
JP 2008-249926 A 2008.10.16

10

(57)【要約】
【課題】耐久性を向上させ、長期にわたってデザイン性
を保持することができるフレーム筐体及び表示装置を提
供すること。
【解決手段】表示部３の周面に設けられるフレーム筐体
６であって、Ｌ字状に形成された複数の分割フレーム２
ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄと、前記複数の分割フレーム２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄの周方向Ｓの途中位置にそれぞれ設
けられ、前記複数の分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２
ｄを前記周面に取り付けるための取り付け部４とを備え
、前記複数の分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの周
方向Ｓの全長が、前記表示部３の周面の全長よりも大き
くなっており、前記複数の分割フレーム２ａ，２ｂ，２
ｃ，２ｄのそれぞれの周方向の両端が、互いに重ね合わ
されて前記周面に取り付けられることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部の周面に設けられるフレーム筐体であって、
　Ｌ字状に形成された複数の分割フレームと、
　前記複数の分割フレームの周方向の途中位置にそれぞれ設けられ、前記複数の分割フレ
ームを前記周面に取り付けるための取り付け部とを備え、
　前記複数の分割フレームの周方向の全長が、前記表示部の周面の全長よりも大きくなっ
ており、
　前記複数の分割フレームのそれぞれの周方向の両端が、互いに重ね合わされて前記周面
に取り付けられることを特徴とするフレーム筐体。
【請求項２】
　前記複数の分割フレームのそれぞれの周方向の一端のうち、その厚さ方向の内周側に、
前記周方向に延びる内周壁部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のフレー
ム筐体。
【請求項３】
　前記分割フレームが、
　前記周面に沿って取り付けられる基板部と、
　前記基板部の短手方向の一端から、前記基板部に交差する方向に延在し、前記表示部の
前面の縁部を覆う前壁部と
　を備えていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のフレーム筐体。
【請求項４】
　前記取り付け部が、前記基板部の周方向の途中位置に形成され、かつ、前記周面に螺合
されるネジを貫通させる貫通孔であることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか
一項に記載のフレーム筐体。
【請求項５】
　前記貫通孔が、前記基板部の短手方向に複数形成されていることを特徴とする請求項４
に記載のフレーム筐体。
【請求項６】
　前記基板部が、前記周面に接触した状態で取り付けられることを特徴とする請求項３か
ら請求項５のいずれか一項に記載のフレーム筐体。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のフレーム筐体と、
　前記表示部とを備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示部の周面に設けられるフレーム筐体及びこれを備える表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶やプラズマなどの様々な表示装置が利用されている。これら表示装置として
は、矩形の表示部を備えたものが一般的である。
　そして、表示部の周面には、従来より、種々のフレーム筐体が取り付けられるようにな
っている（例えば、特許文献１参照。）。
　さらに、これらフレーム筐体としては、フレームの周方向に分割された分割フレームが
互いに連結されて、表示部の周面に取り付けられるようになっているものが知られている
。
【特許文献１】特開２００６－２０１３１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、上記のようなフレーム筐体では、表示部のサイズにばらつき（公差）が
あると、分割フレーム同士を連結した状態でそれら分割フレームを表示部に取り付けるこ
とができず、また、仮に取り付けることができたとしても、分割フレームに過度のストレ
スを与えてしまうという問題がある。
　また、外部環境などの温度変化によって、分割フレームが伸縮することにより、分割フ
レームの連結部分などに応力が集中してしまい、その連結部分などに破損・損傷などが生
じてしまうという問題がある。
　また、フレーム筐体は、表示部を固定、保護するだけでなく、表示装置のデザインとし
て外観に影響を与えるものであるから、分割フレームの伸縮の程度によっては、デザイン
性を低下させてしまうという問題もある。
【０００４】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、耐久性を向上させ、長期に
わたってデザイン性を保持することができるフレーム筐体及び表示装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明は、表示部の周面に設けられるフレーム筐体であって、Ｌ字状に形成された複数
の分割フレームと、前記複数の分割フレームの周方向の途中位置にそれぞれ設けられ、前
記複数の分割フレームを前記周面に取り付けるための取り付け部とを備え、前記複数の分
割フレームの周方向の全長が、前記表示部の周面の全長よりも大きくなっており、前記複
数の分割フレームのそれぞれの周方向の両端が、互いに重ね合わされて前記周面に取り付
けられることを特徴とする。
【０００６】
　この発明によれば、複数の分割フレームのそれぞれの周方向の両端が、互いに重ね合わ
されて周面に取り付けられることから、両端の伸縮をフリーにすることができ、耐久性を
向上させることができる。また、分割フレームが伸縮しても、表示部の周面を露出させる
ことを防止することができ、長期にわたってデザイン性を保持することができる。
【０００７】
　また、本発明は、前記複数の分割フレームのそれぞれの周方向の一端のうち、その厚さ
方向の内周側に、前記周方向に延びる内周壁部が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　この発明によれば、複数の分割フレームのそれぞれの周方向の両端を容易に重ね合わせ
ることができる。
【０００９】
　また、本発明は、前記分割フレームが、前記周面に沿って取り付けられる基板部と、前
記基板部の短手方向の一端から、前記基板部に交差する方向に延在し、前記表示部の前面
の縁部を覆う前壁部とを備えていることを特徴とする。
【００１０】
　この発明によれば、表示部の周面に分割フレームを確実に取り付けることができる。
【００１１】
　また、本発明は、前記取り付け部が、前記基板部の周方向の途中位置に形成され、かつ
、前記周面に螺合されるネジを貫通させる貫通孔であることを特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、表示部の周面に分割フレームを容易に着脱することができる。
【００１３】
　また、本発明は、前記貫通孔が、前記基板部の短手方向に複数形成されていることを特
徴とする。
【００１４】
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　この発明によれば、分割フレームの取り付け位置を容易に調整することができる。
【００１５】
　また、本発明は、前記基板部が、前記周面に接触した状態で取り付けられることを特徴
とする。
【００１６】
　この発明によれば、装置全体の小型化を図ることができる。
【００１７】
　また、本発明は、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のフレーム筐体と、前記
表示部とを備えることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のフレーム筐体と同様
の効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、分割フレームのそれぞれの周方向の両端が、互いに重ね合わされてい
ることから、表示部のサイズのばらつき及び分割フレームの両端の伸縮を吸収することが
でき、耐久性を向上させることができる。また、複数の分割フレームの周方向の全長が、
表示部の周面の全長よりも大きくなっていることから、分割フレームが伸縮しても、表示
部の周面を露出させることを防止することができ、そのため、長期にわたってデザイン性
を保持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（実施形態）
　以下、本発明の実施形態における表示装置について、図面を参照して説明する。
　表示装置１は、図１及び図２に示すように、直方体形状の表示部３と、この表示部３の
周面の全面を覆う矩形環状のフレーム筐体６とを備えている。
　表示部３は、例えば、液晶やプラズマなどからなるものであり、その周面には不図示の
ネジ孔が形成されている。また、表示部３の周面には、金属からなる矩形環状の保護フレ
ーム１０（図２に示す）が設けられている。この保護フレーム１０は、表示部３を保護す
るためのものであり、フレーム筐体６の中に配されて、外観には表れないものである。保
護フレーム１０には、表示部３に取り付けられた状態で表示部３のネジ孔に一致する位置
に、不図示の貫通孔が形成されている。
　さらに、保護フレーム１０の表面には、図４に示すように、Ｌ字状のバックカバー２５
が設けられている。バックカバー２５にも、表示部３に取り付けられた状態で表示部３の
ネジ孔に一致する位置に、不図示の貫通孔が形成されている。このバックカバー２５が表
示部３の周面を構成している。
　なお、図２においては、バックカバー２５を省略している。
【００２１】
　また、図１及び図２に示すように、フレーム筐体６は、周方向Ｓにおいて四つに分割さ
れた樹脂からなる分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを備えている。これら分割フレー
ム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは、表示部３の角部をそれぞれ覆うＬ字状に形成されている。
　分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄは、長方形状かつ板状に延びる長基板部（基板部
）１３と短基板部（基板部）１４とを備えている。長基板部１３の周方向Ｓに沿った長さ
寸法（長手寸法）は、短基板部１４の周方向Ｓに沿った長さ寸法よりも大きくなっている
。
　なお、周方向Ｓとは、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを表示部３に取り付けて
、矩形環状にしたフレーム筐体６の全体の周方向Ｓをいうものとする。すなわち、Ｌ字状
に形成された各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄについて個別に着目した場合であっ
ても、それぞれ全体としてのフレーム筐体６の周方向Ｓとして説明する。
【００２２】
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　長基板部１３と短基板部１４とは、周方向Ｓの一端が連結されて互いに直交している。
また、長基板部１３及び短基板部１４には、その厚さ方向に貫通する貫通孔（取り付け部
）４が形成されている。貫通孔４は、周方向Ｓに所定の間隔を空けて複数形成されている
。また、貫通孔４は、長基板部１３及び短基板部１４の短手方向Ｄにも複数形成されてい
る。
　なお、短手方向Ｄとは、長基板部１３及び短基板部１４の延在面において周方向Ｓに直
交する方向をいうものであり、フレーム筐体６が表示部３に取り付けられた状態における
表示部３の奥行き方向をいうものである。
　また、貫通孔４は、長基板部１３及び短基板部１４の周方向Ｓの途中位置に形成されて
いる。すなわち、貫通孔４は、長基板部１３及び短基板部１４の先端には形成されていな
い。
【００２３】
　また、長基板部１３及び短基板部１４の短手方向Ｄの一端部（長辺部）には、長基板部
１３及び短基板部１４に直交する方向に延在するＬ字状の前壁部１５が一端部の全長にわ
たって設けられている。さらに、前壁部１５の一端部（長辺部）には、所定の角度をもっ
て折り返された折り返し壁部１６が設けられている。これら長基板部１３、短基板部１４
、前壁部１５及び折り返し壁部１６は、一体成形されてなるものである。
【００２４】
　また、長基板部１３及び前壁部１５の周方向Ｓの先端には、周方向Ｓに突出する内周壁
部２０が設けられている。内周壁部２０の厚さ寸法は、長基板部１３及び前壁部１５の厚
さ寸法よりも小さくなっている。また、内周壁部２０は、図３に示すように、長基板部１
３及び前壁部１５の厚さ方向の一端の辺部のうち、内周側の内辺部１３ａ，１４ａに設け
られている。そして、内周壁部２０の内周面は、長基板部１３及び前壁部１５の内周面と
面一になっている。
【００２５】
　さらに、四つの分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの全体にわたった、長基板部１３
及び短基板部１４の周方向Ｓの長さ寸法（全長）は、表示部３の周面の周方向の長さ寸法
（全長）よりも小さくなっている。そのため、図１に示すように、分割フレーム２ａ，２
ｂ，２ｃ，２ｄを表示部３の周面に取り付けると、長基板部１３と、他の短基板部１４と
の間に周方向ＳのクリアランスＣ１が形成されるようになっている。
　また、四つの分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの全体にわたった、内周壁部２０、
長基板部１３及び短基板部１４の周方向Ｓの長さ寸法（全長）は、内周壁部２０が設けら
れた分、表示部３の周面の周方向の長さ寸法（全長）よりも大きくなっている。そのため
、分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを表示部３の周面に取り付けると、各分割フレー
ム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの先端同士は、その厚さ方向に重ねられるようになっている。
【００２６】
　次に、このように構成された本実施形態における表示装置１の作用について説明する。
　まず、表示部３の周面を構成するバックカバー２５の表面に沿って各分割フレーム２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄを配する。そして、図３に示すように、それぞれの短基板部１４及び
前壁部１５の先端部が、周方向Ｓに隣り合う内周壁部２０の外方側に配されるようにして
、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの内周面をバックカバー２５の表面に当接させ
る。このとき、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの周方向Ｓの先端同士が重なり、
さらに、図４に示すように、長基板部１３及び短基板部１４がバックカバー２５の表面の
全面にわたって接触した状態になる。
【００２７】
　それから、前列側のそれぞれの貫通孔４に固定ネジ２２を通し、取付金具１０及び保護
フレーム１０の貫通孔を介して表示部３のネジ孔に固定ネジ２２を締め付ける。これによ
って、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが表示部３の周面に固定され、それぞれの
外表面は面一になる。また、長基板部１３と短基板部１４との周方向Ｓの間には、それぞ
れクリアランスＣ１が形成され、クリアランスＣ１内には内周壁部２０が配置される。
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　また、前壁部１５は、表示部３の縁部の前面を全周にわたって覆った状態になり、折り
返し壁部１６の先端辺は、表示部３の縁部の前面に当接される。
【００２８】
　このようにして、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが表示部３の周面に取り付け
られるが、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを連結する連結部などが設けられてい
ないことから、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ同士は、互いに連結されることな
く、解放されてフリーな状態となっている。
【００２９】
　ここで、表示装置１の外部環境の温度変化により、フレーム筐体６が伸縮する場合があ
る。
　本実施形態における表示装置１においては、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄ同
士が連結されておらず、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの周方向Ｓの端部におい
て互いにフリーになっていることから、図５に示すように、各分割フレーム２ａ，２ｂ，
２ｃ，２ｄが伸縮しても、クリアランスＣ１内での変位となり、互いに干渉することはな
い。すなわち、クリアランスＣ１によって、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの伸
縮が許容される。
　さらに、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが伸縮したとしても、各分割フレーム
２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの周方向Ｓの全長が表示部３の周面の全長よりも大きくなってお
り、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの先端同士が重なっていることから、表示部
３の周面が外方に露出することはない。すなわち、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２
ｄが伸縮しても、内周壁部２０の露出の度合いが変動するのみで、表示部３の周面は、各
分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄによって覆われた状態が保持される。
【００３０】
　また、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの伸縮が許容されることと同様にして、
表示部３のサイズのばらつきも許容されることになる。すなわち、表示部３の縁部の全周
の長さ寸法にばらつきが生じても、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの重ね合わさ
れる面積が調整されることにより、そのばらつきが吸収される。特に、各分割フレーム２
ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄがＬ字状に形成されていることから、表示部３のいずれの辺部にば
らつきが生じても、そのばらつきが吸収される。
　また、図６に示すように、表示部３の前面に保護ガラス２６を設置する場合には、後列
側の貫通孔４に固定ネジ２２を通して、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄを取り付
ける。これにより、折り返し壁部１６の先端辺と表示部３の前面との間に、クリアランス
Ｃ２が形成される。そして、このクリアランスＣ２内に保護ガラス２６が配される。
【００３１】
　以上より、本実施形態における表示装置１によれば、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ
，２ｄが互いに干渉することなく、表示部３のサイズのばらつきや温度変化による伸縮が
許容されることから、フレーム筐体６の耐久性を向上させることができる。また、内周壁
部２０が設けられていることから、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが伸縮しても
、表示部３の周面を露出させることを防止することができ、そのため、長期にわたってデ
ザイン性を保持することができる。さらに、内周壁部２０によって、各分割フレーム２ａ
，２ｂ，２ｃ，２ｄの外表面を面一にすることができることから、デザイン性をさらに向
上させることができる。
【００３２】
　また、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄの内周面が、表示部３の周面に接触して
固定ネジ２２のみによって取り付けられていることから、取り付け強度を維持したまま、
取り付け用の部品点数を減少させることができ、さらに、表示装置１全体の小型化を図る
ことができる。
　また、各分割フレーム２ａ，２ｂ，２ｃ，２ｄが、固定ネジ２２のみによって、着脱可
能であることから、フレーム筐体６の取り付けを迅速かつ容易に行うことができるだけで
なく、保護ガラス２６の取り付け作業及び取り外し作業の負担を軽減させることができる
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　なお、上記実施形態においては、バックカバー２５を設けるとしたが、これに限ること
はなく、バックカバー２５を設けなくてもよい。これにより、表示装置全体のさらなる小
型化を図ることができる。
　なお、本発明の技術範囲は上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において、種々の変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係る表示装置の実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の表示装置を示す分解斜視図である。
【図３】図１の各分割フレームの端部を重ねる様子を示す説明図である。
【図４】図１の表示装置の一部を側面から示す断面図である。
【図５】各分割フレームが伸縮する様子を示す説明図である。
【図６】図４の表示部の前面に保護ガラスを設置した様子を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　　表示装置
２　　分割フレーム
３　　表示部
４　　貫通孔（取り付け部）
６　　フレーム筐体
１３　長基板部（基板部）
１４　短基板部（基板部）
１５　前壁部
２０　内周壁部
２２　固定ネジ
Ｄ　　短手方向
Ｓ　　周方向
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