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(57)【要約】
【課題】狭額縁化を図る。
【解決手段】液晶表示装置１０は、ＬＥＤ１７と、液晶
パネル１１と、端面がＬＥＤ１７と対向状に配され且つ
端側部分１６ＥＰが液晶パネル１１の端部よりも外側に
配されている導光板１６と、液晶パネル１１及び導光板
１６を表示面１１ｃ側とその反対側とから挟み込む形で
保持するフレーム１３及びシャーシ１４を有し、その間
にＬＥＤ１７を収容してなる保持部材ＨＭと、フレーム
１３に設けられる第２ネジ取付部２２と、第２ネジ取付
部２２に対して液晶パネル１１と導光板１６との重なる
方向に沿って取り付けられるとともに、第２ネジ取付部
２２との間でシャーシ１４を挟み込んで固定する第２ネ
ジ部材ＳＭ２と、導光板１６の外側部分に設けられ、第
２ネジ取付部２２が挿入されることで、導光板１６をそ
の板面に沿う方向について位置決めする位置決め孔状部
２９と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源の光を利用して表示を行う表示パネルと、
　前記表示パネルに対してその表示面側とは反対側に重なるように配されるとともに端面
が前記光源と対向状に配され且つ端側部分が前記表示パネルの端部よりも外側に配されて
いる導光板と、
　前記表示パネル及び前記導光板を前記表示面側とその反対側とから挟み込む形で保持す
る一対の保持部を有し、これら前記一対の保持部の間に前記光源を収容してなる保持部材
と、
　前記一対の保持部のうちの一方の保持部に設けられる固定部材取付部と、
　前記固定部材取付部に対して前記表示パネルと前記導光板との重なる方向に沿って取り
付けられるとともに、前記固定部材取付部との間で少なくとも前記一対の保持部のうちの
他方の保持部を挟み込むことで、前記一対の保持部を組み付け状態に固定する固定部材と
、
　前記導光板の前記外側部分に設けられ、前記固定部材取付部と前記固定部材とのいずれ
か一方が挿入されることで、前記導光板をその板面に沿う方向について位置決めする位置
決め孔状部と、を備える表示装置。
【請求項２】
　前記一方の保持部は、前記表示パネルに対して前記表示面側に、前記他方の保持部は、
前記導光板に対して前記表示面側とは反対側にそれぞれ配されており、
　前記固定部材は、前記固定部材取付部に対して前記表示面側とは反対側から取り付けら
れている請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記一対の保持部は、当該表示装置の外観を構成する外観部材とされる請求項２記載の
表示装置。
【請求項４】
　前記一方の保持部は、前記表示パネルを前記表示面側から押さえるパネル押さえ部と、
前記パネル押さえ部における外側部分から前記表示面側とは反対側に向けて突出する側壁
部とを有しており、
　前記固定部材取付部は、前記側壁部に連なる形で設けられている請求項２または請求項
３記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示パネルと前記導光板との間に配されるとともに端側部分が前記表示パネルの端
部よりも外側に配されている光学部材を備えており、
　前記光学部材の前記端側部分には、前記導光板の前記位置決め孔状部に連通するととも
に前記固定部材取付部と前記固定部材とのいずれか一方が挿入されることで、前記光学部
材をその板面に沿う方向について位置決めする第２の位置決め孔状部が設けられている請
求項１から請求項４のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記導光板は、前記光源と対向状に配される光源対向端面と、前記光源とは対向しない
光源非対向端面とを有しており、
　前記導光板の前記端側部分は、前記光源非対向端面を有するとともに前記位置決め孔状
部が設けられている請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示パネルの端部に接続されて前記端部から外側に突き出す形で配されるパネル接
続部材を備えており、
　前記固定部材及び前記固定部材取付部は、前記パネル接続部材に対して前記表示パネル
の前記端部に沿って並ぶ形で配されている請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の
表示装置。
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【請求項８】
　前記固定部材及び前記固定部材取付部と、前記パネル接続部材とが前記表示パネルの前
記端部に沿って複数ずつ交互に並ぶ形で配されている請求項７記載の表示装置。
【請求項９】
　前記位置決め孔状部には、前記固定部材取付部が挿入されることで、前記導光板の位置
決めがなされる請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記位置決め孔状部には、前記固定部材が挿入されることで、前記導光板の位置決めが
なされる請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記固定部材取付部は、前記導光板の前記端側部分を前記固定部材とは反対側から支持
している請求項１０記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記位置決め孔状部は、前記導光板を板厚方向に貫通していてその内周面が全周にわた
って前記固定部材取付部と前記固定部材とのいずれか一方と対向状をなしている請求項１
から請求項１１のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記位置決め孔状部は、前記導光板を板厚方向に貫通するとともに前記導光板の板面に
沿って外側に開口する形態とされる請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の表示
装置。
【請求項１４】
　前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる請求項１か
ら請求項１３のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか１項に記載された表示装置を備えるテレビ受信装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及びテレビ受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、液晶テレビなどの液晶表示装置は、その表示パネルである液晶パネルが自発光
しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としており、その一例が下記
特許文献１に記載されている。この種の液晶表示装置におけるバックライト装置は、その
機構によって直下型とエッジライト型とに大別されているが、液晶表示装置の一層の薄型
化を実現するには、エッジライト型のバックライト装置を用いるのが好ましいものとされ
る。なお、上記のような液晶表示装置の一例として下記特許文献１に記載されたものが知
られており、このものでは導光板に凹状部を、シャーシに凸状部をそれぞれ設け、凸状部
に対して凹状部を嵌合させることで、導光板の位置決めを図るようにしている。。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２９６１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、一般的な液晶表示装置では、液晶パネルを表側のパネル押さえ部材と、裏側
のパネル受け部材とによって挟み込む構造を採っている。ここで、製造コストの削減やさ
らなる薄型化などの要請があった場合には、例えば裏側のパネル受け部材を廃止すること
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が考えられる。ところが、パネル受け部材を単純に廃止すると、導光板、光学部材及び液
晶パネルが直接的に積層配置されるため、これらを積層状態に保持するパネル押さえ部材
及びシャーシに必要とされる保持力が高くなる。このような高い保持力を確保するには、
パネル押さえ部材及びシャーシを固定する固定構造の設置スペースが一定以上必要となり
、この固定構造が液晶表示装置における外周側部分に配置されることから、額縁部分が広
くなる、という問題が生じていた。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、狭額縁化を図ることを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の表示装置は、光源と、前記光源の光を利用して表示を行う表示パネルと、前記
表示パネルに対してその表示面側とは反対側に重なるように配されるとともに端面が前記
光源と対向状に配され且つ端側部分が前記表示パネルの端部よりも外側に配されている導
光板と、前記表示パネル及び前記導光板を前記表示面側とその反対側とから挟み込む形で
保持する一対の保持部を有し、これら前記一対の保持部の間に前記光源を収容してなる保
持部材と、前記一対の保持部のうちの一方の保持部に設けられる固定部材取付部と、前記
固定部材取付部に対して前記表示パネルと前記導光板との重なる方向に沿って取り付けら
れるとともに、前記固定部材取付部との間で少なくとも前記一対の保持部のうちの他方の
保持部を挟み込むことで、前記一対の保持部を組み付け状態に固定する固定部材と、前記
導光板の前記外側部分に設けられ、前記固定部材取付部と前記固定部材とのいずれか一方
が挿入されることで、前記導光板をその板面に沿う方向について位置決めする位置決め孔
状部と、を備える。
【０００７】
　このようにすれば、光源から発せられた光は、導光板の端面に入射し導光板の内部を伝
播してから表示パネルへ導かれるので、その光を利用して表示パネルに画像が表示される
。一対の保持部のうちの一方の保持部に設けられる固定部材取付部には、少なくとも他方
の保持部を挟み込んだ状態で固定部材が取り付けられることで、互いに重なり合う表示パ
ネル及び導光板を挟み込む形で保持する一対の保持部が組み付け状態に固定される。この
固定部材は、表示パネルと導光板との重なる方向に沿って取り付けられるので、一対の保
持部から表示パネル及び導光板へとその重なり方向に沿って十分に高い保持力を付与させ
ることができる。これにより、従来のように導光板と表示パネルとの間に介在するパネル
受け部材を有さない構成であっても、表示パネル及び導光板を十分な保持力でもって安定
的に保持することができる。
【０００８】
　さらには、導光板は、その端側部分に設けられた位置決め孔状部に対して挿入される固
定部材取付部と固定部材とのいずれか一方によって板面に沿う方向について位置決めされ
る。つまり、一対の保持部を固定する構造である固定部材取付部と固定部材とのいずれか
一方が、導光板を位置決めする構造を兼用していることになるので、仮に一対の保持部を
固定する構造が、導光板を位置決めする構造とは別途に、導光板の端側部分よりも外側に
配された場合に比べると、設置スペースを削減することができて、当該表示装置における
額縁部分を狭くすることができる。
【０００９】
　本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
（１）前記一方の保持部は、前記表示パネルに対して前記表示面側に、前記他方の保持部
は、前記導光板に対して前記表示面側とは反対側にそれぞれ配されており、前記固定部材
は、前記固定部材取付部に対して前記表示面側とは反対側から取り付けられている。この
ようにすれば、表示面側に配される一方の保持部に対して表示パネル、導光板、表示面側
とは反対側に配される他方の保持部の順で組み付けてから、固定部材を表示面側とは反対
側から固定部材取付部に対して取り付ける、といった手順での製造が可能となるから、組
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付作業性及び生産性に優れる。
【００１０】
（２）前記一対の保持部は、当該表示装置の外観を構成する外観部材とされる。このよう
にすれば、外観上、固定部材が表示面側からは視認され難くなり、それにより当該表示装
置における外観を良好なものとすることができる。
【００１１】
（３）前記一方の保持部は、前記表示パネルを前記表示面側から押さえるパネル押さえ部
と、前記パネル押さえ部における外側部分から前記表示面側とは反対側に向けて突出する
側壁部とを有しており、前記固定部材取付部は、前記側壁部に連なる形で設けられている
。このようにすれば、固定部材取付部及び側壁部の機械的な強度を高めることができる。
これにより、固定部材取付部の位置精度が高くなるから、固定部材取付部またはそこに取
り付けられる固定部材によって位置決めされる導光板の位置精度も高いものとなる。
【００１２】
（４）前記表示パネルと前記導光板との間に配されるとともに端側部分が前記表示パネル
の端部よりも外側に配されている光学部材を備えており、前記光学部材の前記端側部分に
は、前記導光板の前記位置決め孔状部に連通するとともに前記固定部材取付部と前記固定
部材とのいずれか一方が挿入されることで、前記光学部材をその板面に沿う方向について
位置決めする第２の位置決め孔状部が設けられている。このようにすれば、光学部材は、
その端側部分に設けられた第２の位置決め孔状部が導光板の位置決め孔状部に連通してお
り、両位置決め孔状部に対して固定部材取付部と固定部材とのいずれか一方が挿入される
ことで、導光板と共に板面に沿う方向について位置決めされる。
【００１３】
（５）前記導光板は、前記光源と対向状に配される光源対向端面と、前記光源とは対向し
ない光源非対向端面とを有しており、前記導光板の前記端側部分は、前記光源非対向端面
を有するとともに前記位置決め孔状部が設けられている。このようにすれば、光源からの
光が導光板の光源対向端面に入射されて導光板内を伝播されるのであるが、位置決め孔状
部が光源非対向端面を有する端側部分に設けられているので、導光板内を伝播される光が
途中で位置決め孔状部から漏れ出し難くなっている。
【００１４】
（６）前記表示パネルの端部に接続されて前記端部から外側に突き出す形で配されるパネ
ル接続部材を備えており、前記固定部材及び前記固定部材取付部は、前記パネル接続部材
に対して前記表示パネルの前記端部に沿って並ぶ形で配されている。このようにすれば、
固定部材及び固定部材取付部は、表示パネルの端部から外側に突き出す形で配されるパネ
ル接続部材に対して表示パネルの端部に沿って並んで配されているので、仮に固定部材及
び固定部材取付部がパネル接続部材に対して外側に並ぶ形で配された場合に比べると、さ
らなる狭額縁化を図ることができる。
【００１５】
（７）前記固定部材及び前記固定部材取付部と、前記パネル接続部材とが前記表示パネル
の前記端部に沿って複数ずつ交互に並ぶ形で配されている。このようにすれば、仮に複数
組の固定部材及び固定部材取付部を連続的に並べて配した場合に比べると、一対の保持部
における固定部材及び固定部材取付部による固定箇所が分散されるので、表示パネル及び
導光板をより安定的に保持することができる。
【００１６】
（８）前記位置決め孔状部には、前記固定部材取付部が挿入されることで、前記導光板の
位置決めがなされる。このようにすれば、一方の保持部に対して導光板を組み付ける際に
、一方の保持部に設けられている固定部材取付部が導光板の位置決め孔状部に挿入される
ことで、導光板の位置決めがなされる。つまり、他方の保持部を組み付ける前の段階で導
光板を位置決めすることができるから、導光板が位置ずれしていた場合の位置の修正など
の作業を容易に行うことができ、作業性に優れる。
【００１７】



(6) JP 2013-191295 A 2013.9.26

10

20

30

40

50

（９）前記位置決め孔状部には、前記固定部材が挿入されることで、前記導光板の位置決
めがなされる。このようにすれば、一対の保持部により表示パネル及び導光板を挟み込ん
だ状態で固定部材を固定部材取付部に取り付ける際に、固定部材が導光板の位置決め孔状
部に挿入されることで、導光板の位置決めを図ることができる。
【００１８】
（１０）前記固定部材取付部は、前記導光板の前記端側部分を前記固定部材とは反対側か
ら支持している。このようにすれば、一方の保持部に対して導光板を組み付ける際に、一
方の保持部に設けられている固定部材取付部によって導光板の端側部分を固定部材とは反
対側から支持することができる。これにより、導光板に撓みなどの変形が生じ難くなるの
で、端側部分に設けられている位置決め孔状部の位置精度が高くなり、そこに挿入される
固定部材によってより正確に位置決めを図ることができる。
【００１９】
（１１）前記位置決め孔状部は、前記導光板を板厚方向に貫通していてその内周面が全周
にわたって前記固定部材取付部と前記固定部材とのいずれか一方と対向状をなしている。
このようにすれば、固定部材取付部と固定部材とのいずれか一方が位置決め孔状部に挿入
されると、位置決め孔状部の内周面が全周にわたって固定部材取付部と固定部材とのいず
れか一方と対向状をなすことになるので、導光板を板面に沿う方向について全方位的に位
置決めを図ることができる。
【００２０】
（１２）前記位置決め孔状部は、前記導光板を板厚方向に貫通するとともに前記導光板の
板面に沿って外側に開口する形態とされる。このようにすれば、例えば、導光板をその板
面に沿う方向にスライドさせることで、位置決め孔状部に対して固定部材取付部と固定部
材とのいずれか一方に容易に挿入させることができる。これにより、組み付け作業の多様
化を図ることができる。
【００２１】
（１３）前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶パネルとされる。こ
のような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディス
プレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、狭額縁化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態１に係るテレビ受信装置及び液晶表示装置の概略構成を示す分
解斜視図
【図２】テレビ受信装置及び液晶表示装置の背面図
【図３】液晶表示装置をなす液晶表示ユニットの概略構成を示す分解斜視図
【図４】液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示す断面図
【図５】液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示す断面図
【図６】液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示すものであって、フレキシブル基
板（共締め用ネジ挿通孔）を切断した拡大断面図
【図７】液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示すものであって、導光板支持部（
放熱部材用ネジ挿通孔）を切断した拡大断面図
【図８】フレームの背面図
【図９】フレームにＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けた状態を示す背面図
【図１０】ＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けたフレームにおける短辺側部分の拡
大背面図
【図１１】図１０のxi-xi線断面図
【図１２】図１０のxii-xii線断面図
【図１３】液晶表示装置の短辺方向に沿った断面構成を示すものであって、液晶表示装置
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をなす液晶表示ユニットの各構成部品を組み付ける作業手順を示す断面図
【図１４】液晶表示装置の長辺方向に沿った断面構成を示すものであって、液晶表示装置
をなす液晶表示ユニットの各構成部品を組み付ける作業手順を示す断面図
【図１５】本発明の実施形態２に係るフレームの短辺側部分の拡大背面図
【図１６】図１５のxvi-xvi線断面図
【図１７】本発明の実施形態３に係る第１ネジ取付部、第１ネジ部材、位置決め孔状部及
び第２の位置決め孔状部の断面図
【図１８】本発明の実施形態４に係るＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けたフレー
ムにおける短辺側部分の拡大背面図
【図１９】図１８のxix-xix線断面図
【図２０】本発明の実施形態５に係るＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けたフレー
ムにおける短辺側部分の拡大背面図
【図２１】本発明の実施形態６に係るＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けたフレー
ムにおける短辺側部分の拡大背面図
【図２２】本発明の実施形態７に係るＬＥＤユニット及び導光板などを組み付けたフレー
ムにおける短辺側部分の拡大背面図
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１から図１４によって説明する。本実施形態では、液晶表示装
置１０について例示する。なお、各図面の一部にはＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸を示しており、各
軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図４及び図５に示す上側
を表側とし、同図下側を裏側とする。
【００２５】
　本実施形態に係るテレビ受信装置ＴＶは、図１に示すように、液晶表示ユニット（表示
ユニット）ＬＤＵと、液晶表示ユニットＬＤＵの裏面側（背面側）に取り付けられる各種
基板ＰＷＢ，ＭＢ，ＣＴＢと、液晶表示ユニットＬＤＵの裏面側に各種基板ＰＷＢ，ＭＢ
，ＣＴＢを覆う形で取り付けられるカバー部材ＣＶと、スタンドＳＴとを備えてなり、ス
タンドＳＴによって液晶表示ユニットＬＤＵの表示面を鉛直方向（Ｙ軸方向）に沿わせた
状態で支持されている。本実施形態に係る液晶表示装置１０は、上記した構成のテレビ受
信装置ＴＶから、少なくともテレビ信号を受信するための構成（メイン基板ＭＢのチュー
ナー部など）を除いたものである。液晶表示ユニットＬＤＵは、図３に示すように、全体
として横長の方形状（矩形状、長手状）をなしており、表示パネルである液晶パネル１１
と、外部光源であるバックライト装置（照明装置）１２とを備え、これらが液晶表示装置
１０の外観を構成する外観部材であるフレーム（表示面１１ｃ側に配される保持部、一方
の保持部）１３及びシャーシ（表示面１１ｃ側とは反対側に配される保持部、他方の保持
部）１４によって一体的に保持された構成となっている。これらフレーム１３及びシャー
シ１４が保持部材ＨＭを構成していると言える。なお、本実施形態に係るシャーシ１４は
、外観部材及び保持部材ＨＭの一部を構成するとともにバックライト装置１２の一部を構
成している。
【００２６】
　先に、液晶表示装置１０における裏面側の構成について説明する。液晶表示装置１０に
おける裏側の外観を構成するシャーシ１４の裏面には、図２に示すように、Ｙ軸方向に沿
って延在する形態のスタンド取付部材ＳＴＡがＸ軸方向に離間した２位置に一対取り付け
られている。これらスタンド取付部材ＳＴＡは、断面形状がシャーシ１４側の面が開口し
た略チャンネル型をなしており、シャーシ１４との間に保有される空間内にスタンドＳＴ
における一対の支柱部ＳＴｂが差し込まれるようになっている。なお、スタンド取付部材
ＳＴＡ内の空間には、バックライト装置１２が有するＬＥＤ基板１８に接続された配線部
材（電線など）を通すことが可能とされる。スタンドＳＴは、Ｘ軸方向及びＺ軸方向に並
行する台座部ＳＴａと、台座部ＳＴａからＹ軸方向に沿って立ち上がる一対の支柱部ＳＴ
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ｂとからなる。カバー部材ＣＶは、合成樹脂製とされており、一対のスタンド取付部材Ｓ
ＴＡをＸ軸方向について横切りつつもシャーシ１４の裏面における一部、具体的には図２
に示す下側約半分程度を覆う形で取り付けられている。このカバー部材ＣＶとシャーシ１
４との間には、次述する各種基板ＰＷＢ，ＭＢ，ＣＴＢなどの部品を収容可能な部品収容
空間が保有されている。
【００２７】
　各種基板ＰＷＢ，ＭＢ，ＣＴＢには、図２に示すように、電源基板ＰＷＢ、メイン基板
ＭＢ及びコントロール基板ＣＴＢが含まれている。電源基板ＰＷＢは、当該液晶表示装置
１０の電力供給源とも言えるものであり、他の各基板ＭＢ，ＣＴＢ及びバックライト装置
１２が有するＬＥＤ１７などに駆動電力を供給することが可能とされる。従って、電源基
板ＰＷＢが「ＬＥＤ１７を駆動するＬＥＤ駆動基板（光源駆動基板）」を兼用していると
言える。メイン基板ＭＢは、テレビ信号を受信可能なチューナー部と、受信したテレビ信
号を画像処理する画像処理部（チューナー部共々図示せず）とを少なくとも有しており、
処理した画像信号を次述するコントロール基板ＣＴＢへと出力可能とされる。なお、この
メイン基板ＭＢは、当該液晶表示装置１０が図示しない外部の画像再生機器に接続された
ときには、その画像再生機器からの画像信号が入力されるので、その画像信号を画像処理
部にて処理してコントロール基板ＣＴＢへと出力可能とされる。コントロール基板ＣＴＢ
は、メイン基板ＭＢから入力される画像信号を液晶駆動用の信号に変換し、その変換した
液晶駆動用の信号を液晶パネル１１に供給する機能を有する。
【００２８】
　液晶表示装置１０を構成する液晶表示ユニットＬＤＵは、図３に示すように、その主要
な構成部品が、表側の外観を構成するフレーム（フロントフレーム）１３と、裏側の外観
を構成するシャーシ（リアシャーシ）１４との間に保有される空間内に収容されてなるも
のとされる。フレーム１３及びシャーシ１４内に収容される主要な構成部品には、少なく
とも、液晶パネル１１、光学部材１５、導光板１６及びＬＥＤユニット（光源ユニット）
ＬＵが含まれている。このうち、液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６は、相互
に積層された状態で、その表側のフレーム１３と裏側のシャーシ１４とによって挟み込ま
れる形で保持されるようになっている。バックライト装置１２は、光学部材１５、導光板
１６、ＬＥＤユニットＬＵ及びシャーシ１４からなるものとされ、上記した液晶表示ユニ
ットＬＤＵから液晶パネル１１及びフレーム１３を除いた構成とされる。バックライト装
置１２をなすＬＥＤユニットＬＵは、フレーム１３及びシャーシ１４内において、導光板
１６をその短辺方向（Ｙ軸方向）の両側方から挟み込む形で対をなすものが、導光板１６
の長辺方向（Ｘ軸方向）について２組並んで配され、合計４つ設置されている。ＬＥＤユ
ニットＬＵは、光源であるＬＥＤ１７と、ＬＥＤ１７が実装されるＬＥＤ基板（光源基板
）１８と、ＬＥＤ基板１８が取り付けられる放熱部材（ヒートスプレッダ、光源取付部材
）１９とからなる。以下、各構成部品について説明する。
【００２９】
　液晶パネル１１は、図３に示すように、平面に視て横長の方形（矩形状、長手状）をな
しており、透光性に優れた一対のガラス製の基板１１ａ，１１ｂが所定のギャップを隔て
た状態で貼り合わせられるとともに、両基板１１ａ，１１ｂ間に液晶が封入された構成と
される。一対の基板１１ａ，１１ｂのうち表側（正面側）がＣＦ基板１１ａとされ、裏側
（背面側）がアレイ基板１１ｂとされる。このうち、アレイ基板１１ｂには、互いに直交
するソース配線とゲート配線とに接続されたスイッチング素子（例えばＴＦＴ）と、その
スイッチング素子に接続された画素電極、さらには配向膜等が設けられている。詳しくは
、アレイ基板１１ｂには、ＴＦＴ及び画素電極が多数個並んで設けられるとともに、これ
らＴＦＴ及び画素電極の周りには、格子状をなすゲート配線及びソース配線が取り囲むよ
うにして多数本ずつ配設されている。ゲート配線とソース配線とがそれぞれＴＦＴのゲー
ト電極とソース電極とに接続され、画素電極がＴＦＴのドレイン電極に接続されている。
また、アレイ基板１１ｂには、ゲート配線に並行するとともに画素電極に対して平面に視
て重畳する容量配線（補助容量配線、蓄積容量配線、Ｃｓ配線）が設けられており、容量
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配線とゲート配線とがＹ軸方向について交互に並ぶ形で配されている。一方、ＣＦ基板１
１ａには、Ｒ（赤色），Ｇ（緑色），Ｂ（青色）等の各着色部が所定配列で配置されたカ
ラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両基板１１ａ，１
１ｂの外側にはそれぞれ偏光板（図示は省略する）が配されている。
【００３０】
　液晶パネル１１を構成する一対の基板１１ａ，１１ｂのうち、アレイ基板１１ｂは、図
４及び図５に示すように、平面に視た大きさがＣＦ基板１１ａよりも大きく形成されてお
り、その端部がＣＦ基板１１ａよりも外側に突き出す形で配されている。詳しくは、アレ
イ基板１１ｂは、その外周端部が全周にわたってＣＦ基板１１ａの外周端部よりも外側に
突き出すよう、ＣＦ基板１１ａよりも一回り大きく形成されている。アレイ基板１１ｂの
外周端部を構成する一対の長辺側端部のうち、Ｙ軸方向についてコントロール基板ＣＴＢ
側（図３に示す手前側、図４に示す左側）の長辺側端部には、上記したソース配線から引
き回されたソース側端子部が複数設けられており、各ソース側端子部には、図３に示すよ
うに、ソース側フレキシブル基板（パネル接続部材、ソースドライバ）２６が接続されて
いる。ソース側フレキシブル基板２６は、Ｘ軸方向、つまりアレイ基板１１ｂの長辺側端
部に沿う方向について複数が間欠的に並んで配されており、アレイ基板１１ｂの長辺側端
部からＹ軸方向に沿って外側に突き出している。一方、アレイ基板１１ｂの外周端部を構
成する一対の短辺側端部のうちの一方（図３に示す奥側、図５に示す左側）の短辺側端部
には、上記したゲート配線及び容量配線から引き回されたゲート側端子部が複数設けられ
ており、各ゲート側端子部には、ゲート側フレキシブル基板（パネル接続部材、ゲートド
ライバ）２８が接続されている。ゲート側フレキシブル基板２８は、Ｙ軸方向、つまりア
レイ基板１１ｂの短辺側端部に沿う方向について複数が間欠的に並んで配されており、ア
レイ基板１１ｂの短辺側端部からＸ軸方向に沿って外側に突き出している。
【００３１】
　各フレキシブル基板２６，２８は、図３に示すように、絶縁性及び可撓性を有する合成
樹脂材料（例えばポリイミド系樹脂等）からなるフィルム状の基材と、その基材上に実装
される液晶駆動用のドライバ（パネル駆動部品）ＤＲとを備えており、基材上に多数本の
配線パターン（図示せず）を有するとともに、その配線パターンが基材における中央付近
に実装されたドライバＤＲに接続されている。ソース側フレキシブル基板２６は、その一
方の端部がアレイ基板１１ｂのソース側端子部に対して、他方の端部が後述するプリント
基板２７が有する端子部に対してそれぞれ異方性導電膜（ＡＣＦ）を介して圧着接続され
ている。このプリント基板２７は、図示しない配線部材を介して上記したコントロール基
板ＣＴＢに接続されており、コントロール基板ＣＴＢから入力される信号（ゲート配線へ
の走査信号、ソース配線へのデータ信号、容量配線への容量信号など）を、ソース側フレ
キシブル基板２６に伝送することが可能とされている。一方、ゲート側フレキシブル基板
２８は、一方の端部がアレイ基板１１ｂのゲート側端子部に対して異方性導電膜を介して
圧着接続されている。アレイ基板１１ｂには、ソース側端子部とゲート側端子部との間を
結ぶ中継配線（図示せず）が形成されており、この中継配線を介してゲート側端子部及び
ゲート側フレキシブル基板２８には、ソース側フレキシブル基板２６及びソース側端子部
から信号（ゲート配線への走査信号、容量配線への容量信号など）が伝送されるようにな
っている。これにより、液晶パネル１１は、コントロール基板ＣＴＢから入力される信号
に基づいてその表示面１１ｃに画像が表示されるようになっている。
【００３２】
　この液晶パネル１１は、図４及び図５に示すように、次述する光学部材１５の表側（光
出射側）に積層する形で載せられており、その裏側の面（裏側の偏光板の外面）が光学部
材１５に対して殆ど隙間無く密着している。これにより、液晶パネル１１と光学部材１５
との間に塵埃などが侵入するのが防がれている。液晶パネル１１における表示面１１ｃは
、画面中央側にあって画像が表示可能な表示領域と、画面外周端側にあって表示領域の周
りを取り囲む枠状（額縁状）をなす非表示領域とからなる。なお、上記した各端子部及び
各フレキシブル基板２６，２８は、非表示領域に配されている。



(10) JP 2013-191295 A 2013.9.26

10

20

30

40

50

【００３３】
　光学部材１５は、図３に示すように、液晶パネル１１と同様に平面に視て横長の方形状
をなしており、その大きさ（短辺寸法及び長辺寸法）が液晶パネル１１よりもやや小さい
程度とされる。光学部材１５は、次述する導光板１６の表側（光出射側、液晶パネル１１
側）に積層する形で載せられていて上記した液晶パネル１１と導光板１６との間に挟み込
まれた状態で配されている。光学部材１５は、いずれもシート状をなすとともに３枚が積
層して配されている。具体的には、光学部材１５は、裏側（導光板１６側）から順に、拡
散シート１５ａ、レンズシート（プリズムシート）１５ｂ、及び反射型偏光シート１５ｃ
からなるものとされる。なお、３枚の各シート１５ａ，１５ｂ，１５ｃは、平面に視た大
きさがほぼ同じ程度とされている。
【００３４】
　このうち、最も裏側（光出射側とは反対側、導光板１６側）に配される拡散シート１５
ａは、ほぼ透明な（透光性に優れた）合成樹脂製でシート状の基材内に拡散粒子を多数分
散して設けた構成とされ、透過する光を拡散させる機能を有する。積層方向（Ｚ軸方向）
について中央に配されるレンズシート１５ｂは、ほぼ透明な合成樹脂製でシート状の基材
と、基材における板面に積層して形成されるプリズム層とから構成されており、透過光に
対して集光作用を付与することが可能とされる。最も表側（光出射側、液晶パネル１１側
）に配される反射型偏光シート１５ｃは、例えば屈折率の互いに異なる層を交互に積層し
た多層構造を有しており、導光板１６からの光のうちｐ波を透過させ、ｓ波を導光板１６
側へ反射させる構成とされる。導光板１６側に戻されたｓ波は、後述する導光反射シート
２０などによって表側に反射されることでｓ波とｐ波に分離されてから再び反射型偏光シ
ート１５ｃへと向かって出射光として利用されるので、光の利用効率（輝度）に優れる。
【００３５】
　導光板１６は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明な（透光性に優れた）合成
樹脂材料（例えばＰＭＭＡなどのアクリル樹脂やポリカーボネートなど）からなる。導光
板１６は、図３に示すように、液晶パネル１１及び光学部材１５と同様に平面に視て横長
の方形状をなすとともに光学部材１５よりも厚みが大きな板状をなしており、その板面に
おける長辺方向がＸ軸方向と、短辺方向がＹ軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面と直交す
る板厚方向がＺ軸方向と一致している。導光板１６は、図４及び図５に示すように、その
平面に視た大きさ（短辺寸法及び長辺寸法）が液晶パネル１１及び光学部材１５に比べて
大きいものとされるとともに、その端側部分１６ＥＰが液晶パネル１１の端部よりも外側
に突き出す形で配されている。詳しくは、導光板１６は、その端側部分１６ＥＰが全周に
わたって液晶パネル１１のアレイ基板１１ｂの外周端部よりも外側に突き出すよう、液晶
パネル１１よりも一回り大きく形成されている。導光板１６は、光学部材１５の裏側に積
層していて光学部材１５とシャーシ１４との間に挟み込まれるよう配されている。この導
光板１６は、その短辺方向の両側方に分けて配された対をなすＬＥＤユニットＬＵによっ
てＹ軸方向について挟み込まれる形で配されており、短辺方向についての両端部にＬＥＤ
１７からの光がそれぞれ導入されるようになっている。そして、この導光板１６は、その
短辺方向についての両端部から導入したＬＥＤ１７からの光を内部で伝播させつつ光学部
材１５側（表側）へ向くよう立ち上げて出射させる機能を有する。ところで、導光板１６
を、上記したように液晶パネル１１及び光学部材１５よりも大型としている理由（端側部
分１６ＥＰを確保する理由）は、ＬＥＤ１７から入射した光を内部にて伝播する距離を十
分に確保し、それにより出射光にムラを生じ難くするためであり、また導光板１６の端側
部分１６ＥＰがそれよりも中央側部分に比べると出射光にムラが生じ易く、この端側部分
１６ＥＰからの出射光を画像の表示に利用すると表示品位が芳しくないためでもある。
【００３６】
　この導光板１６のうち、表側を向いた板面（光学部材１５との対向面）が、図４に示す
ように、内部の光を光学部材１５及び液晶パネル１１に向けて出射させる光出射面１６ａ
となっている。導光板１６における板面に対して隣り合う外周端面のうち、Ｘ軸方向に沿
って長手状をなす長辺側の両端面（短辺方向についての両端部が有する両端面）は、それ
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ぞれＬＥＤ１７（ＬＥＤ基板１８）と所定の空間を空けて正対する形で対向状をなしてお
り、これらがＬＥＤ１７から発せられた光が入射される一対の光入射面１６ｂとなってい
る。この光入射面１６ｂは、Ｘ軸方向及びＺ軸方向（ＬＥＤ基板１８の板面）に沿って並
行する面とされ、光出射面１６ａに対して略直交する面とされる。また、ＬＥＤ１７と光
入射面１６ｂとの並び方向は、Ｙ軸方向と一致しており、光出射面１６ａに並行している
。この光入射面１６ｂは、ＬＥＤ１７と対向状をなしていることから、「ＬＥＤ対向端面
（光源対向端面）」を構成している、とも言える。これに対して、導光板１６における板
面に対して隣り合う外周端面のうち、Ｙ軸方向に沿って長手状をなす短辺側の両端面は、
それぞれＬＥＤ１７とは対向しないＬＥＤ非対向端面（光源非対向端面）１６ｄとされて
いる。導光板１６の端側部分１６ＥＰのうちＬＥＤ非対向端面１６ｄを有する部分、つま
り短辺側の端側部分１６ＥＰには、表側から視てゲート側フレキシブル基板２８と重畳す
る位置関係となるものが含まれている。
【００３７】
　導光板１６における裏側、つまり光出射面１６ａとは反対側の板面（シャーシ１４との
対向面）１６ｃには、図４及び図５に示すように、その板面１６ｃから裏側外部に出射し
た光を反射して表側へ立ち上げることが可能な導光反射シート（反射部材）２０がそのほ
ぼ全域を覆う形で設けられている。言い換えると、導光反射シート２０は、シャーシ１４
と導光板１６との間に挟み込まれた形で配されている。この導光反射シート２０は、合成
樹脂製とされ、表面が光の反射性に優れた白色を呈するものとされる。導光反射シート２
０は、図４に示すように、少なくともその短辺寸法が導光板１６の短辺寸法よりも大きく
なっており、その両端部が導光板１６の光入射面１６ｂよりもＬＥＤ１７寄りに突き出し
て配されている。この導光反射シート２０における突出部位（長辺側の両端部）によって
ＬＥＤ１７からシャーシ１４側に向けて斜めに進行する光を効率的に反射して、導光板１
６の光入射面１６ｂへと向かわせることが可能とされている。なお、導光板１６における
光出射面１６ａまたはその反対側の板面１６ｃの少なくともいずれか一方には、内部の光
を反射させる反射部（図示せず）または内部の光を散乱させる散乱部（図示せず）が所定
の面内分布を持つようパターニングされており、それにより光出射面１６ａからの出射光
が面内において均一な分布となるよう制御されている。
【００３８】
　次に、ＬＥＤユニットＬＵを構成するＬＥＤ１７、ＬＥＤ基板１８及び放熱部材１９の
構成について順次に説明する。ＬＥＤユニットＬＵを構成するＬＥＤ１７は、図３及び図
４に示すように、ＬＥＤ基板１８に固着される基板部上にＬＥＤチップを樹脂材により封
止した構成とされる。基板部に実装されるＬＥＤチップは、主発光波長が１種類とされ、
具体的には、青色を単色発光するものが用いられている。その一方、ＬＥＤチップを封止
する樹脂材には、ＬＥＤチップから発せられた青色の光により励起されて所定の色を発光
する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白色光を発するものとされる。なお、
蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体、緑色光を発光する緑色蛍光体、及
び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わせて用いたり、またはいずれか１つ
を単独で用いることができる。このＬＥＤ１７は、ＬＥＤ基板１８に対する実装面とは反
対側の面（導光板１６の光入射面１６ｂと正対する対向面）が主発光面１７ａとなる、い
わゆる頂面発光型とされている。
【００３９】
　ＬＥＤユニットＬＵを構成するＬＥＤ基板１８は、図３及び図４に示すように、導光板
１６の長辺方向（Ｘ軸方向、光入射面１６ｂの長手方向）に沿って延在する細長い板状を
なしており、その板面をＸ軸方向及びＺ軸方向に並行した姿勢、つまり導光板１６の光入
射面１６ｂに並行した姿勢でフレーム１３及びシャーシ１４内に収容されている。ＬＥＤ
基板１８は、その長さ寸法が導光板１６の長辺寸法の概ね半分程度の大きさとされている
。ＬＥＤ基板１８の板面であって内側、つまり導光板１６側を向いた板面（導光板１６と
の対向面）には、上記した構成のＬＥＤ１７が表面実装されており、ここが実装面１８ａ
とされる。ＬＥＤ１７は、ＬＥＤ基板１８の実装面１８ａにおいて、その長さ方向（Ｘ軸
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方向）に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に（直線的に）並列配置されている。つ
まり、ＬＥＤ１７は、バックライト装置１２における長辺側の両端部においてそれぞれ長
辺方向に沿って複数ずつ間欠的に並列配置されていると言える。Ｘ軸方向について隣り合
うＬＥＤ１７間の間隔、つまりＬＥＤ１７の配列ピッチは、ほぼ等しいものとされる。な
お、ＬＥＤ１７の並び方向は、ＬＥＤ基板１８の長さ方向（Ｘ軸方向）と一致しているこ
とになる。ＬＥＤ基板１８の実装面１８ａには、Ｘ軸方向に沿って延在するとともにＬＥ
Ｄ１７群を横切って隣り合うＬＥＤ１７同士を直列接続する、金属膜（銅箔など）からな
る配線パターン（図示せず）が形成されており、この配線パターンの両端部に形成された
端子部が、コネクタや電線などの配線部材を介して電源基板ＰＷＢに接続されることで、
各ＬＥＤ１７に駆動電力が供給されるようになっている。導光板１６を挟んで対をなすＬ
ＥＤ基板１８は、ＬＥＤ１７の実装面１８ａが互いに対向状をなす姿勢でフレーム１３及
びシャーシ１４内に収容されるので、対をなすＬＥＤ基板１８にそれぞれ実装された各Ｌ
ＥＤ１７の主発光面１７ａが対向状をなすとともに、各ＬＥＤ１７における光軸がＹ軸方
向とほぼ一致する。また、ＬＥＤ基板１８の基材は、例えばアルミニウムなどの金属製と
され、その表面に絶縁層を介して既述した配線パターン（図示せず）が形成されている。
なお、ＬＥＤ基板１８の基材に用いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いる
ことも可能である。
【００４０】
　ＬＥＤユニットＬＵを構成する放熱部材１９は、図３及び図４に示すように、例えばア
ルミニウムなどの熱伝導性に優れた金属製とされている。放熱部材１９は、ＬＥＤ基板１
８が取り付けられるＬＥＤ取付部（光源取付部）１９ａと、シャーシ１４の板面に面接触
される放熱部１９ｂとを備え、これらが断面略Ｌ字型の屈曲形状をなしている。放熱部材
１９は、その長さ寸法が上記したＬＥＤ基板１８の長さ寸法とほぼ同じ程度の大きさとさ
れている。放熱部材１９を構成するＬＥＤ取付部１９ａは、ＬＥＤ基板１８の板面及び導
光板１６の光入射面１６ｂに並行する板状をなしており、その長辺方向がＸ軸方向と、短
辺方向がＺ軸方向と、厚さ方向がＹ軸方向とそれぞれ一致している。ＬＥＤ取付部１９ａ
のうち内側の板面、つまり導光板１６側を向いた板面には、ＬＥＤ基板１８が取り付けら
れている。ＬＥＤ取付部１９ａは、その長辺寸法がＬＥＤ基板１８の長辺寸法と概ね同等
とされるものの、短辺寸法がＬＥＤ基板１８の短辺寸法よりも大きくなっている。その上
で、ＬＥＤ取付部１９ａにおける短辺方向の両端部は、ＬＥＤ基板１８の両端部からＺ軸
方向に沿って外向きに突出している。ＬＥＤ取付部１９ａのうち外側の板面、つまりＬＥ
Ｄ基板１８が取り付けられる板面とは反対側の板面は、後述するフレーム１３が有する第
１ネジ取付部２１と対向状をなしている。つまり、ＬＥＤ取付部１９ａは、フレーム１３
の第１ネジ取付部２１と導光板１６との間に介在する形で配されている。ＬＥＤ取付部１
９ａは、次述する放熱部１９ｂにおける内側の端部、つまりＬＥＤ１７（導光板１６）側
の端部からＺ軸方向（液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６の重なり方向）に沿
って表側、つまりフレーム１３側に向けて立ち上がる形態とされている。
【００４１】
　放熱部１９ｂは、図３及び図４に示すように、シャーシ１４の板面に並行する板状をな
しており、その長辺方向がＸ軸方向と、短辺方向がＹ軸方向と、厚さ方向がＺ軸方向とそ
れぞれ一致している。放熱部１９ｂは、ＬＥＤ取付部１９ａにおける裏側の端部、つまり
シャーシ１４側の端部からＹ軸方向に沿って外側、つまり導光板１６側とは反対側に向け
て突出する形態とされている。放熱部１９ｂは、その長辺寸法がＬＥＤ取付部１９ａとほ
ぼ同じとされる。放熱部１９ｂのうち裏側の板面、つまりシャーシ１４側を向いた板面は
、その全域がシャーシ１４の板面に対して面接触されている。その上で、放熱部１９ｂの
うち表側の板面、つまりシャーシ１４に対する接触面とは反対側の板面は、後述するフレ
ーム１３が有する第１ネジ取付部２１と対向状をなすとともに第１ネジ取付部２１の突出
端面に対して接触されている。つまり、放熱部１９ｂは、フレーム１３の第１ネジ取付部
２１とシャーシ１４との間に挟み込まれる（介在する）形で配されている。これにより、
ＬＥＤ１７から点灯に伴って生じた熱は、ＬＥＤ基板１８、ＬＥＤ取付部１９ａ及び放熱
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部１９ｂを介して、シャーシ１４及び第１ネジ取付部２１を有するフレーム１３へと伝達
されることで、液晶表示装置１０の外部へと効率的に放散されるようになっていて内部に
こもり難くなっている。そして、この放熱部１９ｂは、第１ネジ取付部２１に対して第１
ネジ部材（固定部材）ＳＭ１によって取り付け状態に保持されるようになっており、その
第１ネジ部材ＳＭ１を通すための挿通孔１９ｂ１を有している。
【００４２】
　続いて、外観部材及び保持部材ＨＭをなすフレーム１３及びシャーシ１４の構成につい
て説明する。フレーム１３及びシャーシ１４は、いずれも例えばアルミニウムなどの金属
製とされており、仮に合成樹脂製とした場合に比べると、機械的強度（剛性）及び熱伝導
性がいずれも高くなっている。つまり、フレーム１３及びシャーシ１４を構成する材料は
、いずれも遮光性を有する遮光性材料である、とも言える。これらフレーム１３及びシャ
ーシ１４は、図３に示すように、その短辺方向についての両端部（両長辺側端部）に対を
なすＬＥＤユニットＬＵをそれぞれ収容しつつも、互いに積層配置された液晶パネル１１
、光学部材１５及び導光板１６を表側と裏側とから挟み込む形で保持するものとされる。
【００４３】
　フレーム１３は、図３に示すように、液晶パネル１１の表示面１１ｃにおける表示領域
を取り囲むよう、全体として横長の枠状をなしている。フレーム１３は、液晶パネル１１
の表示面１１ｃに並行するとともに液晶パネル１１を表側から押さえるパネル押さえ部１
３ａと、パネル押さえ部１３ａの外周側部分から裏側に向けて突出する側壁部１３ｂとか
らなり、断面形状が略Ｌ字型となっている。このうち、パネル押さえ部１３ａは、液晶パ
ネル１１の外周側部分（非表示領域、額縁部分）に倣って横長の枠状をなすとともに液晶
パネル１１の外周側部分をほぼ全周にわたって表側から押さえることが可能とされる。パ
ネル押さえ部１３ａは、液晶パネル１１の外周側部分に加えて、液晶パネル１１の外周側
部分よりも放射方向について外側に配される導光板１６の端側部分１６ＥＰ、及び各ＬＥ
ＤユニットＬＵをも表側から覆うことが可能な幅を有している。パネル押さえ部１３ａの
うち表側を向いた外面（液晶パネル１１に対する対向面とは反対側の面）は、液晶パネル
１１の表示面１１ｃと同じく液晶表示装置１０における表側外部に露出しており、液晶パ
ネル１１の表示面１１ｃと共に液晶表示装置１０の正面を構成している。一方、側壁部１
３ｂは、パネル押さえ部１３ａにおける外周側部分（詳しくは外周端部）から裏側に向け
て突出する略角筒状をなしている。側壁部１３ｂは、内部に収容される液晶パネル１１、
光学部材１５、導光板１６及び各ＬＥＤユニットＬＵを全周にわたって取り囲むとともに
、裏側のシャーシ１４をもほぼ全周にわたって取り囲むことが可能とされる。側壁部１３
ｂは、液晶表示装置１０における周方向に沿った外面が、液晶表示装置１０における周方
向外部に露出しており、液晶表示装置１０における天面、底面、両側面を構成している。
【００４４】
　上記した基礎的構成を有する枠状のフレーム１３は、図８に示すように、各辺（各長辺
部分及び各短辺部分）毎に分割された４つの分割フレーム１３Ｓを組み付けてなるものと
される。詳しくは、分割フレーム１３Ｓは、フレーム１３（パネル押さえ部１３ａ及び側
壁部１３ｂ）における各長辺側部分を構成する一対の長辺側分割フレーム１３ＳＬと、各
短辺側部分を構成する一対の短辺側分割フレーム１３ＳＳとからなるものとされる。長辺
側分割フレーム１３ＳＬは、Ｘ軸方向に沿って延在する断面略Ｌ字型の角柱材からなるの
に対し、短辺側分割フレーム１３ＳＳは、Ｙ軸方向に沿って延在する断面略Ｌ字型の角柱
材からなる。これにより、各分割フレーム１３Ｓを製造するに際して、例えば金属材料を
押し出し成形する、といった製造方法を採用することが可能となるから、仮に枠状のフレ
ーム１３を金属材料の削り出しなどの製造方法によって製造した場合に比べて、製造コス
トの低廉化を図ることができる。隣り合う長辺側分割フレーム１３ＳＬ及び短辺側分割フ
レーム１３ＳＳは、それぞれの延在方向についての端部同士を連結することで、枠状のフ
レーム１３を構成している。この長辺側分割フレーム１３ＳＬ及び短辺側分割フレーム１
３ＳＳの連結部位（フレーム１３の継ぎ目）である各端部は、図８に示すように、平面に
視てＸ軸方向及びＹ軸方向の双方に対して傾斜状をなしており、詳しくはパネル押さえ部
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１３ａの各角部における内端位置と外端位置とを結んだ直線に倣う形状とされている。な
お、長辺側分割フレーム１３ＳＬは、液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６に加
えて各ＬＥＤユニットＬＵを覆うため（図６を参照）、ＬＥＤユニットＬＵを覆うことが
ない短辺側分割フレーム１３ＳＳ（図１０を参照）に比べて相対的に幅広に形成されてい
る。
【００４５】
　パネル押さえ部１３ａにおける側壁部１３ｂよりも内寄り（導光板１６寄り）の位置に
は、図４及び図５に示すように、フレーム１３及びシャーシ１４を固定するためのネジ部
材（固定部材）ＳＭ１，ＳＭ２が取り付けられるネジ取付部（固定部材取付部）２１，２
２が一体形成されている。ネジ取付部２１，２２には、パネル押さえ部１３ａのうちＬＥ
ＤユニットＬＵ（ＬＥＤ１７）と平面に視て重畳する各長辺側部分に設けられる第１ネジ
取付部（第１固定部材取付部、光源側固定部材取付部）２１と、パネル押さえ部１３ａの
うちＬＥＤユニットＬＵとは平面に視て非重畳とされる各短辺側部分に設けられる第２ネ
ジ取付部（第２固定部材取付部、非光源側固定部材取付部）２２とが含まれている。この
うち、短辺側（ＬＥＤユニットＬＵ（光源）の非配置側）の第２ネジ取付部２２について
は後に改めて説明するものとし、ここでは先に長辺側（ＬＥＤユニットＬＵ（光源）の配
置側）の第１ネジ取付部２１について説明する。
【００４６】
　第１ネジ取付部２１は、図４に示すように、パネル押さえ部１３ａにおける一対の長辺
側部分に対をなす形で設けられている。詳しくは、第１ネジ取付部２１は、パネル押さえ
部１３ａの各長辺側部分の内面からそれぞれＺ軸方向に沿って裏側に向けて突出するとと
もに、パネル押さえ部１３ａの各長辺（Ｘ軸方向）に沿って延在する横長な略ブロック状
をなしている。第１ネジ取付部２１は、パネル押さえ部１３ａにおける各長辺の全長にわ
たる長さ寸法を有している。第１ネジ取付部２１は、図８に示すように、フレーム１３を
構成する一対の長辺側分割フレーム１３ＳＬにそれぞれ設けられている。各第１ネジ取付
部２１には、図４に示すように、裏側に向けて開口するとともに第１ネジ部材ＳＭ１を締
め付けることが可能なネジ締付溝部（固定部材締付溝部）２１ａが形成されている。ネジ
締付溝部２１ａは、第１ネジ取付部２１における長さ方向に沿ってほぼ全長にわたって形
成されており、その幅寸法が第１ネジ部材ＳＭ１の軸部よりもやや小さい程度の大きさと
されている。第１ネジ取付部２１は、Ｚ軸方向について、フレーム１３のパネル押さえ部
１３ａとシャーシ１４との間に介在する形で配されている。
【００４７】
　各第１ネジ取付部２１は、図４に示すように、Ｙ軸方向について、フレーム１３の各側
壁部１３ｂとＬＥＤユニットＬＵをなす各放熱部材１９のＬＥＤ取付部１９ａとの間に介
在する形で配されており、ＬＥＤ取付部１９ａとの間には所定の間隔が有されている。そ
して、一対の放熱部材１９のうち、ソース側フレキシブル基板２６と平面に視て重畳する
位置関係にある放熱部材１９と、その放熱部材１９が取り付けられる第１ネジ取付部２１
との間には、図６及び図７に示すように、プリント基板２７を収容可能な基板収容空間Ｂ
Ｓとされている。つまり、プリント基板２７は、第１ネジ取付部２１とＬＥＤ取付部１９
ａとの間に介設されている。プリント基板２７は、合成樹脂製とされており、第１ネジ取
付部２１及びＬＥＤ取付部１９ａの長さ方向（Ｘ軸方向）に沿って延在する横長な板状を
なしており、その板面をＬＥＤ取付部１９ａの外側（ＬＥＤ基板１８側とは反対側）の板
面に並行させた姿勢、言い換えると長辺方向をＸ軸方向と、短辺方向をＺ軸方向と、厚さ
方向をＹ軸方向とそれぞれ一致させた姿勢で上記した基板収容空間ＢＳ内に収容されてい
る。プリント基板２７には、その長辺方向に沿って複数のソース側フレキシブル基板２６
が間欠的に並んで配されるとともにその他方側（液晶パネル１１側とは反対側）の端部が
それぞれ接続されている。このプリント基板２７と液晶パネル１１のアレイ基板１１ｂと
に接続されたソース側フレキシブル基板２６は、ＬＥＤ取付部１９ａ、ＬＥＤ基板１８及
びＬＥＤ１７をＹ軸方向に沿って横切っている。また、このプリント基板２７は、ＦＰＣ
の一端側が差し込まれて接続されるコネクタ部（ＦＰＣ共々図示せず）を有しており、こ
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のＦＰＣの他端側がシャーシ１４に形成されたＦＰＣ挿通孔（図示せず）を通してシャー
シ１４の裏側外部に引き出されるとともにコントロール基板ＣＴＢに接続されている。
【００４８】
　パネル押さえ部１３ａの各長辺側部分のうち、第１ネジ取付部２１よりも内寄りの位置
には、図４に示すように、導光板１６を表側（表示面１１ｃ側）から支持する導光板支持
部２３がそれぞれ対をなす形で一体形成されている。導光板支持部２３は、パネル押さえ
部１３ａの各長辺側部分の内面からＺ軸方向（第１ネジ取付部２１の突出方向）に沿って
裏側（導光板１６）に向けてそれぞれ突出するとともに、パネル押さえ部１３ａの各長辺
（Ｘ軸方向）に沿って延在する細長い略ブロック状をなしている。導光板支持部２３は、
パネル押さえ部１３ａにおける各長辺の全長にわたる長さ寸法を有している。導光板支持
部２３は、図８に示すように、上記した第１ネジ取付部２１と同様に、フレーム１３を構
成する一対の長辺側分割フレーム１３ＳＬに対をなす形で設けられている。導光板支持部
２３は、図４に示すように、導光板１６のうち液晶パネル１１よりも外側に突き出した長
辺側の端側部分１６ＥＰと平面に視て（表示面１１ｃ側から視て）重畳する配置とされて
おり、その突出先端面が導光板１６の長辺側の端側部分１６ＥＰにおける表側の面、つま
り光出射面１６ａに対して当接されている。従って、導光板支持部２３は、後述するシャ
ーシ１４との間で導光板１６を挟み込んだ状態で表側（光出射側）から支持することが可
能とされ、導光板支持機能を有している。導光板１６は、その長辺側の両端側部分１６Ｅ
Ｐが概ね全長にわたって各導光板支持部２３によって表側から押さえられることになる。
導光板支持部２３が当接される導光板１６の長辺側の両端側部分１６ＥＰは、ＬＥＤ１７
に対する光入射面１６ｂ（ＬＥＤ対向端面）を有する端部であることから、導光板支持部
２３によって導光板１６を支持することで、ＬＥＤ１７と光入射面１６ｂとのＺ軸方向に
ついての位置関係を安定的に維持することが可能とされている。
【００４９】
　各導光板支持部２３は、図４に示すように、液晶パネル１１とＬＥＤ１７との間に介在
する形で配されている。詳しくは、各導光板支持部２３は、液晶パネル１１及び光学部材
１５におけるＬＥＤ１７側の各端面と、ＬＥＤ１７との間に存在する空間を閉塞すること
で、ＬＥＤ１７からの光が、導光板１６を通ることなく液晶パネル１１及び光学部材１５
の上記端面に直接入射するのを防ぐ、いわば遮光機能をも有しており、「遮光部」として
も機能する。なお、各導光板支持部２３のうち、ソース側フレキシブル基板２６と平面に
視て重畳する位置関係にある導光板支持部２３には、図６及び図７に示すように、ソース
側フレキシブル基板２６を挿通するためのソース側フレキシブル基板挿通溝部２３ａが、
Ｘ軸方向に沿って複数間欠的に並列する形で切欠形成されており、その配置が各ソース側
フレキシブル基板２６の配置と一致するものとされる。
【００５０】
　パネル押さえ部１３ａにおける内縁部には、図４及び図５に示すように、裏側、つまり
液晶パネル１１側に突出する押さえ突起２４が一体形成されている。押さえ突起２４は、
その突出先端面に緩衝材２４ａが取り付けられており、この緩衝材２４ａを介して液晶パ
ネル１１を表側から押さえることが可能とされている。この押さえ突起２４及び緩衝材２
４ａは、図８に示すように、フレーム１３を構成する各分割フレーム１３Ｓにおいて、各
辺に沿って延在する形態とされつつも各辺毎にそれぞれ分割して設けられており、各分割
フレーム１３Ｓが組み付けられると、全体としてパネル押さえ部１３ａの内周縁部におい
て全周にわたって配される枠状をなすものとされる。
【００５１】
　シャーシ１４は、図３に示すように、導光板１６及びＬＥＤユニットＬＵなどを裏側か
らほぼ全域にわたって覆うよう、全体として横長な略浅皿状をなしている。このシャーシ
１４のうち裏側を向いた外面（導光板１６及びＬＥＤユニットＬＵに対する対向面とは反
対側の面）は、液晶表示装置１０における裏側外部に露出していて液晶表示装置１０の背
面を構成している。シャーシ１４は、導光板１６と同様に横長の方形状をなす底板部１４
ａと、底板部１４ａにおける両長辺側端部からそれぞれ裏側に段差状に突出するとともに
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ＬＥＤユニットＬＵを収容する一対のＬＥＤ収容部（光源収容部）１４ｂとを有している
。
【００５２】
　底板部１４ａは、図３及び図４に示すように、導光板１６における短辺方向についての
中央側の大部分（短辺方向についての両端部を除いた部分）を裏側から受けることが可能
な平板状をなしており、導光板１６に対する受け部を構成していると言える。底板部１４
ａのうちＬＥＤユニットＬＵ（ＬＥＤ１７）と平面に視て非重畳とされる短辺側の両端側
部分は、図５に示すように、フレーム１３とシャーシ１４とを組み付け状態に固定するた
めの第２ネジ部材（第２固定部材）ＳＭ２が外部から装着される一対の第２ネジ装着部（
第２固定部材装着部、非光源側固定部材装着部）１４ａ１とされている。なお、第２ネジ
装着部１４ａ１の構成については、第２ネジ取付部２２と共に後に詳しく説明する。
【００５３】
　ＬＥＤ収容部１４ｂは、図３及び図４に示すように、底板部１４ａをその短辺方向の両
側から挟み込む形で配されるとともに、底板部１４ａよりも一段裏側に引っ込むことで、
ＬＥＤユニットＬＵを収容可能とされる。ＬＥＤ収容部１４ｂは、ＬＥＤユニットＬＵ（
ＬＥＤ１７）と平面に視て重畳しており、底板部１４ａに並行するとともに第１ネジ部材
ＳＭ１が外部から装着される第１ネジ装着部（第１固定部材装着部、光源側固定部材装着
部）１４ｂ１と、第１ネジ装着部１４ｂ１の両端部から表側に向けてそれぞれ立ち上がる
一対の側板部１４ｂ２とから構成され、一対の側板部１４ｂ２のうちの内側の側板部１４
ｂ２が底板部１４ａに連なっている。そして、ＬＥＤ収容部１４ｂにおける第１ネジ装着
部１４ｂ１には、その内面に対してＬＥＤユニットＬＵを構成する放熱部材１９の放熱部
１９ｂが面接触された状態で配されている。また、ＬＥＤ収容部１４ｂにおける外側の側
板部１４ｂ２は、長辺側の第１ネジ取付部２１と側壁部１３ｂとの間に有される隙間に挿
入されることで、シャーシ１４をフレーム１３に対してＹ軸方向について位置決めする機
能を有している。
【００５４】
　ＬＥＤ収容部１４ｂが有する一対の第１ネジ装着部１４ｂ１には、図６及び図７に示す
ように、それぞれ第１ネジ部材ＳＭ１を通す第１ネジ挿通孔２５がそれぞれ複数ずつ開口
形成されている。各第１ネジ装着部１４ｂ１は、フレーム１３の第１ネジ取付部２１に対
して平面に視て重畳する配置とされている。第１ネジ装着部１４ｂ１に形成された各第１
ネジ挿通孔２５が第１ネジ取付部２１のネジ締付溝部２１ａに連通されている。従って、
第１ネジ部材ＳＭ１は、シャーシ１４の裏側（表示面１１ｃ側とは反対側）からＺ軸方向
（液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６の重なり方向）に沿って第１ネジ挿通孔
２５を通されるとともに第１ネジ装着部１４ｂ１を挟んだ状態で第１ネジ取付部２１のネ
ジ締付溝部２１ａに締め付けられるようになっている。第１ネジ部材ＳＭ１が締め付けら
れると、ネジ締付溝部２１ａには、第１ネジ部材ＳＭ１の軸部に形成されたネジ山によっ
てネジ溝が螺刻形成されるようになっている。なお、各第１ネジ装着部１４ｂ１に形成さ
れた第１ネジ挿通孔２５には、図６に示すように、第１ネジ部材ＳＭ１の軸部のみを通す
大きさの共締め用ネジ挿通孔２５Ａと、図７に示すように、第１ネジ部材ＳＭ１の軸部に
加えて頭部をも通す大きさの放熱部材用ネジ挿通孔２５Ｂとがあり、前者に通される第１
ネジ部材ＳＭ１が放熱部１９ｂ及び収容底板部１４ｂ１を共締めして第１ネジ取付部２１
に取り付けるのに対し、後者に通される第１ネジ部材ＳＭ１が放熱部１９ｂのみを第１ネ
ジ取付部２１に取り付けるのに機能する。
【００５５】
　ここで、フレーム１３とシャーシ１４とを組み付け状態に固定する固定構造のうち、フ
レーム１３及びシャーシ１４における短辺側（ＬＥＤユニットＬＵ（光源）の非配置側）
に配された固定構造について詳しく説明する。この短辺側の固定構造は、図５に示すよう
に、フレーム１３に設けられた第２ネジ取付部２２と、シャーシ１４に設けられた第２ネ
ジ装着部１４ａ１と、第２ネジ装着部１４ａ１を挟み込みつつ第２ネジ取付部２２に取り
付けられる第２ネジ部材ＳＭ２とから構成される。そして、導光板１６のうち短辺側の端
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側部分１６ＥＰには、上記した第２ネジ取付部２２が挿入されることで、導光板１６をそ
の板面に沿う方向について位置決めする位置決め孔状部２９が設けられている。なお、フ
レーム１３及びシャーシ１４における長辺側（ＬＥＤユニットＬＵ（光源）の配置側）に
配された固定構造は、既述した通り、フレーム１３に設けられた第１ネジ取付部２１と、
シャーシ１４に設けられた第１ネジ装着部１４ｂ１と、第１ネジ装着部１４ｂ１を挟み込
みつつ第１ネジ取付部２１に取り付けられる第１ネジ部材ＳＭ１とから構成される。以下
、短辺側の固定構造と共に位置決め孔状部２９の構成について詳しく説明する。
【００５６】
　第２ネジ取付部２２は、図８及び図１１に示すように、Ｘ軸方向について、フレーム１
３のパネル押さえ部１３ａの各短辺側部分における外端に配された側壁部１３ｂと、内端
に配された押さえ突起２４との間に挟まれた（介在する）位置に配されている。第２ネジ
取付部２２は、パネル押さえ部１３ａの各短辺側部分の内面からそれぞれＺ軸方向に沿っ
て裏側に向けて突出するとともに、平面に視た形状がほぼ真円形状の略円柱状をなしてい
る。つまり、既述した第１ネジ取付部２１が平面に視て略線状をなしているのに対して、
第２ネジ取付部２２は、平面に視て略点状をなしている。第２ネジ取付部２２は、フレー
ム１３を構成する一対の短辺側分割フレーム１３ＳＳにそれぞれ設けられている。第２ネ
ジ取付部２２には、裏側に向けて開口するとともにネジ部材ＳＭを締め付けることが可能
なネジ締付孔部（固定部材締付孔部）２２ａが形成されている。ネジ締付孔部２２ａは、
第２ネジ取付部２２において同心となる位置に配されており、その孔寸法が第２ネジ部材
ＳＭ２の軸部よりもやや小さい程度の大きさとされている。第２ネジ取付部２２は、Ｚ軸
方向について、フレーム１３のパネル押さえ部１３ａとシャーシ１４との間に介在する形
で配されている。
【００５７】
　第２ネジ取付部２２は、図８に示すように、液晶パネル１１における各短辺側の端面に
対して外側に隣り合う位置に配されるとともに、同端面側の端面に沿う方向（Ｙ軸方向）
に沿って４つずつ、間欠的に並んで配されている。第２ネジ取付部２２は、パネル押さえ
部１３ａの各短辺側部分においてそれぞれ同じ配列間隔でもって４つずつ配されており、
対称配置とされている。Ｙ軸方向に沿って並んだ４つの第２ネジ取付部２２のうち、両端
に配された２つの第２ネジ取付部２２は、フレーム１３及びシャーシ１４における角部付
近に配されている。パネル押さえ部１３ａにおける一対の短辺側部分のうち、平面に視て
ゲート側フレキシブル基板２６と重畳する短辺側部分に設けられた第２ネジ取付部２２は
、図１１及び図１２に示すように、液晶パネル１１の短辺側の端部からＸ軸方向に沿って
外向きに突き出す形で配されるゲート側フレキシブル基板２８とＹ軸方向について隣り合
う形で配されている。言い換えると、第２ネジ取付部２２とゲート側フレキシブル基板２
８とは、Ｙ軸方向に沿って並ぶとともにＸ軸方向について重なり合う位置関係にある。第
２ネジ取付部２２及びゲート側フレキシブル基板２８は、Ｙ軸方向に沿って複数ずつ交互
に並んで配されており、Ｙ軸方向について隣り合う２つの第２ネジ取付部２２の間にゲー
ト側フレキシブル基板２８が介在する配置となっている。
【００５８】
　上記した構成の各第２ネジ取付部２２は、図９から図１１に示すように、導光板１６の
一対の短辺側の端側部分１６ＥＰに対して平面に視て重畳する位置にそれぞれ配されてい
る。そして、導光板１６の各短辺側の端側部分１６ＥＰには、第２ネジ取付部２２の挿入
を許容する位置決め孔状部２９がそれぞれ形成されている。位置決め孔状部２９は、平面
に視てほぼ真円形状をなすとともに導光板１６をその板厚方向（Ｚ軸方向）に沿って貫通
する孔状をなしている。位置決め孔状部２９は、その孔径が第２ネジ取付部２２の外径よ
りもやや大きくなっており、それにより第２ネジ取付部２２の円滑な挿入が可能とされる
とともに導光板１６が熱膨張または熱収縮に伴って伸縮するのが許容されている。この位
置決め孔状部２９は、導光板１６を板厚方向に貫通するため、その内周面から導光板１６
内を伝播する光が漏れ出すおそれがあるものの、導光板１６のうちＬＥＤ非対向端面１６
ｄを有する短辺側の端側部分１６ＥＰに形成されていてＬＥＤ１７とは非対向の配置とさ
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れているから、光漏れが生じ難くなっている。位置決め孔状部２９は、その内周面が無端
環状をなしており、全周にわたって挿入された第２ネジ取付部２２と対向状をなしている
。つまり、位置決め孔状部２９は、導光板１６の板面に沿う方向（Ｘ軸方向やＹ軸方向）
について外向きに開口することがない貫通孔として導光板１６に形成されている。従って
、位置決め孔状部２９に第２ネジ取付部２２が挿入されると、互いの対向周面同士が当接
することで、導光板１６がその板面に沿う方向について全方位的に位置決めされるように
なっている。位置決め孔状部２９は、導光板１６の各短辺側の端側部分１６ＥＰにおいて
、各第２ネジ取付部２２の配置に倣ってＹ軸方向に沿って４つずつ、間欠的に並んで配さ
れており、各第２ネジ取付部２２と同様に対称配置とされる。Ｙ軸方向に沿って並んだ４
つの位置決め孔状部２９のうち、両端に配された２つの位置決め孔状部２９は、導光板１
６における角部付近に配されている。なお、導光板１６とシャーシ１４の底板部１４ａと
の間に介在する導光反射シート２０には、上記した各位置決め孔状部２９に連通する連通
孔２０ａが開口形成されており、位置決め孔状部２９と同様に第２ネジ取付部２２が挿入
される。つまり、導光反射シート２０も導光板１６と同様に第２ネジ取付部２２によって
位置決めが図られるようになっている。
【００５９】
　上記のような構造の位置決め孔状部２９及び連通孔２０ａに挿入された第２ネジ取付部
２２は、図１１に示すように、シャーシ１４の底板部１４ａのうちＬＥＤユニットＬＵ（
ＬＥＤ１７）と平面に視て非重畳とされる短辺側の端側部分である第２ネジ装着部１４ａ
１に対して当接されている。つまり、第２ネジ装着部１４ａ１は、フレーム１３の第２ネ
ジ取付部２２に対して平面に視て重畳する配置とされている。第２ネジ装着部１４ａ１に
は、第２ネジ部材ＳＭ２を通すための第２ネジ挿通孔３０が開口形成されている。第２ネ
ジ挿通孔３０は、各第２ネジ装着部１４ａ１において、各第２ネジ取付部２２及び各位置
決め孔状部２９の配置に倣ってＹ軸方向に沿って４つずつ、間欠的に並んで配されている
。第２ネジ挿通孔３０は、第２ネジ取付部２２のネジ締付孔２２ａに連通される。従って
、第２ネジ部材ＳＭ２は、シャーシ１４の裏側（表示面１１ｃ側とは反対側）からＺ軸方
向（液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６の重なり方向）に沿って第２ネジ挿通
孔３０を通されるとともに第２ネジ装着部１４ａ１を挟んだ状態で第２ネジ取付部２２の
ネジ締付孔２２ａに締め付けられるようになっている。第２ネジ部材ＳＭ２が締め付けら
れると、ネジ締付孔２２ａには、第２ネジ部材ＳＭ２の軸部に形成されたネジ山によって
ネジ溝が螺刻形成されるようになっている。
【００６０】
　この第２ネジ部材ＳＭ２の締め付け方向（Ｚ軸方向）は、図１１に示すように、液晶パ
ネル１１、光学部材１５及び導光板１６の重なり方向と一致していることから、重なり合
った液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６を表裏から挟み込むフレーム１３及び
シャーシ１４は、これらを十分に高い保持力でもって保持することができる。これにより
、互いに重なり合う液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６を密着状態に保持する
ことができる。積層配置された液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６が隙間無く
密着状態に保たれることで、導光板１６から光学部材１５を介して液晶パネル１１に供給
される光には、各部材１１，１５，１６の面内においてムラが生じ難くなり、それにより
液晶パネル１１に表示される画像に係る表示品位を高くすることができる。なお、フレー
ム１３及びシャーシ１４における長辺側の固定構造も、上記した短辺側の固定構造と同様
に、第１ネジ部材ＳＭ１の締め付け方向がＺ軸方向と一致していることから、液晶パネル
１１、光学部材１５及び導光板１６は、フレーム１３及びシャーシ１４によって全周にわ
たって高い保持力でもって保持されるとともに、輝度ムラが生じ難くて表示品位に優れる
ものとされる。
【００６１】
　上記したようにフレーム１３及びシャーシ１４における短辺側の固定構造である第２ネ
ジ取付部２２は、図１０及び図１１に示すように、導光板１６の短辺側の端側部分１６Ｅ
Ｐと平面に視て重畳する配置とされるとともに、そこに形成された位置決め孔状部２９に
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挿入されることで、導光板１６の位置決めを図ることができる。つまり、第２ネジ取付部
２２は、フレーム１３及びシャーシ１４の固定構造と、導光板１６の位置決め構造とを兼
用している、と言える。ここで、仮に、フレーム及びシャーシの固定構造と、導光板の位
置決め構造とを別途に設けるようにした場合には、固定構造は少なくとも導光板の端側部
分よりも外側に配置されるため、導光板の外側に固定構造の配置スペースを確保する必要
がある。その点、本実施形態では、フレーム１３及びシャーシ１４の固定構造と、導光板
１６の位置決め構造とが兼用されているので、導光板１６の外側に固定構造の配置スペー
スを確保する必要がなく、それにより液晶表示装置１０における外周側の額縁部分の幅を
狭くすることができ、もって狭額縁化を図ることができる。しかも、本実施形態のように
フレーム１３及びシャーシ１４をしっかりと固定するため、液晶パネル１１、光学部材１
５及び導光板１６の重なり方向に沿って各ネジ部材ＳＭ１，ＳＭ２を締め付ける固定構造
を採ると、各ネジ取付部２１，２２の機械的強度を十分に確保するなどの理由から、他の
固定構造（例えばネジ部材をフレーム及びシャーシに対して側方からＸ軸方向またはＹ軸
方向に沿って締め付けるもの）に比べて、固定構造の配置スペースが大きくなる傾向にあ
ることから、上記のように固定構造を導光板１６と平面視重畳する配置とすることで、狭
額縁化により好適となっている。
【００６２】
　本実施形態は以上のような構造であり、続いてその作用を説明する。液晶表示装置１０
を製造するには、それぞれ別途に製造した各構成部品（フレーム１３、シャーシ１４、液
晶パネル１１、光学部材１５、導光板１６、ＬＥＤユニットＬＵなど）を相互に組み付け
るようにして行う。組み付けに際しては、各構成部品は、その全てが図４及び図５に示す
姿勢とはＺ軸方向について天地反転させた姿勢でもって組み付けられる。まず、図１３及
び図１４に示すように、構成部品のうちのフレーム１３を、その裏側の面が鉛直方向の上
側を向く姿勢としつつ図示しない作業台上にセットする。なお、フレーム１３は、予め４
つの分割フレーム１３Ｓを相互に連結することで、全体として枠状に形成されている。
【００６３】
　液晶パネル１１は、図１３及び図１４に示すように、予め長辺側の一端部にソース側フ
レキシブル基板２６及びプリント基板２７が、短辺側の一端部にゲート側フレキシブル基
板２８がそれぞれ接続された状態で組み付けに供されている。上記した姿勢でセットされ
たフレーム１３に対して液晶パネル１１を、そのＣＦ基板１１ａが鉛直方向の下側に、ア
レイ基板１１ｂが鉛直方向の上側になる姿勢としつつ組み付ける。このとき、プリント基
板２７は、図１３に示すように、その板面がフレーム１３の第１ネジ取付部２１における
液晶パネル１１側を向いた面に沿う姿勢とされつつ第１ネジ取付部２１に取り付けられる
。このため、ソース側フレキシブル基板２６は、途中で略Ｌ字型に屈曲される。この取り
付け過程では、各ソース側フレキシブル基板２６は、平面に視て重畳する位置関係とされ
た導光板支持部２３の各フレキシブル基板挿通溝部２３ａに対してＸ軸方向について位置
決めされつつ挿通される。また、液晶パネル１１は、その表側の面がフレーム１３におけ
る押さえ突起２４に取り付けられた緩衝材２４ａによって受けられることで緩衝が図られ
る。続いて、各光学部材１５を順次に液晶パネル１１の裏側の面上に直接積層配置する。
【００６４】
　一方、フレーム１３には、図１３に示すように、予めＬＥＤ１７、ＬＥＤ基板１８及び
放熱部材１９を一体化してなるＬＥＤユニットＬＵが組み付けられる。ＬＥＤユニットＬ
Ｕは、ＬＥＤ１７がフレーム１３における中央側（内側）を向くとともに、放熱部材１９
における放熱部１９ｂがフレーム１６の第１ネジ取付部２１と対向する姿勢とされた状態
で、フレーム１３の各第１ネジ取付部２１に対して取り付けられる。各ＬＥＤユニットＬ
Ｕを各第１ネジ取付部２１に対して取り付けた状態では、放熱部１９ｂが有する各挿通孔
１９ｂ１を第１ネジ取付部２１のネジ締付溝部２１ａに対して連通させるようにする。ま
た、一対のＬＥＤユニットＬＵのうち、ソース側フレキシブル基板２６と平面に視て重畳
する位置関係にあるものに関しては、放熱部材１９が第１ネジ取付部２１に対して取り付
けられると、そのＬＥＤ取付部１９ａと第１ネジ取付部２１との間に基板収容空間ＢＳが
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形成され、そこにプリント基板２７が収容されることになる。このようにしてＬＥＤユニ
ットＬＵを第１ネジ取付部２１に取り付けたら、続いて裏側から第１ネジ部材ＳＭ１を放
熱部１９ｂにおける所定の挿通孔１９ｂ１に通して第１ネジ取付部２１のネジ締付溝部２
１ａに対して螺合させる。この第１ネジ部材ＳＭ１の頭部と第１ネジ取付部２１との間で
放熱部材１９の放熱部１９ｂが挟持されることで、ＬＥＤユニットＬＵは、次述するシャ
ーシ１４を組み付ける前の段階において、第１ネジ取付部２１に対して取り付け状態に保
持される（図７を参照）。なお、ＬＥＤユニットＬＵをフレーム１３に組み付けるタイミ
ングは、光学部材１５を組み付ける前であったり、或いは液晶パネル１１を組み付ける前
であっても構わない。
【００６５】
　ＬＥＤユニットＬＵを第１ネジ取付部２１に対してネジ止めする作業を終えたら、図１
３及び図１４に示すように、導光板１６を、最も裏側に配される光学部材１５の裏側の面
上に直接積層配置する。このとき、図１４に示すように、導光板１６のうち両短辺側の端
側部分１６ＥＰに形成された各位置決め孔状部２９を、フレーム１３における各第２ネジ
取付部２２に対して平面配置を整合させつつ、導光板１６をＺ軸方向に沿って光学部材１
５上に載せるようにする。各第２ネジ取付部２２及び各位置決め孔状部２９の位置関係が
整合していれば、各第２ネジ取付部２２に対して各位置決め孔状部２９が挿入されること
で、導光板１６が光学部材１５上に載置される。この状態では、各第２ネジ取付部２２の
外周面が挿入された各位置決め孔状部２９の内周面に対して全周にわたって対向状に配さ
れているので、導光板１６がその板面に沿ってＸ軸方向やＹ軸方向について変位しようと
した場合でも、各第２ネジ取付部２２が各位置決め孔状部２９に当接することで、それ以
上の変位が規制される。これにより、導光板１６がその板面に沿う方向について全方位的
に適切に位置決めされる。また、導光板１６のうち長辺側の両端側部分１６ＥＰについて
は、図１３に示すように、フレーム１３の導光板支持部２３によって表側、つまり組み付
け時の鉛直方向の下側から支持される。導光板１６の組み付けを終えたら、続いて導光反
射シート２０を導光板１６の光出射面１６ａとは反対側の板面１６ｃ上に直接積層配置す
る作業を行う。導光反射シート２０は、その両短辺側の端側部分に形成された各連通孔２
０ａに対して、各第２ネジ取付部２２が挿入されることで、上記した導光板１６と同様に
位置決めが図られる。
【００６６】
　上記のようにしてフレーム１３に対して液晶パネル１１、光学部材１５、導光板１６、
及びＬＥＤユニットＬＵを組み付けたら、続いてシャーシ１４を組み付ける作業を行う。
シャーシ１４は、図１３及び図１４に示すように、その表側の面が鉛直方向の下側を向く
姿勢とされた状態で、フレーム１３に対して組み付けられる。このとき、シャーシ１４の
うち両ＬＥＤ収容部１４ｂにおける外側の各収容側板部１４ｂ２を、フレーム１３におけ
る両長辺側の側壁部１３ｂと第１ネジ取付部２１との間の隙間に挿入することで、フレー
ム１３に対してシャーシ１４がＹ軸方向について位置決めされる。組付過程では、予め放
熱部材１９及び第１ネジ取付部２１に取り付けられた第１ネジ部材ＳＭ１の頭部が、シャ
ーシ１４の両ＬＥＤ収容部１４ｂにおける各放熱部材用ネジ挿通孔２５Ｂに通される（図
７を参照）。そして、シャーシ１４のうち底板部１４ａが導光板１６（導光反射シート２
０）に、底板部１４ａの各第２ＬＥＤ装着部１４ａ１が各第２ネジ取付部２２に、各ＬＥ
Ｄ収容部１４ｂの第１ＬＥＤ装着部１４ｂ１が各放熱部材１９の放熱部１９ｂにそれぞれ
当接されたところで、底板部１４ａの第２ＬＥＤ装着部１４ａ１が有する各第２ネジ挿通
孔３０に第２ネジ部材ＳＭ２を、各ＬＥＤ収容部１４ｂの第１ＬＥＤ装着部１４ｂ１が有
する各共締め用ネジ挿通孔２５Ａに第１ネジ部材ＳＭ１を、それぞれ裏側から通す。第１
ネジ部材ＳＭ１は、第１ネジ取付部２１のネジ締付溝部２１ａに締め付けられることで、
第１ネジ取付部２１との間で第１ＬＥＤ装着部１４ｂ１及び放熱部材１９の放熱部１９ｂ
を挟み込んだ状態で保持する。一方、第２ネジ部材ＳＭ２は、第２ネジ取付部２２のネジ
締付孔２２ａに締め付けられることで、第２ネジ取付部２２との間で第２ＬＥＤ装着部１
４ａ１を挟み込んだ状態で保持する。これにより、フレーム１３の各ネジ取付部２１，２
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２と、各ネジ部材ＳＭ１，ＳＭ２との間で、ＬＥＤユニットＬＵ及びシャーシ１４が取り
付けられた状態に保持される（図６を参照）。このようにして取り付けられた各ネジ部材
ＳＭ１，ＳＭ２は、液晶表示装置１０における裏側の外観を構成するシャーシ１４の裏面
側に配されていることから、表側、つまり液晶表示装置１０を使用する使用者側からは直
接視認され難くなっており、もって液晶表示装置１０の外観がすっきりとしたデザイン性
の高いものとなる。
【００６７】
　以上のようにして液晶表示ユニットＬＤＵの組み付けが完了する。その後、液晶表示ユ
ニットＬＤＵに対してその裏面側にスタンド取付部材ＳＴＡ及び各種基板ＰＷＢ，ＭＢ，
ＣＴＢを組み付けた後に、スタンドＳＴ及びカバー部材ＣＶを組み付けることで、液晶表
示装置１０及びテレビ受信装置ＴＶが製造される。このようにして製造された液晶表示装
置１０は、液晶パネル１１を表示面１１ｃ側から押さえるフレーム１３、及びバックライ
ト装置１２を構成するシャーシ１４がそれぞれ外観を構成しているのに加え、液晶パネル
１１と光学部材１５とが直接積層されているので、従来のようにフレーム１３及びシャー
シ１４とは別途に合成樹脂製のキャビネットや、液晶パネル１１と光学部材１５との間に
介在して両者を非接触となるように保つパネル受け部材を有するものに比べると、部品点
数及び組付工数が削減されることで製造コストが低廉化するとともに、薄型化及び軽量化
が図られている。
【００６８】
　上記のようにして製造された液晶表示装置１０の電源をＯＮすると、図４に示すように
、電源基板ＰＷＢからの電力供給を受けて、コントロール基板ＣＴＢから各種信号がプリ
ント基板２７及び各フレキシブル基板２６，２８（各ドライバＤＲ）を介して液晶パネル
１１に供給されてその駆動が制御されるとともに、バックライト装置１２を構成する各Ｌ
ＥＤ１７が駆動される。各ＬＥＤ１７からの光は、導光板１６により導光されてから光学
部材１５を透過することで、均一な面状の光に変換されてから液晶パネル１１に照射され
、もって液晶パネル１１に所定の画像が表示される。バックライト装置１２に係る作用に
ついて詳しく説明すると、各ＬＥＤ１７を点灯させると、各ＬＥＤ１７から出射した光は
、図６に示すように、導光板１６における光入射面１６ｂに入射する。光入射面１６ｂに
入射した光は、導光板１６における外部の空気層との界面にて全反射されたり、導光反射
シート２０により反射されるなどして導光板１６内を伝播される過程で、図示しない反射
部または散乱部によって反射または散乱されることで光出射面１６ａから出射されて光学
部材１５に照射される。
【００６９】
　ここで、本実施形態に係る液晶表示装置１０においては、導光板１６及び光学部材１５
に対して液晶パネル１１が直接積層されていて、従来のようにパネル受け部材が介在する
構成とはなっていない。このため、互いに直接積層された導光板１６、光学部材１５及び
液晶パネル１１を表裏両側から挟み込むフレーム１３及びシャーシ１４には、より高い保
持力を付与することが求められる傾向にある。その点、本実施形態に係る液晶表示装置１
０においては、フレーム１３及びシャーシ１４を固定する各ネジ部材ＳＭ１，ＳＭ２が、
Ｚ軸方向、つまり液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６の重なり方向に沿って取
り付けられていることから、これら各部材１１，１５，１６にはその重なり方向から直接
的に保持力が付与される。従って、互いに直接積層された導光板１６、光学部材１５及び
液晶パネル１１における外周側部分には、フレーム１３及びシャーシ１４から十分に高い
保持力が付与されるので、液晶パネル１１、光学部材１５及び導光板１６は、その面内に
おいて概ね全域にわたってムラ無く密着状態に保たれる。これにより、液晶パネル１１の
表示面１１ｃに供給される光量がその面内において均一化され、もって表示される画像の
表示品位を高いものとすることができる。
【００７０】
　以上説明したように本実施形態の液晶表示装置（表示装置）１０は、ＬＥＤ（光源）１
７と、ＬＥＤ１７の光を利用して表示を行う液晶パネル（表示パネル）１１と、液晶パネ
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ル１１に対してその表示面１１ｃ側とは反対側に重なるように配されるとともに端面（光
入射面１６ｂ）がＬＥＤ１７と対向状に配され且つ端側部分１６ＥＰが液晶パネル１１の
端部よりも外側に配されている導光板１６と、液晶パネル１１及び導光板１６を表示面１
１ｃ側とその反対側とから挟み込む形で保持する一対の保持部であるフレーム１３及びシ
ャーシ１４を有し、これら一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４の間にＬＥ
Ｄ１７を収容してなる保持部材ＨＭと、一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１
４のうちの一方の保持部であるフレーム１３に設けられる第２ネジ取付部（固定部材取付
部）２２と、第２ネジ取付部２２に対して液晶パネル１１と導光板１６との重なる方向に
沿って取り付けられるとともに、第２ネジ取付部２２との間で少なくとも一対の保持部で
あるフレーム１３及びシャーシ１４のうちの他方の保持部であるシャーシ１４を挟み込む
ことで、一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４を組み付け状態に固定する第
２ネジ部材（固定部材）ＳＭ２と、導光板１６の外側部分に設けられ、第２ネジ取付部２
２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方が挿入されることで、導光板１６をその板面に
沿う方向について位置決めする位置決め孔状部２９と、を備える。
【００７１】
　このようにすれば、ＬＥＤ１７から発せられた光は、導光板１６の端面に入射し導光板
１６の内部を伝播してから液晶パネル１１へ導かれるので、その光を利用して液晶パネル
１１に画像が表示される。一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４のうちの一
方の保持部であるフレーム１３に設けられる第２ネジ取付部２２には、少なくとも他方の
保持部であるシャーシ１４を挟み込んだ状態で第２ネジ部材ＳＭ２が取り付けられること
で、互いに重なり合う液晶パネル１１及び導光板１６を挟み込む形で保持する一対の保持
部であるフレーム１３及びシャーシ１４が組み付け状態に固定される。この第２ネジ部材
ＳＭ２は、液晶パネル１１と導光板１６との重なる方向に沿って取り付けられるので、一
対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４から液晶パネル１１及び導光板１６へと
その重なり方向に沿って十分に高い保持力を付与させることができる。これにより、従来
のように導光板１６と液晶パネル１１との間に介在するパネル受け部材を有さない構成で
あっても、液晶パネル１１及び導光板１６を十分な保持力でもって安定的に保持すること
ができる。
【００７２】
　さらには、導光板１６は、その端側部分１６ＥＰに設けられた位置決め孔状部２９に対
して挿入される第２ネジ取付部２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方によって板面
に沿う方向について位置決めされる。つまり、一対の保持部であるフレーム１３及びシャ
ーシ１４を固定する構造である第２ネジ取付部２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一
方が、導光板１６を位置決めする構造を兼用していることになるので、仮に一対の保持部
であるフレーム１３及びシャーシ１４を固定する構造が、導光板１６を位置決めする構造
とは別途に、導光板１６の端側部分１６ＥＰよりも外側に配された場合に比べると、設置
スペースを削減することができて、当該液晶表示装置１０における額縁部分を狭くするこ
とができる。本実施形態によれば、狭額縁化を図ることができる。
【００７３】
　また、一方の保持部であるフレーム１３は、液晶パネル１１に対して表示面１１ｃ側に
、他方の保持部であるシャーシ１４は、導光板１６に対して表示面１１ｃ側とは反対側に
それぞれ配されており、第２ネジ部材ＳＭ２は、第２ネジ取付部２２に対して表示面１１
ｃ側とは反対側から取り付けられている。このようにすれば、表示面１１ｃ側に配される
一方の保持部であるフレーム１３に対して液晶パネル１１、導光板１６、表示面１１ｃ側
とは反対側に配される他方の保持部であるシャーシ１４の順で組み付けてから、第２ネジ
部材ＳＭ２を表示面１１ｃ側とは反対側から第２ネジ取付部２２に対して取り付ける、と
いった手順での製造が可能となるから、組付作業性及び生産性に優れる。
【００７４】
　また、一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４は、当該液晶表示装置１０の
外観を構成する外観部材とされる。このようにすれば、外観上、第２ネジ部材ＳＭ２が表
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示面１１ｃ側からは視認され難くなり、それにより当該液晶表示装置１０における外観を
良好なものとすることができる。
【００７５】
　また、導光板１６は、ＬＥＤ１７と対向状に配される光入射面（光源対向端面）１６ｂ
と、ＬＥＤ１７とは対向しないＬＥＤ非対向端面（光源非対向端面）１６ｄとを有してお
り、導光板１６の短辺側の端側部分１６ＥＰは、ＬＥＤ非対向端面１６ｄを有するととも
に位置決め孔状部２９が設けられている。このようにすれば、ＬＥＤ１７からの光が導光
板１６の光入射面１６ｂに入射されて導光板１６内を伝播されるのであるが、位置決め孔
状部２９がＬＥＤ非対向端面１６ｄを有する端側部分１６ＥＰに設けられているので、導
光板１６内を伝播される光が途中で位置決め孔状部２９から漏れ出し難くなっている。
【００７６】
　また、液晶パネル１１の端部に接続されて端部から外側に突き出す形で配されるゲート
側フレキシブル基板（パネル接続部材）２８を備えており、第２ネジ部材ＳＭ２及び第２
ネジ取付部２２は、ゲート側フレキシブル基板２８に対して液晶パネル１１の端部に沿っ
て並ぶ形で配されている。このようにすれば、第２ネジ部材ＳＭ２及び第２ネジ取付部２
２は、液晶パネル１１の端部から外側に突き出す形で配されるゲート側フレキシブル基板
２８に対して液晶パネル１１の端部に沿って並んで配されているので、仮に第２ネジ部材
及び第２ネジ取付部がゲート側フレキシブル基板２８に対して外側に並ぶ形で配された場
合に比べると、さらなる狭額縁化を図ることができる。
【００７７】
　また、第２ネジ部材ＳＭ２及び第２ネジ取付部２２と、ゲート側フレキシブル基板２８
とが液晶パネル１１の端部に沿って複数ずつ交互に並ぶ形で配されている。このようにす
れば、仮に複数組の第２ネジ部材ＳＭ２及び第２ネジ取付部２２を連続的に並べて配した
場合に比べると、一対の保持部であるフレーム１３及びシャーシ１４における第２ネジ部
材ＳＭ２及び第２ネジ取付部２２による固定箇所が分散されるので、液晶パネル１１及び
導光板１６をより安定的に保持することができる。
【００７８】
　また、位置決め孔状部２９には、第２ネジ取付部２２が挿入されることで、導光板１６
の位置決めがなされる。このようにすれば、一方の保持部であるフレーム１３に対して導
光板１６を組み付ける際に、一方の保持部であるフレーム１３に設けられている第２ネジ
取付部２２が導光板１６の位置決め孔状部２９に挿入されることで、導光板１６の位置決
めがなされる。つまり、他方の保持部であるシャーシ１４を組み付ける前の段階で導光板
１６を位置決めすることができるから、導光板１６が位置ずれしていた場合の位置の修正
などの作業を容易に行うことができ、作業性に優れる。
【００７９】
　また、位置決め孔状部２９は、導光板１６を板厚方向に貫通していてその内周面が全周
にわたって第２ネジ取付部２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方と対向状をなして
いる。このようにすれば、第２ネジ取付部２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方が
位置決め孔状部２９に挿入されると、位置決め孔状部２９の内周面が全周にわたって第２
ネジ取付部２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方と対向状をなすことになるので、
導光板１６を板面に沿う方向について全方位的に位置決めを図ることができる。
【００８０】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２を図１５または図１６によって説明する。この実施形態２では、第
２ネジ部材ＳＭ２を位置決め孔状部１２９に挿入する構造としたものを示す。なお、上記
した実施形態１と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【００８１】
　本実施形態に係る第２ネジ取付部１２２は、図１５及び図１６に示すように、フレーム
１１３のパネル押さえ部１１３ａにおける内面と、側壁部１１３ｂにおける内面とにそれ
ぞれ連なる形で設けられており、平面に視て横長な略ブロック状に形成されている。この
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第２ネジ取付部１２２は、その裏側の面が導光板１１６における短辺側の端側部分１１６
ＥＰに対して表側から当接されている。つまり、第２ネジ取付部１２２は、シャーシ１１
４との間で導光板１１６を挟み込んだ状態で表側（光出射側）から支持することが可能と
され、導光板支持機能を有している。この第２ネジ取付部１２２のうち内側に偏心した位
置には、第２ネジ部材ＳＭ２を締め付けるためのネジ締付孔１２２ａが裏側に向けて開口
する形で形成されている。そして、この第２ネジ取付部１２２に対してＺ軸方向に沿って
裏側から取り付けられる第２ネジ部材ＳＭ２は、第２ネジ取付部１２２とシャーシ１１４
の第２ネジ装着部１１４ａ１との間に挟み込まれる導光板１６の短辺側の端側部分１１６
ＥＰに設けられた位置決め孔状部１２９に挿入されている。この第２ネジ部材ＳＭ２は、
その軸部の外周面が位置決め孔状部１２９の内周面に対して全周にわたって対向状をなし
ており、それにより導光板１１６をその板面に沿う方向について全方位的に位置決めする
ことができる。
【００８２】
　組み付けに際しては、フレーム１１３に対して液晶パネル１１１、光学部材１１５、導
光板１１６、導光反射シート１２０及びシャーシ１１４などの部材を組み付けた後、第２
ネジ部材ＳＭ２を第２ネジ挿通孔１３０に挿入する。このとき、導光板１１６が正規の位
置に配されていれば、第２ネジ部材ＳＭ２の挿入が許容されるので、そのまま第２ネジ取
付部１２２への締め付け作業を行うことができる。一方、導光板１１６が正規の位置から
ずれていれば、第２ネジ部材ＳＭ２の挿入が規制されるので、その場合は導光板１１６を
位置合わせしてから、再度第２ネジ部材ＳＭ２の取り付け作業を行うようにすればよい。
【００８３】
　以上説明したように本実施形態によれば、一方の保持部であるフレーム１１３は、液晶
パネル１１１を表示面１１１ｃ側から押さえるパネル押さえ部１１３ａと、パネル押さえ
部１１３ａにおける外側部分から表示面１１１ｃ側とは反対側に向けて突出する側壁部１
１３ｂとを有しており、第２ネジ取付部１２２は、側壁部１１３ｂに連なる形で設けられ
ている。このようにすれば、第２ネジ取付部１２２及び側壁部１１３ｂの機械的な強度を
高めることができる。これにより、第２ネジ取付部１２２の位置精度が高くなるから、第
２ネジ取付部１２２またはそこに取り付けられる第２ネジ部材ＳＭ２によって位置決めさ
れる導光板１１６の位置精度も高いものとなる。
【００８４】
　また、位置決め孔状部１２９には、第２ネジ部材ＳＭ２が挿入されることで、導光板１
１６の位置決めがなされる。このようにすれば、一対の保持部であるフレーム１１３及び
シャーシ１１４により液晶パネル１１１及び導光板１１６を挟み込んだ状態で第２ネジ部
材ＳＭ２を第２ネジ取付部１２２に取り付ける際に、第２ネジ部材ＳＭ２が導光板１１６
の位置決め孔状部１２９に挿入されることで、導光板１１６の位置決めを図ることができ
る。
【００８５】
　また、第２ネジ取付部１２２は、導光板１１６の端側部分１１６ＥＰを第２ネジ部材Ｓ
Ｍ２とは反対側から支持している。このようにすれば、一方の保持部であるフレーム１１
３に対して導光板１１６を組み付ける際に、一方の保持部であるフレーム１１３に設けら
れている第２ネジ取付部１２２によって導光板１１６の端側部分１１６ＥＰを第２ネジ部
材ＳＭ２とは反対側から支持することができる。これにより、導光板１１６に撓みなどの
変形が生じ難くなるので、端側部分１１６ＥＰに設けられている位置決め孔状部１２９の
位置精度が高くなり、そこに挿入される第２ネジ部材ＳＭ２によってより正確に位置決め
を図ることができる。
【００８６】
　＜実施形態３＞
　本発明の実施形態３を図１７によって説明する。この実施形態３では、光学部材２１５
についての位置決めを行うようにしたものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構
造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
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【００８７】
　本実施形態に係る光学部材２１５は、図１７に示すように、少なくともその長辺寸法が
液晶パネル２１１に比べて大きくなっており、その短辺側の端側部分２１５ＥＰが液晶パ
ネル２１１の端部よりも外側に突き出す形で配されている。光学部材２１５の長辺寸法は
、導光板２１６の長辺寸法とほぼ同じかそれより少し短い程度の大きさとされており、そ
の短辺側の端側部分２１５ＥＰが導光板２１６における短辺側の端側部分２１６ＥＰに対
して表側に重なり合う配置とされる。そして、光学部材２１５における短辺側の端側部分
２１５ＥＰには、導光板２１６側の位置決め孔状部２２９に連通する形で第２の位置決め
孔状部３１が設けられている。第２の位置決め孔状部３１は、平面に視てほぼ真円形状を
なすとともにその孔径が位置決め孔状部２２９とほぼ同じとされており、光学部材２１５
を厚さ方向（Ｚ軸方向）に沿って貫通する形で形成されている。なお、第２の位置決め孔
状部３１は、その平面配置が導光板２１６側の位置決め孔状部２２９とほぼ同じとされて
おり、位置決め孔状部２２９と平面に視て重畳する位置に配されている（図９を参照）。
【００８８】
　組み付けに際しては、フレーム２１３に対して光学部材２１５を組み付ける際に、第２
の位置決め孔状部３１に第２ネジ取付部２２２を整合させて挿入することで、光学部材２
１５をそのシート面に沿う方向（Ｘ軸方向及びＹ軸方向）について全方位的に位置決めす
ることができる。この作業を行う際に、例えばフレーム２１３のパネル押さえ部２１３ａ
を鉛直方向に並行させた姿勢とすれば、光学部材２１５の第２の位置決め孔状部３１に第
２ネジ取付部２２２を挿入することで、光学部材２１５のシート面を鉛直方向に並行させ
つつ光学部材２１５を第２ネジ取付部２２２に対して吊り下げることができる。これと同
様にして導光板２１６についても第２ネジ取付部２２２に対して吊り下げることができる
。このようにすれば、組み付け時に複数の光学部材２１５間や光学部材２１５と導光板２
１６との間に塵埃などが侵入し難くすることができる。
【００８９】
　以上説明したように本実施形態によれば、液晶パネル２１１と導光板２１６との間に配
されるとともに端側部分２１５ＥＰが液晶パネル２１１の端部よりも外側に配されている
光学部材２１５を備えており、光学部材２１５の端側部分２１５ＥＰには、導光板２１６
の位置決め孔状部２２９に連通するとともに第２ネジ取付部２２２と第２ネジ部材ＳＭ２
とのいずれか一方が挿入されることで、光学部材２１５をその板面に沿う方向について位
置決めする第２の位置決め孔状部２２９が設けられている。このようにすれば、光学部材
２１５は、その端側部分２１５ＥＰに設けられた第２の位置決め孔状部２２９が導光板２
１６の位置決め孔状部２２９に連通しており、両位置決め孔状部２２９に対して第２ネジ
取付部２２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか一方が挿入されることで、導光板２１６
と共に板面に沿う方向について位置決めされる。
【００９０】
　＜実施形態４＞
　本発明の実施形態４を図１８または図１９によって説明する。この実施形態４では、位
置決め孔状部３２９の形態を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構
造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【００９１】
　本実施形態に係る位置決め孔状部３２９は、図１８及び図１９に示すように、導光板３
１６における短辺側の端側部分３１６ＥＰを、板厚方向（Ｚ軸方向）に沿って貫通すると
ともに長辺方向（Ｘ軸方向）に沿って外側に開口する形態とされている。つまり、位置決
め孔状部３２９は、導光板３１６の端側部分３１６ＥＰにおける端部を側方に開口させつ
つ部分的に切り欠き、ＬＥＤ非対向端面３１６ｄを部分的に凹ませることで形成されてい
る。位置決め孔状部３２９は、平面に視て略半円形状をなしており、平面に視て略円形を
なす第２ネジ取付部３２２における内側の略半分が挿入されるようになっている。このた
め、第２ネジ取付部３２２は、外側の略半分が位置決め孔状部３２９の外部に配されてお
り、導光板３１６のＬＥＤ非対向端面３１６ｄよりもＸ軸方向について外側に配されてい
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る。
【００９２】
　上記のような構成では、位置決め孔状部３２９には、第２ネジ取付部３２２をＺ軸方向
に沿って挿入することができるのに加え、Ｘ軸方向に沿って凹凸嵌合することができる。
従って、組み付けに際しては、フレーム３１３に対して導光板３１６をＺ軸方向に沿って
取り付ける手法と、フレーム３１３に対して導光板３１６をＸ軸方向（板面）に沿ってス
ライドさせる手法とのいずれを選択した場合でも、位置決め孔状部３２９に第２ネジ取付
部３２２を挿入することができる。これにより、導光板３１６の組み付け作業の多様化を
図ることができるので、作業効率の改善などの効果を得ることが可能となる。
【００９３】
　以上説明したように本実施形態によれば、位置決め孔状部３２９は、導光板３１６を板
厚方向に貫通するとともに導光板３１６の板面に沿って外側に開口する形態とされる。こ
のようにすれば、例えば、導光板３１６をその板面に沿う方向にスライドさせることで、
位置決め孔状部３２９に対して第２ネジ取付部３２２と第２ネジ部材ＳＭ２とのいずれか
一方に容易に挿入させることができる。これにより、組み付け作業の多様化を図ることが
できる。
【００９４】
　＜実施形態５＞
　本発明の実施形態５を図２０によって説明する。この実施形態５では、第２ネジ取付部
４２２及び位置決め孔状部４２９の平面形状を変更したものを示す。なお、上記した実施
形態１と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【００９５】
　本実施形態に係る第２ネジ取付部４２２及び位置決め孔状部４２９は、図２０に示すよ
うに、平面に視て略四角形状をなしている。詳しくは、第２ネジ取付部４２２及び位置決
め孔状部４２９は、平面に視て概ね正方形に形成されており、それぞれの４辺の内面及び
外面が互いに対向状をなしている。このような構成であっても、上記した実施形態１と同
様に十分な保持力を確保するとともに狭額縁化を図りつつも、導光板４１６の位置決めを
適切に図ることができる。
【００９６】
　＜実施形態６＞
　本発明の実施形態６を図２１によって説明する。この実施形態６では、上記した実施形
態５から位置決め孔状部５２９の形態を変更したものを示す。なお、上記した実施形態５
と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【００９７】
　本実施形態に係る位置決め孔状部５２９は、図２１に示すように、上記した実施形態３
と同様に、導光板５１６における短辺側の端側部分５１６ＥＰを、板厚方向（Ｚ軸方向）
に沿って貫通するとともに長辺方向（Ｘ軸方向）に沿って外側に開口する形態とされてい
る。つまり、位置決め孔状部５２９は、導光板５１６の端側部分５１６ＥＰにおける端部
を側方に開口させつつ部分的に切り欠き、ＬＥＤ非対向端面５１６ｄを部分的に凹ませる
ことで形成されている。第２ネジ取付部５２２は、その全域が位置決め孔状部５２９内に
挿入されており、Ｘ軸方向に沿って外側を向いた外面を除いた３辺の外面が位置決め孔状
部５２９における３辺の内面に対して対向状をなしている。従って、第２ネジ取付部５２
２は、導光板５１６のＬＥＤ非対向端面５１６ｄよりもＸ軸方向について内側に配されて
いる。
【００９８】
　このような構成とすれば、上記した実施形態３と同様に、位置決め孔状部５２９には、
第２ネジ取付部５２２をＺ軸方向に沿って挿入することができるのに加え、Ｘ軸方向に沿
って凹凸嵌合することができる。従って、組み付けに際しては、フレーム５１３に対して
導光板５１６をＺ軸方向に沿って取り付ける手法と、フレーム５１３に対して導光板５１
６をＸ軸方向（板面）に沿ってスライドさせる手法とのいずれを選択した場合でも、位置
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決め孔状部５２９に第２ネジ取付部５２２を挿入することができる。これにより、導光板
５１６の組み付け作業の多様化を図ることができるので、作業効率の改善などの効果を得
ることが可能となる。
【００９９】
　＜実施形態７＞
　本発明の実施形態７を図２２によって説明する。この実施形態７では、上記した実施形
態６から第２ネジ取付部６２２及び位置決め孔状部６２９の配置を変更したものを示す。
なお、上記した実施形態６と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する
。
【０１００】
　本実施形態に係る位置決め孔状部６２９には、図２２に示すように、導光板６１６にお
ける角位置に配されたものが含まれている。詳しくは、導光板６１６は、その板面におけ
る四隅の各角部が切り欠かれることで、板厚方向（Ｚ軸方向）に沿って貫通するとともに
長辺方向（Ｘ軸方向）及び短辺方向（Ｙ軸方向）に沿ってそれぞれ外側に開口する形状の
位置決め孔状部６２９が形成されている。導光板６１６の角部に配された位置決め孔状部
６２９には、第２ネジ取付部６２２が全域にわたって挿入されており、第２ネジ取付部６
２２のうちＸ軸方向及びＹ軸方向に沿って内側を向いた２辺の外面が位置決め孔状部６２
９における２辺の内面に対して対向状をなしている。従って、第２ネジ取付部６２２は、
導光板６１６のＬＥＤ非対向端面６１６ｄよりもＸ軸方向について内側に配されるととも
に、光入射面６１６ｂよりもＹ軸方向について内側に配されている。
【０１０１】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
　（１）上記した実施形態１，３，４では、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形
状が円形状とされるものを示したが、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形状が例
えば楕円形などとされるものも本発明に含まれる。
【０１０２】
　（２）上記した実施形態２では、フレームの側壁部に連なる第２ネジ取付部の平面形状
が横長な方形状とされるものを示したが、フレームの側壁部に連なる第２ネジ取付部の平
面形状が例えば円形状、楕円形状、正方形状、縦長な方形状などとされるものも本発明に
含まれる。
【０１０３】
　（３）上記した実施形態５～７では、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形状が
正方形状とされるものを示したが、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形状が例え
ば横長な方形状、縦長な方形状、菱形、三角形、五角形以上の多角形などとされるものも
本発明に含まれる。
【０１０４】
　（４）上記した各実施形態では、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形状が互い
に一致する構成のものを示したが、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部の平面形状が互い
に一致しない構成とすることも可能である。例えば、位置決め孔状部の平面形状を円形状
とし、そこに挿入される第２ネジ取付部の平面形状を方形状としたり、逆に位置決め孔状
部の平面形状を方形状とし、そこに挿入される第２ネジ取付部の平面形状を円形状とする
ことも可能である。
【０１０５】
　（５）上記した実施形態４では、第２ネジ取付部のうち内側の約半分が位置決め孔状部
に挿入された形態のものを示したが、位置決め孔状部に挿入される第２ネジ取付部の具体
的な割合は、例えば１／３や２／３などに適宜に変更可能である。
【０１０６】
　（６）上記した実施形態６，７に記載した構成に、実施形態４に記載した構成（第２ネ
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ジ取付部が位置決め孔状部の外側に部分的にはみ出す構成）や、上記（５）を適用するこ
とも可能である。
【０１０７】
　（７）上記した実施形態４～７に記載した構成及び上記（６）に記載した構成は、光学
部材の第２の位置決め孔状部にも同様に適用可能である。
【０１０８】
　（８）上記した実施形態２に記載した構成（第２ネジ取付部をフレームの側壁部に連結
する構成）は、それ以外の構成（実施形態１，３～７）にも適用可能である。
【０１０９】
　（９）上記した各実施形態では、フレーム及び導光板の一短辺側部分における第２ネジ
取付部及び位置決め孔状部の設置数を４つずつとしたものを示したが、この設置数を４つ
以外（３つ以下または５つ以上）とすることも勿論可能である。
【０１１０】
　（１０）上記した各実施形態以外にも、フレーム及び導光板の一短辺側部分における第
２ネジ取付部及び位置決め孔状部の具体的な配置は、適宜に変更可能である。
【０１１１】
　（１１）上記した各実施形態では、ＬＥＤユニット（ＬＥＤ基板）が導光板における両
長辺側の端部にそれぞれ対向するよう一対配されるものを示したが、例えばＬＥＤユニッ
トが導光板における両短辺側の端部にそれぞれ対向するよう一対配されるものも本発明に
含まれる。その場合、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部をフレーム及び導光板のうちＬ
ＥＤユニットが非配置となる長辺側部分に設けるのが好ましい。
【０１１２】
　（１２）上記した（１１）以外にも、ＬＥＤユニット（ＬＥＤ基板）が導光板における
片方の長辺側の端部または片方の短辺側の端部に対向するよう配されるものも本発明に含
まれる。その場合、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部をフレーム及び導光板のうちＬＥ
Ｄユニットが非配置となる２辺または３辺に設けるのが好ましいが、ＬＥＤユニットが非
配置となる１辺にのみ設けることも可能である。
【０１１３】
　（１３）上記した（１１），（１２）以外にも、ＬＥＤユニット（ＬＥＤ基板）が導光
板における任意の３辺の端部に対向するようそれぞれ配されるものも本発明に含まれる。
その場合、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部をフレーム及び導光板のうちＬＥＤユニッ
トが非配置となる１辺にのみ設けるのが好ましい。
【０１１４】
　（１４）上記した（１１）～（１３）以外にも、ＬＥＤユニット（ＬＥＤ基板）が導光
板における４辺の端部全てに対向するようそれぞれ配されるものも本発明に含まれる。そ
の場合、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部をフレーム及び導光板のうち角部にのみ設け
るのが好ましい。
【０１１５】
　（１５）上記した（１４）のように第２ネジ取付部及び位置決め孔状部をフレーム及び
導光板のうち角部にのみ設ける構成は、ＬＥＤユニット（ＬＥＤ基板）が導光板における
１辺、２辺または３辺の端部に対向するよう配された構成のものにも適用可能である。
【０１１６】
　（１６）上記した各実施形態では、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部と、ゲート側フ
レキシブル基板とが交互に並ぶ配置とされたものを示したが、第２ネジ取付部及び位置決
め孔状部が複数連続して並ぶ配置としたり、ゲート側フレキシブル基板が複数連続して並
ぶ配置とすることも可能である。
【０１１７】
　（１７）上記した各実施形態では、第２ネジ取付部及び位置決め孔状部と、ゲート側フ
レキシブル基板とがＹ軸方向に沿って並ぶ配置とされたものを示したが、第２ネジ取付部
及び位置決め孔状部をフレーム及び導光板における長辺側部分に設け、ソース側フレキシ
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ブル基板に対してＸ軸方向に沿って並ぶ配置としたものも本発明に含まれる。この構成を
上記した（１６）に適用することも可能である。
【０１１８】
　（１８）上記した各実施形態では、固定部材としてネジ部材を用いた場合を示したが、
他の固定部材として例えばリベットなどを用いることも可能である。
【０１１９】
　（１９）上記した各実施形態では、表側に配されたフレームに第２ネジ取付部を設ける
とともに、シャーシに対して裏側から第２ネジ部材を取り付けるようにしたものを示した
が、例えば裏側に配されたシャーシに第２ネジ取付部を設けるとともに、フレームに対し
て表側から第２ネジ部材を取り付けるようにしたものも本発明に含まれる。その場合、組
み付け手順としては、シャーシに対して表側から導光板、光学部材、液晶パネルを順次に
積層配置したものにフレームを組み付けた後、フレームに対して表側から第２ネジ部材を
シャーシの第２ネジ取付部に取り付けるようにすればよい。このとき、シャーシの第２ネ
ジ取付部を導光板の位置決め孔状部に挿入する構成としたり、或いは第２ネジ部材を導光
板の位置決め孔状部に挿入することで、導光板の位置決めを図ることができる。
【０１２０】
　（２０）上記した各実施形態では、液晶パネルのうち一方の長辺側の端部にソース側フ
レキシブル基板を接続したものを示したが、一対の長辺側の端部に対してそれぞれソース
側フレキシブル基板を接続する構成としてもよい。同様に、液晶パネルのうち一対の短辺
側の端部にゲート側フレキシブル基板をそれぞれ接続する構成としてもよい。
【０１２１】
　（２１）上記した各実施形態以外にも、ゲート側フレキシブル基板を省略したものや、
ソース側フレキシブル基板を省略したものも本発明に含まれる。
【０１２２】
　（２２）上記した各実施形態では、フレーム及びシャーシが共に液晶表示装置の外観を
構成する外観部材とされるものを示したが、例えばシャーシについてはその裏面側に別途
に用意した外観部品を装着して覆うようにすることで、シャーシが外部に露出しないよう
にしたものも本発明に含まれる。それ以外にも、フレーム及びシャーシを、別途に用意し
た外観部品によって共に覆うようにすることで、フレーム及びシャーシが外部に露出しな
いようにしたものも本発明に含まれる。
【０１２３】
　（２３）上記した各実施形態では、外観部材を構成するシャーシ及びフレームが金属製
とされるものを示したが、シャーシとフレームとのいずれか一方または双方を合成樹脂製
としたものも本発明に含まれる。この構成は、液晶表示装置に要求される機械的強度がそ
れほど高くない中小型の機種に採用するのが好ましい。
【０１２４】
　（２４）上記した各実施形態では、電源基板にＬＥＤへの電力を供給する機能を持たせ
たものを示したが、ＬＥＤへ電力を供給するＬＥＤ駆動基板を電源基板から独立させるよ
うにしたものも本発明に含まれる。
【０１２５】
　（２５）上記した各実施形態では、メイン基板にチューナー部を設けるようにしたもの
を示したが、チューナー部を有するチューナー基板をメイン基板から独立させるようにし
たものも本発明に含まれる。
【０１２６】
　（２６）上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をＲ，
Ｇ，Ｂの３色としたものを例示したが、着色部を４色以上とすることも可能である。
【０１２７】
　（２７）上記した各実施形態では、光源としてＬＥＤを用いたものを示したが、有機Ｅ
Ｌなどの他の光源を用いることも可能である。
【０１２８】
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　（２８）上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてＴＦＴを用
いたが、ＴＦＴ以外のスイッチング素子（例えば薄膜ダイオード（ＴＦＤ））を用いた液
晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液
晶表示装置にも適用可能である。
【０１２９】
　（２９）上記した各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置
を例示したが、他の種類の表示パネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
【０１３０】
　（３０）上記した各実施形態では、チューナー部を備えたテレビ受信装置を例示したが
、チューナー部を備えない表示装置にも本発明は適用可能である。具体的には、電子看板
（デジタルサイネージ）や電子黒板として使用される液晶表示装置にも本発明は適用する
ことができる。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０…液晶表示装置（表示装置）、１１，１１１，２１１…液晶パネル（表示パネル）
、１１ｃ，１１１ｃ…表示面、１２…バックライト装置（照明装置）、１３，１１３，２
１３，３１３，５１３…フレーム（一方の保持部）、１３ａ，１１３ａ，２１３ａ…パネ
ル押さえ部、１３ｂ，１１３ｂ…側壁部、１４，１１４…シャーシ（他方の保持部）、１
６，１１６，２１６，３１６，４１６，５１６，６１６…導光板、１６ｂ，６１６ｂ…光
入射面（光源対向端面）、１６ｄ，３１６ｄ，６１６ｄ…ＬＥＤ非対向端面（光源非対向
端面）、１６ＥＰ，１１６ＥＰ，２１６ＥＰ，３１６ＥＰ，５１６ＥＰ…端側部分、１７
…ＬＥＤ（光源）、２２，１２２，２２２，３２２，４２２，５２２，６２２…第２ネジ
取付部（固定部材取付部）、２８…ゲート側フレキシブル基板（パネル接続部材）、２９
，１２９，２２９，３２９，４２９，５２９，６２９…位置決め孔状部、３１…第２の位
置決め孔状部、２１５…光学部材、２１５ＥＰ…端側部分、ＨＭ…保持部材、ＳＭ２…第
２ネジ部材（固定部材）、ＴＶ…テレビ受信装置
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