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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームの内部に光反射シートを設けて、その上に冷陰極管を配設し、フレームの相対
向する側板の内側にランプフレームを設けると共に、冷陰極管の上方に光学シートと液晶
パネルを配置して、その上からベゼルで液晶パネルの周縁部を押さえた液晶モジュールに
おいて、
　上記ランプフレームの前板部の下端に前方へ突き出す係止脚片を、また、後板部に複数
の係止部をそれぞれ形成し、上記係止脚片を、これに対応して上記フレームの底板に形成
した係合孔に挿入してその孔縁部に係止させると共に、上記係止部を、これに対応して上
記フレームの側板に形成した係合部に上向きに係止させて、上記ランプフレームを取付固
定したことを特徴とする液晶モジュール。
【請求項２】
　上記係止部が、バネ片の下端に係止爪を形成した係止爪片であり、上記係合部が、上記
係止爪を嵌め込む係合口であることを特徴とする請求項１に記載の液晶モジュール。
【請求項３】
　上記係止爪片が、係止爪の上面に一段高い隆起部を形成すると共に、バネ片と係止爪と
の内角部にアールを設けたものであることを特徴とする請求項２に記載の液晶モジュール
。
【請求項４】
　上記係合口の上側口縁部を上記フレームの内側へ凹曲させたことを特徴とする請求項２
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に記載の液晶モジュール。
【請求項５】
　上記係止脚片が、その上面に一段高い隆起部を形成したものであり、この係止脚片と上
記ランプフレームの前板部との内角部にアールを設けたことを特徴とする請求項１に記載
の液晶モジュール。
【請求項６】
　上記光反射シートの相対向する端縁部に、上記ランプフレームの係止脚片を通す凹部を
形成したことを特徴とする請求項１ないし請求項５に記載の液晶モジュール。
【請求項７】
　上記フレームの相対向する側板の内側に設けた双方のランプフレームの係止脚片の位置
関係、これに対応して上記フレームの底板に形成した係合孔の位置関係、及び、上記光反
射シートの相対向する端縁部に形成した凹部の位置関係が、非線対称の関係であることを
特徴とする請求項６に記載の液晶モジュール。
【請求項８】
　上記ランプフレームの下端に下方へ突き出す位置決めピンを形成し、該位置決めピンを
、これに対応して上記フレームの底板に形成した位置決め孔に挿入したことを特徴とする
請求項１ないし請求項６のいずれかに記載の液晶モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ、パソコンその他の電子機器に組み込まれる液晶モジュールに関し、
特に、ランプフレームをビスを使用しないで簡単に取付固定できるように改良した組立作
業性の良い液晶モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の直下ライト方式の液晶モジュールは、フレームの内部に光反射シートを設けて、
その上に冷陰極管を配設し、フレームの相対向する側板の内側にランプフレームを設ける
と共に、冷陰極管の上方に光学シートと液晶パネルを配置して、その上からベゼルで液晶
パネルの周縁部を押さえた概略構造となっている。このような液晶モジュールにおいては
、通常、ランプフレームを数本のビスでフレームに取付固定している。
【０００３】
　一方、固定枠体に発光ユニットと液晶表示モジュールを取付ける際に、両面粘着テープ
を用いて発光ユニットを固定枠体に貼着し、固定枠体に形成したフックによって液晶表示
モジュールを取付けるようにした液晶表示装置が知られている（特許文献１）。
【特許文献１】特開２００１－３５６３２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した従来の液晶モジュールのように、数本のビスを用いてランプフ
レームをフレームの相対向する側板の内側に固定すると、このビス固定作業が面倒で時間
がかかり、ビス代も嵩むため、組立作業性の低下やコストアップを招くという問題があっ
た。
【０００５】
　また、従来の液晶モジュールは、ランプフレームの前板部の下端とフレームの底板との
間に光反射シートの端縁部を挟み込んで固定しているが、このように挟み込むだけでは、
光反射シートの位置ずれが生じる心配もあった。
【０００６】
　一方、前記特許文献１の液晶表示装置は、固定枠体に液晶モジュールを取付ける際に、
固定枠体に形成したフックを利用することを教えるものであるが、具体的には固定枠体の
下方枠に形成した２つのフックで液晶モジュールの下辺を単に引掛けるだけのものである
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から、このようなフックによる簡易取付手段をランプフレームの取付固定に採用しても、
ランプフレームをガタツキなく取付固定することは困難である。
【０００７】
　本発明は上記事情の下になされたもので、その解決しようとする第一の課題は、ランプ
フレームをビスを使用しないで簡単かつガタツキなく取付固定できる組立作業性の良い液
晶モジュールを提供することにある。そして、第二の課題は、光反射シートの位置ずれが
生じる心配のない液晶モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の液晶モジュールは、フレームの内部に光反射シート
を設けてその上に冷陰極管を配設し、フレームの相対向する側板の内側にランプフレーム
を設けると共に、冷陰極管の上方に光学シートと液晶パネルを配置して、その上からベゼ
ルで液晶パネルの周縁部を押さえた液晶モジュールにおいて、上記ランプフレームの前板
部の下端に前方へ突き出す係止脚片を、また、後板部に複数の係止部をそれぞれ形成し、
上記係止脚片を、これに対応して上記フレームの底板に形成した係合孔に挿入してその孔
縁部に係止させると共に、上記係止部を、これに対応して上記フレームの側板に形成した
係合部に上向きに係止させて、上記ランプフレームを取付固定したことを特徴とするもの
である。
【０００９】
　本発明の液晶モジュールにおいては、上記係止部が、バネ片の下端に係止爪を形成した
係止爪片であり、上記係合部が、係止爪を嵌め込む係合口であることが望ましい。そして
、上記の係止爪片は、係止爪の上面に一段高い隆起部を形成すると共に、バネ片と係止爪
との内角部にアールを設けたものであることが望ましい。また、上記係合口の上側口縁部
は、フレームの内側へ凹曲させることが望ましい。更に、上記係止脚片は、その上面に一
段高い隆起部を形成したもので、この係止脚片とランプフレームの前板部との内角部にア
ールを設けることが望ましい。
【００１０】
　また、本発明の液晶モジュールにおいては、光反射シートの相対向する端縁部に、ラン
プフレームの係止脚片を通す凹部を形成することが望ましい。そして、フレームの相対向
する側板の内側に設けた双方のランプフレームの係止脚片の位置関係、これに対応してフ
レームの底板に形成した係合孔の位置関係、及び、光反射シートの相対向する端縁部に形
成した凹部の位置関係が、非線対称の関係であることが望ましい。更に、ランプフレーム
の下端に下方へ突き出す位置決めピンを形成し、該位置決めピンを、これに対応してフレ
ームの底板に形成した位置決め孔に挿入することが望ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の液晶モジュールは、ランプフレームを前方に傾斜させた姿勢で、その係止脚片
をフレームの底板の係合孔に挿入して孔縁部に引掛けながら、そこを支点としてランプフ
レームを後方へ回転させることにより、後板部の係止部をフレームの側板の係合部に上向
きに係止させると共に、係止脚片をフレームの底板の係合孔の孔縁部に係止させるだけで
、ビスを用いることなく簡単にランプフレームをフレームの相対向する側板の内側に取付
固定することができる。このようにランプフレームを取付けると、前板部の係止脚片と後
板部の係止部によってランプフレームの上方への移動が規制され、前板部の係止脚片によ
ってランプフレームの前方への移動が規制され、フレームの相対向する側板によってラン
プフレームの後方への移動が規制され、前板部の係止脚片や後板部の係止部によってラン
プフレームの長さ方向の移動が規制されるので、ランプフレームのガタツキは実質的に生
じない。
【００１２】
　ランプフレームの係止部やフレームの側板の係合部の形状については特に限定されない
が、係止部がバネ片の下端に係止爪を形成した係止爪片であり、係合部が該係止爪を嵌め
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込む係合口であると、バネ片の弾性を利用して係止爪を係合口に容易に嵌め込んで確実に
上向きに係止させることができる。
【００１３】
　特に、上記係止爪片が、係止爪の上面に一段高い隆起部を形成すると共に、バネ片と係
止爪との内角部にアールを設けたものである場合は、このアールによって係止爪の折損、
破壊を防止することができ、しかも、隆起部の上面をアールの影響を受けることなく係合
口に上向きに係止させることができる。そして、この係合口の上側口縁部をフレームの内
側へ凹曲させてあると、該上側口縁部に係止爪片の係止爪が根元まで深く係止するため、
係合口から係止爪が外れるのを確実に防止することができる。
【００１４】
　また、ランプフレームの係止脚片が、その上面に一段高い隆起部を形成したものであっ
て、この係止脚片とランプフレームの前板部との内角部にアールが設けられていると、こ
のアールによって係止脚片の折損、破壊を防止することができ、しかも、隆起部の上面を
アールの影響を受けることなくフレーム底板の係合孔の孔縁部に係止させることができる
。
【００１５】
　更に、光反射シートの相対向する端縁部に、ランプフレームの係止脚片を通す凹部を形
成したものは、この凹部と係止脚片との係合によって光反射シートの位置ずれを防止する
ことができる。その場合、双方のランプフレームの係止脚片の位置関係、これに対応して
フレームの底板に形成した係合孔の位置関係、及び、光反射シートの相対向する端縁部に
形成した上記凹部の位置関係が、非線対称の関係であると、光反射シートをフレーム内に
取付ける際に、相対向する双方の端縁部の凹部の位置関係が入れ代われば、光反射シート
の表と裏が逆であることがすぐに分かるので、光反射シートを表と裏が逆になったままフ
レーム内に取付けるのを防止することができる。
【００１６】
　そして、ランプフレームの下端に下方へ突き出す位置決めピンを形成し、該位置決めピ
ンを、これに対応してフレームの底板に形成した位置決め孔に挿入したものは、ランプフ
レームの位置ずれやガタツキをより確実に防止できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳述する。
【００１８】
　図１は本発明の一実施形態に係る液晶モジュールの分解斜視図、図２は同液晶モジュー
ルの横断面図、図３は光学シートとシート押さえ枠と液晶パネルとベゼルを省略した同液
晶モジュールの平面図、図４の（Ａ）はランプフレームを斜め前方から見た斜視図、図４
の（Ｂ）はランプフレームを斜め後方から見た斜視図、図５は係止爪片の斜視図、図６は
係止脚片の斜視図、図７はフレームの側板に形成された係合口の断面図、図８は図３のＡ
－Ｂ－Ｃ－Ｄ線に沿った断面図、図９はランプフレームを前方に傾斜させて係止脚片をフ
レーム底板の係合孔に挿入した状態を示す断面図、図１０は同液晶モジュールのフレーム
とランプフレームとシート押さえ枠とベゼルの組立てについての概略説明図である。
【００１９】
　この液晶モジュールの全体構成を概説すると、図１，図２に示すように、フレーム１の
内部に光反射シート２が設けられ、その上に複数本の冷陰極管３が配設されると共に、左
右のランプフレーム４，４がフレーム１の相対向する短辺に形成された左右の側板１ａ，
１ｂの内側に取付けられている。そして、光学シートとして光拡散シート５とプリズムシ
ート６が重ねられ、これらのシート周縁部がＬ形の２つのシート押さえ枠７，７で押さえ
られている。更に、このシート押さえ枠７，７の上には液晶パネル（液晶セル）８が載置
され、その上から長短４本のベゼル９ａ，９ｂで液晶パネル８の周縁部が固定されて、液
晶モジュールが組み立てられている。
【００２０】
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　上記のフレーム１は、図１に示すように、板金で製作された偏平な長方形の箱形フレー
ムであって、相対向する短辺に設けられた左右の側板１ａ，１ｂには、図１，図１０に示
すように、ランプフレーム４の後述する係止爪片４ｄを係止させる方形の係合口（係合部
）１ｃが４つずつ形成されており、フレーム１の底板１ｄの左右両端近傍箇所にも、ラン
プフレーム４の後述する係止脚片４ｄを係止させる方形の係合孔１ｅが２つずつ穿孔され
ている。そして、底板１ｄの右側端部には、冷陰極管３のソケット３ａを取付ける取付穴
１ｆがソケット３ａと同数（４つ）形成されている。また、フレーム１の相対向する長辺
に設けられた縁枠部１ｇ，１ｈの一方の縁枠部１ｇには、光反射シート２の後述するタブ
片２ｆを挿入するスリット状の開口部１ｉが形成されている。
【００２１】
　光反射シート２は、白色顔料を配合した光反射性の合成樹脂シートの表面（上面）に、
紫外線による劣化を防ぐ紫外線劣化防止層を形成したものであって、この紫外線劣化防止
層を上側にして図１，図２に示すように逆台形状に折り曲げると共に、相対向する長辺沿
いの端縁部２ａ，２ｂをフレーム１の相対向する縁枠部１ｇ，１ｈに載置して、フレーム
１に内装されるものである。
【００２２】
　この光反射シート２は、図１，図３に示すように、一方の端縁部２ａに偏平なＵ形の切
込みを入れることによってタブ片２ｆが形成されており、図２，図３に示すように、この
タブ片２ｆをフレーム１の縁枠部１ｇのスリット状開口部１ｉからフレーム１の内側に向
かって縁枠部１ｇの下側に挿入、係合させるだけで、精度良く位置決めされてフレーム１
に素早く仮固定されるようになっている。
【００２３】
　図１，図３に示すように、光反射シート２の相対向する左右の短辺沿いの端縁部２ｃ，
２ｄには、ランプフレーム４の後述する係止脚片４ｄを通す凹部２ｅが２つずつ形成され
ており、左側の端縁部２ｃの凹部２ｅ，２ｅと右側の端縁部２ｄの凹部２ｅ，２ｅとの位
置関係は、非線対称の関係となっている。これは、後述するように、左側のランプフレー
ム４の係止脚片４ｄ，４ｄの相互間隔の方が右側のランプフレーム４の係止脚片４ｄ，４
ｄの相互間隔よりも大きいため、これに対応して、光反射シート２の左側端縁部２ｃの凹
部２ｅ，２ｅの相互間隔を右側端縁部２ｄの凹部２ｅ，２ｅの相互間隔よりも大きくした
からである。このように凹部の位置関係が左右非線対称の関係になっていると、左右の端
縁部２ｃ，２ｄの凹部２ｅ，２ｅの位置関係が逆転すれば光反射シート２の表と裏が逆で
あることがすぐに分かるので、光反射シート２の表面の紫外線劣化防止層を間違って裏側
にしたままフレーム１内に取付けるのを確実に防止することができる。
【００２４】
　光反射シート２の上方に配設される冷陰極管３は、図１に示すようにＵ形に曲げ加工さ
れており、このＵ形冷陰極管３の両端には、絶縁ゴム製のソケット３ａ，３ａが取付けら
れている。そして、これらのソケット３ａ，３ａには、コネクタ付きのケーブル３ｂ，３
ｂが接続されている。
【００２５】
　この冷陰極管３の取付けは、両端部のソケット３ａ，３ａをフレーム１の取付穴１ｆ，
１ｆに嵌合固定して、取付穴相互間の引出口からコネクタ付きケーブル３ｂ，３ｂを外部
へ引き出す一方、図１，図３，図８，図９に示すように、冷陰極管３の反対側の曲げ加工
した部分をランプホルダー３ｃの保持部３ｄで保持させ、このランプホルダー３ｃをフレ
ーム１の底板１ｄに固定することによって行われている。
【００２６】
　冷陰極管３のソケット３ａやランプホルダー３ｃを覆う左右のランプフレーム４，４は
、白色顔料入りの合成樹脂で射出成形された光反射性の成形品であって、図４の（Ａ）に
示すように、天板部４ａから斜め下方へ傾斜する前板部４ｂの下部には冷陰極管３を挿通
する４つの凹欠部４ｃが形成されており、この前板部４ｂの下端には、前方へ突き出す一
対の係止脚片４ｄ，４ｄが形成されている。　
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【００２７】
　この係止脚片４ｄ，４ｄの形成される位置は、左右のランプフレーム４，４で異なり、
図３に示すように、片側（左側）のランプフレーム４における係止脚片４ｄ，４ｄの相互
間隔の方が、反対側（右側）のランプフレーム４における係止脚片４ｄ，４ｄの相互間隔
よりも大きくなっている。そのため、係止脚片４ｄ，４ｄを挿入、係止させるフレーム底
板１ｄの左端近傍箇所の係合孔１ｆ，１ｆの相互間隔や、光反射シート２の左側端縁部の
凹部２ｅ，２ｅの相互間隔も、右端近傍箇所の係合孔１ｆ，１ｆの相互間隔や、右側端縁
部の凹部２ｅ，２ｅの相互間隔よりも大きくなっており、図１，図３に示すように、左右
のランプフレーム４，４の係止脚片４ｄ，４ｄの位置関係、フレーム１の左右両端近傍箇
所の係合孔１ｆ，１ｆの位置関係、光反射シート２の左右端縁部の凹部２ｅ，２ｅの位置
関係は、いずれも左右非線対称となっている。
【００２８】
　ランプフレーム４の係止脚片４ｄは、図６に示すように、その上面に一段高い矩形状の
隆起部４ｅを複数（３つ）形成したもので、この係止脚片４ｄとランプフレームの前板部
４ｂとの内角部にはアール４ｆが形成されている。このような係止脚片４ｄは、そのアー
ル４ｆによって付け根部分の強度が高められるため、係止脚片４ｄの付け根部分の折損、
破壊を防止することができ、しかも、隆起部４ｅの上面をアール４ｆの影響を受けること
なくフレーム底板１ｄの係合孔１ｅの孔縁部に係止させることができる。
【００２９】
　図４の（Ｂ），図１０に示すように、ランプフレーム４の垂直な後板部４ｇの下部には
、フレーム１の左右の側板１ａ，１ｂに形成された４つの係合口１ｃに側板の内側から上
向きに係止するランプフレーム固定用の４つの係止爪片４ｈが形成されている。この係止
爪片４ｈは、図５に示すように、ランプフレーム４の後板部４ｇに下方から一対の切込み
４ｉ，４ｉを入れてバネ片４ｊを形成し、このバネ片の下端に係止爪４ｋを突設したもの
であって、係止爪４ｋの上面には一段高い矩形状の隆起部４ｍが形成されており、バネ片
４ｊと係止爪４ｋとの内角部にはアール４ｎが設けられている。
【００３０】
　このような係止爪片４ｈは、図８に示すように、バネ片４ｊの弾性を利用して係止爪４
ｋを係合口１ｃに容易に嵌め込んで上向きに係止させることができる。そして、アール４
ｎによって係止爪４ｋの付け根部分の強度が高められるため、係止爪４ｋの付け根部分の
折損、破壊を防止することができ、このアール４ｎの影響を受けることなく隆起部４ｍの
上面を係合口１ｃに係止させることができる。
【００３１】
　上記の係合口１ｃは、図７に示すように、その上側口縁部１ｊをフレーム１の側壁１ａ
の内側へ凹曲させることが望ましい。このように凹曲させると、上側口縁部１ｊに係止爪
片４ｈの係止爪４ｋが根元まで深く係止するため、係合口１ｃから係止爪４ｋが外れるの
を確実に防止することができる。
【００３２】
　また、ランプフレーム４の後板部４ｇの上部には、図４，図１０に示すように、シート
押さえ枠７の係合孔７ａ，７ａに嵌め込まれて下向きに係止するシート押さえ枠固定用の
左右の係止爪片４ｐ，４ｐと、ベゼル９ｂの中央の係合孔９ｃに嵌め込まれて下向きに係
止するベゼル固定用の中央の係止爪片４ｑが形成されている。これらの係止爪片４ｐ，４
ｑはいずれも、切込みを入れて形成したバネ片の上端に係止爪を突設したものであり、ベ
ゼル固定用の係止爪片４ｑの係止爪は、シート押さえ枠固定用の係止爪片４ｐよりも大き
く突き出している。
【００３３】
　更に、ランプフレーム４の後板部４ｇの内側下端には、図４の（Ａ）（Ｂ），図８，図
９に示すように、下方へ突き出す３本の位置決めピン４ｒが形成されており、これらの位
置決めピン４ｒは、フレーム１の底板１ｄに形成した位置決め孔１ｋに挿入されるように
なっている。ランプフレーム４の中央の位置決めピン４ｒを挿入する位置決め孔１ｋはバ
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ーリングの円形孔であるが、両端の位置決めピン４ｒを挿入する位置決め孔１ｋは長円形
孔であり、ランプフレーム１の熱伸縮などに対応できるようになっている。
【００３４】
　このようなランプフレーム４は、以下の要領で簡単に取付固定される。即ち、図９に示
すように、ランプフレーム４を前方に傾斜させた姿勢で、その係止脚片４ｄを光反射フレ
ーム２の凹部２ｅを通してフレーム底板１ｄの係合孔１ｅに上方から挿入し、係合孔１ｅ
の孔縁部に係止脚片４ｄを引掛けながら、そこを支点としてランプフレーム４を矢印で示
すように後方へ回転させ、図８に示すように、係止爪片４ｈのバネ板４ｊの弾性を利用し
て係止爪４ｋをフレーム側板１ａの係合口１ｃに嵌め込んで上向きに係止させると共に、
係止脚片４ｄをフレーム底板１ｄの係合孔１ｅの孔縁部に係止させることによって取付固
定される。
【００３５】
　このランプフレーム４は、上記のようにビスを用いることなく簡単にフレーム側板１ａ
の内側に取付固定され、取付固定された状態では、係止脚片４ｄと係止爪片４ｈによって
ランプフレーム４の上方への移動が規制され、係止脚片４ｄによってランプフレーム４の
前方への移動が規制され、フレーム１の側板１ａによってランプフレーム４の後方への移
動が規制され、係止脚片４ｄや係止爪片４ｈやフレーム１の縁枠部１ｇ，１ｈによってラ
ンプフレームの長さ方向の移動が規制されるので、ランプフレーム４のガタツキは実質的
に生じない。
【００３６】
　上記のようにランプフレーム４が取付固定されると、その前板部４ｂの下端によって光
反射シート２の左右の端縁部２ｃ，２ｄが押さえられると共に、光反射シート２の凹部２
ｅに挿入されたランプフレーム４の係止脚片４ｄによって光反射シート２の端縁部２ｃ，
２ｄの移動が規制されるため、光反射シート２は精度良く位置決めされた状態で固定され
る。
【００３７】
　図２に示すように、フレーム１の縁枠部１ｇ，１ｈに重ねられた光反射シート２の端縁
部２ａ，２ｂとランプフレーム４の天板部４ａの上には、光拡散シート５とその上に重ね
たプリズムシート６の四周縁が載置され、その上から方形枠状に組み合わされた合成樹脂
製のＬ形の２つのシート押さえ枠７，７で押さえられている。この押さえ枠７の短枠部に
は、図１，図１０に示すように、ランプフレーム４の係止爪片４ｐ，４ｐと係合する係合
孔７ａ，７ａが形成されており、この係合孔７ａ，７ａにランプフレーム４の係止爪片４
ｐ，４ｐを下向きに係止させることによって、シート押さえ枠７，７が取付けられている
。尚、このシート押さえ枠７は、そのコーナー部分に形成された位置決めピン（不図示）
をフレーム１のコーナー部分の位置決め孔に挿入することによって位置決めされている。
【００３８】
　そして、シート押さえ枠７，７の上には液晶パネル８の周縁部が載置され、その上から
長短４本の金属製のベゼル９ａ，９ｂで固定されて、液晶モジュールが組み立てられてい
る。これらのベゼル９ａ，９ｂは方形枠状に組み合わされて、そのコーナー部でフレーム
１にネジで固定されており、短いベゼル９ｂは、その中央の係合孔９ｃにランプフレーム
４の係止爪片４ｑを下向きに係止させることによって、ベゼル９ｂの中央部の浮きを防止
し、隙間が生じないように取付けられている。尚、長いベゼル９ａは、その中央部をネジ
でフレーム１に固定することによって、隙間が生じないように取付けられている。
【００３９】
　以上の説明から理解できるように、本発明の液晶モジュールは、ランプフレーム４の係
止脚片４ｄを光反射フレーム２の凹部２ｅからフレーム底板１ｄの係合孔１ｅに挿入して
係合孔１ｅの孔縁部に上向きに係止させると共に、ランプフレーム４の係止爪片４ｈの係
止爪４ｋをフレーム側板１ａの係合口１ｃに上向きに係止させることによって、ビスを使
用しないで、ランプフレーム４をガタツキなく簡単に取付固定できるため、組立作業性が
向上し、部品点数とビス止め工程の削減によってコストダウンを達成することができる。
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そして、ランプフレーム４の係止脚片４ｄを光反射シート２の凹部に通すため、光反射シ
ート２の位置ずれを防止することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係る液晶モジュールの分解斜視図である。
【図２】同液晶モジュールの横断面図である。
【図３】光学シートとシート押さえ枠と液晶パネルとベゼルを省略した同液晶モジュール
の平面図である。
【図４】（Ａ）はランプフレームを斜め前方から見た斜視図、（Ｂ）はランプフレームを
斜め後方から見た斜視図である。
【図５】係止爪片の斜視図である。
【図６】係止脚片の斜視図である。
【図７】フレームの側板に形成された係合口の断面図である。
【図８】図３のＡ－Ｂ－Ｃ－Ｄ線に沿った断面図である。
【図９】ランプフレームを前方に傾斜させて係止脚片をフレーム底板の係合孔に挿入した
状態を示す断面図である。
【図１０】同液晶モジュールのフレームとランプフレームとシート押さえ枠とベゼルの組
立てについての概略説明図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　　フレーム
　１ａ，１ｂ　フレームの相対向する側板
　１ｃ　係合口（係合部）
　１ｄ　フレームの底板
　１ｅ　係合孔
　１ｊ　係合孔の上側口縁部
　２　　光反射シート
　２ｃ，２ｄ　光反射シートの相対向する端縁部
　２ｅ　凹部
　３　　冷陰極管
　４　　ランプフレーム
　４ｂ　ランプフレームの前板部
　４ｄ　係止脚片
　４ｅ，４ｍ　隆起部
　４ｆ，４ｎ　アール
　４ｇ　ランプフレームの後板部
　４ｈ　係止爪片
　４ｊ　係止爪片のバネ片
　４ｋ　係止爪片の係止爪
　４ｒ　位置決めピン
　５　　光拡散シート（光学シート）
　６　　プリズムシート（光学シート）
　７　　シート押さえ枠
　８　　液晶パネル
　９ａ，９ｂ　ベゼル
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