンク９側（矢印Ｘ２方向側）の端面に光を出射するように
構成されている。
【００３１】
　また、図５に示すように、ＬＥＤ基板８ｂのＬＥＤ８ａとは反対側（矢印Ｘ２方向側）
の裏面は、放熱テープ８ｃを介してヒートシンク９に固定（接着）されている。これによ
り、ヒートシンク９は、放熱テープ８ｃを介して光源部８（ＬＥＤ８ａおよびＬＥＤ基板
８ｂ）と接触した状態で配置されている。なお、ＬＥＤ８ａは、液晶テレビジョン装置１
００の通常の使用状態（ＬＥＤ８ａが発光して導光板１２に光を照射することにより表示
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部２ａに映像が表示されている状態）において熱が発生するように構成されている。
【００３２】
　ここで、第１実施形態では、図３～図５に示すように、ヒートシンク９は、光源部８側
から基板取付部材５側まで水平方向（Ｘ方向）に延びることによって、基板取付部材５に
接触するように配置されている。具体的には、図３および図４に示すように、ヒートシン
ク９は、リアフレーム４の光源部８が配置される側（矢印Ｘ２方向側）の端辺に沿って延
びるとともに、光源部８側から基板取付部材５側まで水平方向に延び、かつ、リアフレー
ム４の開口４ａのヒートシンク９側（矢印Ｘ２方向側）の端辺に沿って上下方向（Ｚ方向
）に延びるように形成されている。そして、図５に示すように、ヒートシンク９の光源部
８とは反対側（矢印Ｘ１方向側）の端部近傍とリアフレーム４との間に、基板取付部材５
の光源部８側（矢印Ｘ２方向側）の端部近傍が挟み込まれている。
【００３３】
　すなわち、第１実施形態では、図５および図７に示すように、基板取付部５の光源部８
側（矢印Ｘ２方向側）の端部近傍には、ヒートシンク９の光源部８とは反対側（矢印Ｘ１
方向側）の端部近傍に形成された２つのネジ挿入穴９ａ（図６参照）と、これら２つのネ
ジ挿入穴９ａに対応するリアフレーム４の２つのネジ穴４ｂ（図７参照）とに対応する２
つの切欠き５ａが形成されている。そして、図５および図９に示すように、ネジ部材３２
によってヒートシンク９がリアフレーム４に固定（締結）された状態で、基板取付部材５
の切欠き５ａ近傍の部分が、ヒートシンク９のネジ挿入穴９ａ近傍の部分とリアフレーム
４との間に挟み込まれている。これにより、基板取付部材５の切欠き５ａ近傍の部分と、
ヒートシンク９のネジ挿入穴９ａ近傍の部分とは、互いに面接触するように配置されてい
る。その結果、図９（白抜き矢印参照）に示すように、光源部８のＬＥＤ８ａから発生し
た熱は、ヒートシンク９を介して基板取付部材５に伝達された後に、基板取付部材５を介
して放熱される。
【００３４】
　また、第１実施形態では、図５に示すように、ヒートシンク９の背面（矢印Ｙ２方向側
の面）とリアフレーム４の前面（矢印Ｙ１方向側の面）とは、光源部８側から基板取付部
材５側まで空間Ｓ（前後方向（Ｙ方向）の間隔ｄを有する空間）を隔てて互いに対向する
ように配置されている。ここで、リアフレーム４の前面には、ヒートシンク９側（矢印Ｙ
１方向側）に突出してヒートシンク９の背面に当接するリブ４ｂが一体的に形成されてい
る。このリブ４ｂは、ヒートシンク９の背面とリアフレーム４の前面との間の空間Ｓの間
隔ｄを略一定に保つために設けられている。なお、リアフレーム４の前面には、上記リブ
４ｂの他にも、リアフレーム４の剛性を高めるための複数のリブ４ｃが一体的に形成され
ている。
【００３５】
　第１実施形態では、上記のように、ヒートシンク９を基板取付部材５に接触するように
配置することによって、光源部８（ＬＥＤ８ａ）から発生した熱が、板金製のヒートシン
ク９を介して板金製の基板取付部材５に伝達されて放熱されるので、光源部８から発生し
た熱がリアフレーム４に伝達されるのを抑制することができる。これにより、ユーザの手
が触れる部分（リアフレーム４）の温度が上昇するのを抑制することができる。また、基
板取付部材５をカバー部材７により覆うことによって、ヒートシンク９と接触することに
起因して温度が上昇する基板取付部材５にユーザの手が触れることがないので、これによ
っても、ユーザの手が触れる部分（カバー部材７）の温度が上昇するのを抑制することが
できる。
【００３６】
　また、第１実施形態では、上記のように、基板取付部材５およびカバー部材７を、それ
ぞれ、リアフレーム４の開口４ａからなる領域Ｒに取り付ける。これにより、ヒートシン
ク９と接触することに起因して温度が上昇する基板取付部材５が、リアフレーム４が存在
しない領域（開口４ａからなる領域Ｒ）に配置されるので、光源部８からの熱がリアフレ
ーム４に伝達されるのをより抑制することができる。
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【００３７】
　また、第１実施形態では、上記のように、ヒートシンク９の背面（矢印Ｙ２方向側の面
）とリアフレーム４の前面（矢印Ｙ１方向側の面）とを、光源部８側から基板取付部材５
側まで水平方向（Ｘ方向）に空間Ｓを隔てて互いに対向するように配置する。これにより
、ヒートシンク９の背面とリアフレーム４の前面との間に空間Ｓが設けられるので、光源
部８からヒートシンク９に伝達された熱がリアフレーム４に伝達されるのをさらに抑制す
ることができる。
【００３８】
　また、第１実施形態では、上記のように、リアフレーム４の前面（矢印Ｙ１方向側の面
）に、ヒートシンク９側（矢印Ｙ１方向側）に突出してヒートシンク９の背面（矢印Ｙ２
方向側の面）に当接するリブ４ｂを一体的に形成する。これにより、リアフレーム４の前
面からヒートシンク９側に突出してヒートシンク９の背面に当接するリブ４ｂによって、
ヒートシンク９の背面とリアフレーム４の前面との間の空間Ｓ（間隔ｄ）が小さくなるの
を容易に抑制することができるので、光源部８からヒートシンク９に伝達された熱がリア
フレーム４に伝達されるのを容易に抑制することができる。
【００３９】
　また、第１実施形態では、上記のように、光源部８を、矩形形状の外形を有するリアフ
レーム４の上下方向に延びる端辺（矢印Ｘ２方向側の端部においてＺ方向に延びる辺）に
沿って配置するとともに、基板取付部材５を、リアフレーム４の中央部近傍に配置して、
ヒートシンク９を、光源部８側から基板取付部材５側まで水平方向（Ｘ方向）に延びるよ
うに形成する。これにより、リアフレーム４の上下方向に延びる端辺に沿って光源部８が
配置されたサイドエッジライト型の液晶テレビジョン装置１００において、光源部８側か
ら基板取付部材５側まで水平方向（横方向）に延びるヒートシンク９を介して、光源部８
からの熱をリアフレーム４の中央部近傍の基板取付部材５に容易に伝達することができる
。
【００４０】
　また、第１実施形態では、上記のように、ヒートシンク９を、矩形形状の外形を有する
リアフレーム４の上下方向に延びる端辺（矢印Ｘ２方向側の端部においてＺ方向に延びる
辺）に沿って延びるとともに、光源部８側から基板取付部材５側まで水平方向（Ｘ方向）
に延び、かつ、リアフレーム４の矩形形状を有する開口４ａからなる領域Ｒの上下方向に
延びる端辺（矢印Ｘ２方向側の端部においてＺ方向に延びる辺）に沿って上下方向（Ｚ方
向）に延びるように形成する。これにより、ヒートシンク９が水平方向にのみ延びるよう
に形成されている場合と異なり、ヒートシンク９が上下方向にも延びるように形成されて
いる分、ヒートシンク９の放熱面積を大きくすることができるので、ヒートシンク９によ
る放熱効果を向上させることができる。
【００４１】
　また、第１実施形態では、上記のように、ヒートシンク９をネジ部材３２によってリア
フレーム４に締結し、ヒートシンク９とリアフレーム４との間に基板取付部材５を挟み込
むことにより、ヒートシンク９を基板取付部材５に接触するように配置する。これにより
、ヒートシンク９とリアフレーム４との間に基板取付部材５が挟み込まれるので、ヒート
シンク９と基板取付部材５とを安定して接触させることができる。これにより、光源部８
からヒートシンク９に伝達された熱を確実に基板取付部材５に伝達して放熱することがで
きる。
【００４２】
　（第２実施形態）
　次に、図１０および図１１を参照して、本発明の第２実施形態による液晶テレビジョン
装置２００のヒートシンク２９の構成について説明する。この第２実施形態では、ヒート
シンク９の背面（矢印Ｙ２方向側の面）が基板取付部材５の前面（矢印Ｙ１方向側の面）
に接触するように配置された上記第１実施形態に加えて、ヒートシンク２９の背面に放熱
フィン２９ａが一体的に形成された例について説明する。なお、液晶テレビジョン装置２
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００およびヒートシンク２９は、それぞれ、本発明の「表示装置」および「放熱部材」の
一例である。
【００４３】
　第２実施形態では、図１０および図１１に示すように、ヒートシンク２９の背面（矢印
Ｙ２方向側の面）に、ヒートシンク２９の上端部から下端部まで上下方向（Ｚ方向）に直
線状に延びる放熱フィン２９ａが形成されている。この放熱フィン２９ａは、図６に示す
ように、ヒートシンク２９の背面から樹脂製のリアフレーム２４側（矢印Ｙ２方向側）に
突出して延びるように形成されているとともに、放熱フィン２９ａのリアフレーム２４側
の端部は、リアフレーム２４の前面に接触しないように配置されている。なお、リアフレ
ーム２４は、本発明の「後部筐体」の一例である。また、放熱フィン２９ａは、リアフレ
ーム２４の前面（矢印Ｙ１方向側の面）からヒートシンク２９側（矢印Ｙ２方向側）に延
びるリブ４ｂおよび４ｃと干渉しない位置に配置されている。ここで、第２実施形態によ
るリアフレーム２４のリブ４ｃは、上記第１実施形態と同様に、リアフレーム２４の前面
において上下方向に延びるように形成されている。これにより、第２実施形態によるリア
フレーム２４のリブ４ｃは、リアフレーム２４の剛性を高める機能を有するのみならず、
放熱フィン２９ａ近傍の比較的高温の空気を後述する通気孔２４ｅ（図１１参照）に導き
やすくする機能も有する。
【００４４】
　また、第２実施形態では、図１１に示すように、放熱フィン２９ａの上端部（矢印Ｚ１
方向側の端部）および下端部（矢印Ｚ２方向側の端部）に対応するリアフレーム２４の部
分には、それぞれ、通気孔２４ｅおよび通気孔２４ｆが形成されている。これにより、リ
アフレーム２４とヒートシンク２９との間の空間Ｓ（図１０参照）は、通気孔２４ｅを上
端部とし、かつ、通気孔２４ｆを下端部として上下方向（Ｚ方向）に延びる煙突状に構成
されている。
【００４５】
　ここで、第２実施形態では、ＬＥＤ８ａを含む光源部８（図１０参照）からヒートシン
ク２９に伝達された熱は、ヒートシンク２９に接触するように配置された基板取付部材５
を介して放熱されるのみならず、放熱フィン２９ａを介しても放熱されるため、放熱フィ
ン２９ａ近傍の空気が比較的高温になる。この場合において、第２実施形態では、上記の
ように、リアフレーム２４とヒートシンク２９との間の空間Ｓ（図１０参照）が上下方向
（Ｚ方向）に延びる煙突状に構成されているので、図１１に示すように、放熱フィン２９
ａ近傍の比較的高温の空気は、リアフレーム２４の上側の通気孔２４ｅを介して外部に流
出するとともに、リアフレーム２４の外部の比較的低温の空気は、リアフレーム２４の下
側の通気孔２４ｆを介してリアフレーム２４の内部に流入する。これにより、リアフレー
ム２４とヒートシンク２９との間の空間Ｓ（図１０参照）の空気が入れ換えられて、リア
フレーム２４が冷却される。なお、高温の空気と低温の空気とが煙突状の空間を介して入
れ換えられる上記のような現象を、煙突効果という。
【００４６】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００４７】
　第２実施形態では、上記のように、ヒートシンク２９の背面（矢印Ｙ２方向側の面）に
、ヒートシンク２９の背面の上端部から下端部まで上下方向（Ｚ方向）に延びる放熱フィ
ン２９ａを一体的に形成し、放熱フィン２９ａの上端部および下端部に対応するリアフレ
ーム２４の部分に、それぞれ、通気孔２４ｅおよび２４ｆを形成する。これにより、放熱
フィン２９ａの表面積の分、ヒートシンク２９の放熱面積をより大きくすることができる
ので、ヒートシンク２９による放熱効果をより向上させることができる。また、放熱フィ
ン２９ａの上端部および下端部に対応するリアフレーム２４の部分にそれぞれ通気孔２４
ｅおよび２４ｆを形成することによって、放熱フィン２９ａ近傍の比較的高温の空気がリ
アフレーム２４の上側の通気孔２４ｅを介して外部に流出するとともに、リアフレーム２
４の外部の比較的低温の空気がリアフレーム２４の下側の通気孔２４ｆを介してリアフレ
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ーム２４の内部に流入する（煙突効果）ので、これによっても、放熱効果をより向上させ
ることができる。
【００４８】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００４９】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００５０】
　たとえば、上記第１および第２実施形態では、表示装置の一例としての液晶テレビジョ
ン装置に本発明を適用する例を示したが、本発明は、液晶テレビジョン装置以外にも、Ｐ
Ｃ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）用のディスプレイ装置などの一般的な表示装
置に適用可能である。
【００５１】
　また、上記第１および第２実施形態では、光源部が側方に配置されたサイドエッジライ
ト型の液晶テレビジョン装置に本発明を適用する例を示したが、本発明は、光源部が後方
に配置されたバックライト型の液晶テレビジョン装置にも適用可能である。
【００５２】
　また、上記第１および第２実施形態では、リアフレーム（後部筐体）の開口からなる領
域に基板取付部材およびカバー部材が配置された例を示したが、本発明はこれに限らない
。本発明では、リアフレームに切欠きを形成し、その切欠きからなる領域に基板取付部材
およびカバー部材を配置してもよい。
【００５３】
　また、上記第１および第２実施形態では、ヒートシンク（放熱部材）が水平方向のみな
らず上下方向にも延びるように形成された例を示したが、本発明はこれに限らない。本発
明では、ヒートシンクと基板取付部材とが接触可能であれば、ヒートシンクが水平方向に
のみ延びるように形成されていてもよい。
【００５４】
　また、上記第２実施形態では、ヒートシンク（放熱部材）の背面に、ヒートシンクの上
端部から下端部まで上下方向に延びる放熱フィンを形成する例を示したが、本発明はこれ
に限らない。本発明では、放熱フィンの延びる方向が傾斜していてもよい。たとえば、ヒ
ートシンクの下端部から上端部に向かうにしたがって光源部側から基板取付部材側に傾斜
して延びるように放熱フィンを形成してもよい。これにより、放熱フィンの傾斜方向と、
ヒートシンクによる放熱方向（光源部側から基板取付部材側に向かう方向）とが一致する
ので、放熱効果を高めることができる。
【００５５】
　また、上記第１および第２実施形態では、リアフレーム（後部筐体）の前面にヒートシ
ンク（放熱部材）の背面と当接するリブを設けることにより、リアフレームの前面とヒー
トシンクの背面との間に空間を設ける例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明で
は、リアフレームの前面とヒートシンクの背面との間にスペーサを配置することにより、
リアフレームの前面とヒートシンクの背面との間に空間を設けてもよい。
【００５６】
　また、上記第１および第２実施形態では、ヒートシンク（放熱部材）をリアフレーム（
後部筐体）に締結して、ヒートシンクとリアフレームとの間に基板取付部材を挟み込むこ
とにより、ヒートシンクと基板取付部材とを互いに接触するように配置する例を示したが
、本発明はこれに限らない。本発明では、ヒートシンクと基板取付部材とを互いに接触し
た状態で配置可能であれば、ヒートシンクとリアフレームとの間に基板取付部材を挟み込
まなくてもよい。
【符号の説明】
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【００５７】
　４、２４　リアフレーム（後部筐体）
　４ａ　開口
　４ｂ　リブ
　５　基板取付部材
　６ａ　電源基板（回路基板）
　６ｂ　信号処理基板（回路基板）
　７　カバー部材
　８　光源部
　９、２９　ヒートシンク（放熱部材）
　２４ｅ、２４ｆ　通気孔
　２９ａ　放熱フィン
　３２　ネジ部材（締結部材）
　１００、２００　液晶テレビジョン装置（表示装置）

【図１】

【図２】

【図３】



(12) JP 5955753 B2 2016.7.20

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(13) JP 5955753 B2 2016.7.20

【図１０】 【図１１】



(14) JP 5955753 B2 2016.7.20

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/00     ３３６Ｊ        　　　　　

    審査官  磯野　光司

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１１／０２９２３１５（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００７－３１１３２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              韓国公開特許第１０－２０１１－００６０４２０（ＫＲ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３３　　
              Ｇ０２Ｆ　　　１／１３３５７　
              Ｇ０９Ｆ　　　９／００　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／６４－　５／６５５
              Ｈ０５Ｋ　　　７／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

