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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板を切り曲げて形成され、長方形状の底面部と、前記底面部の両方の長辺より斜め
に立設された接続部と、前記接続部から前記底面部に対し平行で且つ外方向へ折曲された
支持部と、前記接続部より前記底面部に垂直に且つ下方向へ折曲された側壁部とを備えた
リヤフレームと、
　前記リヤフレームの底面部及び接続部に密接して配置された反射シートと、
　前記反射シートの上方に配置された複数本のＵ字状の陰極管を有するバックライトと、
　前記バックライトの上方に配置され前記バックライトを保持するライトフレームと、
　前記ライトフレーム及び前記支持部上に配置され光を拡散させる長方形状の拡散板と、
　前記拡散板に重ねて配置された２枚の長方形状の拡散シートと、
　前記拡散板及び拡散シートの外周部を上方より押える枠状のセルガイドと、
　前記セルガイドの上部に配置され、対向する一対のガラス基板間に液晶が封入された液
晶セルと、
　前記セルガイド及び前記液晶セルを上方より押える長方形枠状のベゼルとを有する液晶
表示装置であって、
　前記リヤフレームは前記支持部の両端部近傍より突出した台状の取付部と、前記取付部
の中央に形成された第１雌ねじ孔と、前記側壁部の両端部近傍に形成された第２雌ねじ孔
とを備えており、
　前記セルガイドは貫通孔である位置決め孔が形成されているとともに、前記取付部が前
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記位置決め孔を貫通するように前記リヤフレームの支持部の上面に配置されており、
　前記ベゼルは当該ベゼルの長辺の中間部を構成する一対の第１支持枠と、前記ベゼルの
短辺及び長辺の端部を構成する一対のコの字型の第２支持枠とを備えており、
　前記第１支持枠は前記リヤフレームの前記支持部と対向する上面部と、前記上面部と直
交するとともに前記リヤフレームの前記側壁部と当接する側面部と、前記上面部の両端部
より突出した第１連結凸部と、前記側面部の両端部より突出した第２連結凸部とを備え、
前記第１連結凸部及び前記第２連結凸部にはそれぞれ第１貫通孔及び第２貫通孔が形成さ
れており、
　前記第２支持枠はコの字状に形成された上面部と、前記上面部の外周端より一体突出さ
れた側壁部とを備え、前記上面部及び前記側壁部の前記ベゼルの長辺を形成する部分には
第３貫通孔及び第４貫通孔が形成されており、
　前記ベゼルは、前記第１支持枠の前記第１連結凸部が前記第２支持枠の前記上面部の下
面側に、前記第２連結凸部が前記第２支持枠の前記側壁部の内側と当接するように組み立
てられ、前記第１貫通孔と前記第３貫通孔とが前記第１雌ねじ孔とボルトで共締めされて
おり、前記第２貫通孔と前記第４貫通孔とが前記第２雌ねじ孔とボルトで共締めされてい
ることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　金属板を切り曲げて形成され、長方形状の底面部と、前記底面部の両方の長辺より斜め
に立設された接続部と、前記接続部から前記底面部に対し平行で且つ外方向へ折曲された
支持部と、前記接続部より前記底面部に垂直に且つ下方向へ折曲された側壁部とを備えた
リヤフレームと、
　拡散板、拡散シートを前記リヤフレーム及び前記ライトフレームに上方より押えるとと
もに液晶セルを保持するセルガイドと、
　前記セルガイド及び前記液晶セルを上方より押える長方形枠状のベゼルとを有する液晶
表示装置であって、
　前記ベゼルは当該ベゼルの長辺の中間部を構成する一対の第１支持枠と、前記ベゼルの
短辺及び長辺の端部を構成する一対のコの字型の第２支持枠とを備えており、
　前記リヤフレームの支持部は両端部近傍より突出した台状の取付部を備え、前記取付部
の中央に前記第１雌ねじ孔が形成されており、
　前記セルガイドには貫通孔である位置決め孔が形成されており、
　前記取付部が前記位置決め孔を貫通しているとともに、前記第１支持枠と前記第２支持
枠に備えられた貫通孔を貫通したボルトが前記取付部に螺合されることで、前記第1支持
枠と前記第２支持枠とが前記リヤフレームに共締めされており、
　前記第１支持枠と前記第２支持枠は前記リヤフレームの側壁部とも共締めされているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　金属板を切り曲げて形成され、長方形状の底面部と、前記底面部の両方の長辺より斜め
に立設された接続部と、前記接続部から前記底面部に対し平行で且つ外方向へ折曲された
支持部と、前記接続部より前記底面部に垂直に且つ下方向へ折曲された側壁部とを備えた
リヤフレームと、
　拡散板、拡散シートを前記リヤフレーム及び前記ライトフレームに上方より押えるとと
もに液晶セルを保持するセルガイドと、
　前記セルガイド及び前記液晶セルを上方より押える長方形枠状のベゼルとを有する液晶
表示装置であって、
　前記ベゼルは当該ベゼルの長辺の中間部を構成する一対の第１支持枠と、前記ベゼルの
短辺及び長辺の端部を構成する一対のコの字型の第２支持枠とを備えており、
　前記第２支持枠の前記上面部の前記長辺を形成する部分には、下面側に平面状の底面を
有するように押出された押出し部が形成されており、
　前記セルガイドには貫通孔である位置決め孔が形成されており、
　前記セルガイドの前記位置決め孔を前記押出し部が貫通しているとともに、前記第１支
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持枠の端部に形成された第１連結凸部が前記第２支持枠の前記上面部と前記底面の間に配
置されるとともに、前記押出し部と前記第1連結凸部とが前記リヤフレームに共通のボル
トで固定されており、
　前記第1支持枠と前記第２支持枠は前記リヤフレームの側壁部とも共締めされているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関し、特に、液晶パネルを筐体に固定するために液晶パネルの
周辺に取り付けられる支持枠であるベゼルに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、薄型、軽量、低消費電力であり、ノートＰＣ、ＰＣ用モニタ、家庭用
ＴＶ受像機等に広く用いられている。前記液晶表示装置は、画像を表示する液晶パネルと
、前記液晶表示パネルの背面より光を照射するバックライトを備えている。バックライト
より出射された光が液晶パネルにて透過又は遮断されることで、液晶パネルの正面側に画
像が形成されるものである。
【０００３】
　このような液晶表示装置において、高輝度且つ輝度むらの少ない画像を得るために、バ
ックライトと液晶パネルとを互いに接近させて支持、固定する必要がある。この支持、固
定にはベゼルと称される枠状の部材が用いられる。前記ベゼルは液晶パネル及びバックラ
イトを含む液晶表示装置を確実に固定するものである。
【０００４】
　前記液晶表示装置のベゼルとして、複数の支持枠に分割して構成するもの（特開平１１
－１３３４１８号公報参照）や、複数の支持枠に分割し、さらに前記複数の支持枠を付き
合わせた接合部に連結手段を取り付けて前記支持枠同士を連結しているもの（特開２００
３－５０５４９号公報参照）が知られている。
【０００５】
　また、フレームとベゼルとの固定方法としてはたとえば特開２００２－７２９１４号公
報に記載されているように、樹脂フレームに側面より突出するねじ止め部が形成されてお
り、前記ベゼルに形成された前記ねじ止め用張り出し部を重ねて、ボルトで共締めするこ
とで固定されるものが知られている。
【特許文献１】特開平１１－１３３４１８号公報
【特許文献２】特開２００３－５０５４９号公報
【特許文献３】特開２００２－７２９１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　近年、前記液晶表示装置は大型化する傾向にあり、前記液晶表示装置の大型化に伴い、
その液晶パネルを固定する前記ベゼルも大型化している。特開平１１－１３３４１８号公
報に記載の発明のように、前記ベゼルが分割された支持枠より構成されるものの場合、前
記支持枠の長さが長くなると、たわみやすかったり、ねじれやすかったりして前記ベゼル
の強度が低下しやすく、前記ベゼルがたわんだり、ねじれたりすることで前記液晶表示装
置が破損したり、変形したりして、前記液晶表示装置に表示される映像の品質が低下して
しまうことがある。
【０００７】
　また、特開２００３－５０５４９号公報に記載の発明では、分割された支持枠を矩形状
に組み立てるときに、前記分割された支持枠の突合せ部である角部にＬ字状の連結手段を
用いているが、部品点数が増え、組立の手間と時間も多くなる。また、前記連結手段を取
り付けているので、前記液晶表示装置の厚みが厚くなってしまう。
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【０００８】
　さらに、特開２００２－７２９１４号公報に記載の発明のように、フレームの側面より
突出するねじ止め部と、前記ベゼルに前記ねじ止め部と重なるねじ止め用張り出し部が必
要であり、部材の形状が複雑であり、製造、組立に多くの手間及び時間が必要となる。
【０００９】
　そこで本発明は、簡単な構造を有するとともに、ねじれ、曲がり等の変形による映像が
乱れたり、破損したりする不具合が発生するのを抑制することができる液晶表示装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明は、金属板を切り曲げて形成され、長方形状の底面部
と、前記底面部の両方の長辺より斜めに立設された接続部と、前記接続部から前記底面部
に対し平行で且つ外方向へ折曲された支持部と、前記接続部より前記底面部に垂直に且つ
下方向へ折曲された側壁部とを備えたリヤフレームと、拡散板、拡散シートを前記リヤフ
レーム及び前記ライトフレームに上方より押えるとともに液晶セルを保持するセルガイド
と、前記セルガイド及び前記液晶セルを上方より押える長方形枠状のベゼルとを有する液
晶表示装置であって、前記ベゼルは当該ベゼルの長辺の中間部を構成する一対の第１支持
枠と、前記ベゼルの短辺及び長辺の端部を構成する一対のコの字型の第２支持枠とを備え
ており、前記第１支持枠と前記第２支持枠は一部が重なるように組み立てられているとと
もに共通のボルトで前記リヤフレームの支持部及び側壁部と共締めされていることを特徴
とする。
【００１１】
　この構成によると、前記ベゼルの突合せ部を角部ではなく、長辺部で行っているととも
に、前記第１支持枠及び前記第２支持枠両方を前記リヤグレームに共締めしているので、
前記ベゼルのねじれや変形を抑制することができる。
【００１２】
　また、前記ベゼルの変形を抑制しつつ前記液晶セルを押えているので、前記液晶セルが
変形するのを抑制し、前記液晶セルの変形による画像の乱れや前記液晶セルの破損等の不
具合が発生するのを抑制している。
【００１３】
　上記構成において、前記リヤフレームの支持部は両端部近傍より突出した台状の取付部
を備え、前記取付部の中央に前記第１雌ねじ孔が形成されており、前記セルガイドには貫
通孔である位置決め孔が形成されており、前記取付部が前記位置決め孔を貫通していると
ともに、前記第１支持枠と前記第２支持枠とが前記第１雌ねじ孔とボルトにて共締めされ
ているものであってもよい。
【００１４】
　また上記構成において、前記第２支持枠の前記上面部の前記長辺を形成する部分には、
下面側に平面状の底面を有するように押出された押出し部が形成されており、前記セルガ
イドには貫通孔である位置決め孔が形成されており、前記セルガイドの前記位置決め孔を
前記押出し部が貫通しているとともに、前記第１支持枠の一部が前記第２支持枠の前記上
面部と前記底面の間に配置されるとともに、共通のボルトにて前記リヤフレームの支持部
に共通のボルトで共締めされているものであってもよい。
【００１５】
　本発明にかかる液晶表示装置の具体的な例として以下のものをあげることができる。す
なわち、金属板を切り曲げて形成され、長方形状の底面部と、前記底面部の両方の長辺よ
り斜めに立設された接続部と、前記接続部から前記底面部に対し平行で且つ外方向へ折曲
された支持部と、前記接続部より前記底面部に垂直に且つ下方向へ折曲された側壁部とを
備えたリヤフレームと、前記リヤフレームの底面部及び接続部に密接して配置された反射
シートと、前記反射シートの上方に配置された複数本のＵ字状の陰極管を有するバックラ
イトと、前記バックライトの上方に配置され前記バックライトを保持するライトフレーム
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と、前記ライトフレーム及び前記支持部上に配置され光を拡散させる長方形状の拡散板と
、前記拡散板に重ねて配置された２枚の長方形状の拡散シートと、前記拡散板及び拡散シ
ートの外周部を上方より押える枠状のセルガイドと、前記セルガイドの上部に配置され、
対向する一対のガラス基板間に液晶が封入された液晶セルと、前記セルガイド及び前記液
晶セルを上方より押える長方形枠状のベゼルとを有する液晶表示装置であって、前記リヤ
フレームは前記支持部の両端部近傍より突出した台状の取付部と、前記取付部の中央に形
成された第１雌ねじ孔と、前記側壁部の両端部近傍に形成された第２雌ねじ孔とを備えて
おり、前記セルガイドは貫通孔である位置決め孔が形成されているとともに、前記取付部
が前記位置決め孔を貫通するように前記リヤフレームの支持部の上面に配置されており、
前記ベゼルは当該ベゼルの長辺の中間部を構成する一対の第１支持枠と、前記ベゼルの短
辺及び長辺の端部を構成する一対のコの字型の第２支持枠とを備えており、前記第１支持
枠は前記リヤフレームの前記支持部と対向する上面部と、前記上面部と直交するとともに
前記リヤフレームの前記側壁部と当接する側面部と、前記上面部の両端部より突出した第
１連結凸部と、前記側面部の両端部より突出した第２連結凸部とを備え、前記第１連結凸
部及び前記第２連結凸部にはそれぞれ第１貫通孔及び第２貫通孔が形成されており、前記
第２支持枠はコの字状に形成された上面部と、前記上面部の外周端より一体突出された側
壁部とを備え、前記上面部及び前記側壁部の前記ベゼルの長辺を形成する部分には第３貫
通孔及び第４貫通孔が形成されており、前記ベゼルは、前記第１支持枠の前記第１連結凸
部が前記第２支持枠の前記上面部の下面側に、前記第２連結凸部が前記第２支持枠の前記
側壁部の内側と当接するように組み立てられ、前記第１貫通孔と前記第３貫通孔とが前記
第１雌ねじ孔とボルトで共締めされており、前記第２貫通孔と前記第４貫通孔とが前記第
２雌ねじ孔とボルトで共締めされている。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によると、簡単な構造を有するとともに、ねじれ、曲がり等の変形による映像が
乱れたり、破損したりする不具合が発生するのを抑制することができる液晶表示装置を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は本発明にかかる液晶表示装置
の分解斜視図である。図１に示すように、液晶表示装置Ａは少なくとも、リヤフレーム１
、反射シート２、バックライト３、ライトフレーム３１、液晶パネル４、ベゼル５、メイ
ン基板６１及びタイミングコントローラ基板６２を有している。
【００１８】
　リヤフレーム１は金属板を折り曲げて形成されたものであり、長方形状の底面部１１と
、底面部１１の一対の長辺に立接された立ち上がり部１２とを有している。立ち上がり部
１２は底面部１１より斜め外方に立ち上がる接続部１２１と、接続部１２１の外方より折
曲され、液晶パネル４の長辺を支持する支持部１２２と、支持部１２２の端部よりリヤフ
レーム１の下面側に折曲され、接続部１２１と対向する側壁部１２３とを有している。支
持部１２２は底面部１１と平行であり、側壁部１２３は底面部１１と垂直に形成されてい
る。
【００１９】
　反射シート２はリヤフレーム１の底面部１１の上面側に配置されるものであり、リヤフ
レーム１の底面部１１及び接続部１２１と密接して取り付けられている。リヤフレーム１
の上面側には反射シート２を配置した後、バックライト３が配置される。バックライト３
はＵ字状に形成された陰極管であり、その両端部にはランプホルダ３０が取り付けられて
いる。ランプホルダ３０には図示を省略した電線が接続されており、この電線よりバック
ライト３を駆動するための電力が供給される。また、反射シート２を貫通するとともにリ
ヤフレーム１に固定され、バックライト３を支持するライト支持部材３２も備えられてい
る。
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【００２０】
　リヤフレーム１の短辺には上面側より取り付けられ、バックライト３のランプホルダ３
０及び折り返し部を保持するためのライトフレーム３１が備えられている。ライトフレー
ム３１は台状に形成されており、リヤフレーム１の底面部１１及び接続部１２１と接触す
るように配置されている。また、ライトフレーム３１はリヤフレーム１の短辺に配置され
た状態でリヤフレーム１の支持部１２２と同一平面を形成する支持部３１１を備えている
。
【００２１】
　液晶パネル４はセルガイド４１と、バックライト３より出射された光及び反射シート２
で反射された光を拡散するための拡散板４２及び拡散シート４３と、対向して配置され、
間隙に液晶が充填された一対のガラス基板を有する液晶セル４４とを有している。拡散板
４２はリヤフレーム１の支持部１２２及びライトフレーム３１の支持部３１１に外周部を
支持されており、その上部に２枚の拡散シート４３が配置されている。
【００２２】
　セルガイド４１は、拡散板４２、拡散シート４３の四辺を上面側よりリヤフレーム１の
支持部１２２及びライトフレーム３１の支持部３１１に向けて押える長方形状の枠体であ
る。セルガイド４１の上部には液晶セル４４が載置されており、液晶セル４４はセルガイ
ド４１に四辺を保持されている。液晶セル４４のガラス基板には対向するように透明電極
が画素ごとに形成されており、対向する透明電極間に所定の電圧を印加することで、拡散
シート４３からの光を透過させる或いは遮断することで液晶パネル４に画像を形成する。
【００２３】
　ベゼル５はリヤフレーム１及びライトフレーム３１を覆うことができる金属製の長方形
状の枠体であり、長方形状の長辺の中央部を形成する一組の第１支持枠５１と、短辺及び
長辺の両端部を形成する一組の第２支持枠５２との４個の部材を有している。ベゼル５は
液晶パネル４のセルガイド４１及び液晶セル４４を上面よりリヤフレーム１側に押し付け
るものである。ベゼル５は上面側に液晶パネル４の映像表示部を外部より視認することが
できる開口を有している。ベゼル５はボルト止めにてリヤフレーム１及びライトフレーム
３１と固定されている。ベゼル５を止めているボルトはセルガイド４を貫通している。ベ
ゼル５をリヤフレーム１及びライトフレーム３１に強固に固定することで、液晶パネル４
がリヤフレーム１、ライトフレーム３１とベゼル５とで挟まれて安定した状態で固定され
る。
【００２４】
　メイン基板６１は長方形状のプリント配線基板に複数の電子部品が実装された基板であ
り、液晶表示装置Ａの各部の駆動電力の供給、入出力信号を調整等の動作が行われる。タ
イミングコントローラ基板６２は矩形状のプリント配線基板であり、タイミングパルスを
発信するタイミングコントローラ（図示省略）が実装されている。また、タイミングコン
トローラ以外にも、複数の電子部品が実装されている。
【００２５】
　図２（Ａ）は本発明にかかる液晶表示装置のベゼルを分解した状態の平面図であり、図
２（Ｂ）は図２（Ａ）に示すべセルの正面図であり、図３（Ａ）は図２（Ａ）に示す液晶
表示装置のベゼルを組み立てた状態の平面図であり、図３（Ｂ）は図３（Ａ）に示すベゼ
ルの正面図であり、図４は本発明にかかる液晶表示装置を拡大した分解斜視図であり、図
５は本発明にかかる液晶表示装置の断面図である。なお、図４において、便宜上、リヤフ
レーム１とベゼル５以外の部材については図示を省略している。図５に示すように、リヤ
フレーム１の支持部１２２の両端部近傍には押出し加工にて台状に形成された取付部１２
４が備えられている。
【００２６】
　図２（Ａ）、（Ｂ）に示すようにベゼル５は、長方形状の長辺の中央部を形成する一組
の第１支持枠５１と、短辺及び長辺の両端部を形成する一組の第２支持枠５２との４個の
部材を有している。第１支持枠５１は断面Ｌ字状の長尺部材であり、リヤフレーム１の支
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持部１２２と対向する上面部５１１と、上面部５１１の外側に一体連結され、リヤフレー
ム１の側壁部１２３と当接する側面部５１２とを有している。また、上面部５１１及び側
面部５１２の両端部には第２支持枠５２と連結するための第１連結凸部５１３と、第２連
結凸部５１４とが形成されている。
【００２７】
　第２支持枠５２は平面視コの字型を有する上面部５２１と、上面部５２１の外周辺縁に
一体に連結された側面部５２２とを有している。上面部５２１はベゼル５の短辺を構成す
る短辺部５２１１と、長辺の両端部を構成する長辺部５２１２とを備えている。また、同
様に側面部５２２は上面部５２１の短辺部５２１１と連設された短辺側部５２２１と、長
辺部５２１２と連設された長辺側部５２２２とを有している。側面部５２２の短辺側部５
２２１及び長辺側部５２２２とは直角をなすように連結されている。
【００２８】
　第１支持枠５１の第１連結凸部５１３には第１貫通孔５１５が、連結凸部５１４には第
２貫通孔５１６が形成されている。また、第２支持枠５２の上面部５２１の長辺部５２１
２には第３貫通孔５２１３が、側面部５２２の長辺側部５２２２には第４貫通孔５２２３
が形成されている。第１支持枠５１の第１連結凸部５１３、第２連結凸部５１４が上面部
５２１の下面側及び側面部５２２の内側になるように配置することで、第１貫通孔５１５
と第３貫通孔５２１３、第２貫通孔５１６と第４貫通孔５２２３とが重なる（図３（Ａ）
、（Ｂ）参照）。
【００２９】
　図４に示すように、リヤフレーム１の支持部１２２の両端近傍には、取付部１２４が形
成されている。取付部１２４の中央は支持部１２２と平行に形成された台部１２４１が形
成されており、台部１２４１には第１雌ねじ孔１２５が形成されている。また、側壁部１
２３の両端近傍には、第２雌ねじ孔１２６が形成されている。図４に示すように、ベゼル
５は第１支持枠５１と第２支持枠５２を組合せ、第１貫通孔５１５が第２支持枠５２の第
３貫通孔５２１３と、第２貫通孔５１６が第４貫通孔５２２３とが重なるように組み立て
られる。
【００３０】
　また、ベゼル５の第１支持枠５１の上面部５１１及び第２支持枠５２の上面部５２１に
は、複数個の貫通孔５３が形成されている。また、液晶パネル４のセルガイド４１にも、
ベゼル５を重ねて配置したときに、貫通孔５３と上下に重ねて配置される貫通孔（図示省
略）が備えられている。さらに、リヤフレーム１の支持部１２２にベゼル５をかぶせたと
きに、貫通孔５３と重なる位置に雌ねじ孔が形成されている。また、セルガイド４１には
、セルガイド４１をリヤフレーム１の支持部１２２の上面側に配置したときに、支持部取
付部１２４が貫通する位置決め孔４１１が形成されている（図５参照）。
【００３１】
　上述の構成を有する液晶表示装置の組立は、図１乃至図５に示すように、まず、リヤフ
レーム１の底面部１１及び接続部１２１の上面側を覆うように反射シート２を配置する。
反射シート２の上部にライト支持部材３２を介してリヤフレーム１の底面部１１にバック
ライト３が配置される。ライトフレーム３１がリヤフレーム１の上面側より取り付けられ
バックライト３を上面側より固定し、バックライト３が移動するのを抑制する。
【００３２】
　リヤフレーム１にライトフレーム３１が取り付けられることで、リヤフレーム１の支持
部１２２とライトフレーム３１の支持部３１１とが同一平面状に配置される。支持部１２
２及び支持部３１１に四辺が支持されるように拡散板４２を配置し、拡散板４２の上面に
拡散板４２と重なるように拡散シート４３を配置する。拡散シート４３の上面側よりセル
ガイド４１を配置し、拡散板４２及び拡散シート４３がずれたり、浮いたりしないように
押える。このとき、セルガイド４１は支持部１２２の取付部１２４が位置決め孔４１１を
貫通するように配置することで、セルガイド４１をリヤフレーム１に対して、正確な位置
に配置することができる（図５参照）。
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【００３３】
　リヤフレーム１の支持部１２２及びライトフレーム３１の支持部３１１の上面に配置さ
れたセルガイド４１の上面側より、液晶セル４４を配置する。液晶セル４４が配置された
セルガイド４１の上面側よりベゼル５を配置する。ベゼル５は予め第１支持枠５１と第２
支持枠５２とを組み合わせて直方体形状の枠体になるように組み立てられている。このと
き、ベゼル５は支持枠５１の第１連結凸部５１３が第２支持枠５２の長辺部５２１１の下
面に、第２連結凸部５１４が長辺側部５２２１内側に来るように組み立てられている。
【００３４】
　組み立てられたベゼル５をリヤフレーム１の上面側より取り付ける。このとき、ベゼル
５の第１貫通孔５１５及び第３貫通孔５２１３が取付部１２４に形成された第１雌ねじ孔
１２５と重なり合うように配置されており、第２貫通孔５１６及び第４貫通孔５２２３が
リヤフレーム１の第２雌ねじ孔１２６と重なり合うように配置されている。そして、ボル
トＢｔを第１貫通孔５１５及び第３貫通孔５２１３を貫通させるとともに、第１雌ねじ孔
１２５と螺合させ、ボルトＢｔを第２貫通孔５１６及び第４貫通孔５２２３を貫通させる
とともに、第２雌ねじ孔１２６と螺合させることで、ベゼル５は第１支持枠５１と第２支
持枠５２とがリヤフレーム１に共締めされて固定される。
【００３５】
　ベゼル５の貫通孔５３が、セルガイド４１の図示を省略した貫通孔と図示を省略したリ
ヤフレーム１の雌ねじ孔と上下に重なるように配置される。この状態で、べセル５の上方
よりボルトＢｔをベゼル５の貫通孔５３及びセルガイド４１に形成された不図示の貫通孔
に貫通させ、リヤフレーム１の支持部１２２に形成された不図示の雌ねじ孔と螺合させる
ことで、リヤフレーム１、液晶パネル４及びベゼル５が共締めされる。
【００３６】
　第１支持枠５１と第２支持枠５２とをベゼル５の長辺両端近傍でリヤフレーム１に共締
めされているので、ベゼル５の曲げ、ねじり強度を上げることができ、それだけ、ベゼル
５によって、リヤフレーム１に押さえつけられて固定されている液晶パネル４の曲げ、ね
じり等の変形を抑制することができ、それだけ、映像が乱れるのを抑制することが可能で
ある。
【００３７】
　図６に示すように、取付部１２４にかえて、ベゼル５の第２支持枠５２の長辺部５２１
２が下面側に押出し加工にて凹むように形成された押出し部５４が形成されていてもよい
。押出し部５４は上面部５２１と平行な底面部５４１が形成されており、底面部５４１に
は、第３貫通孔５４２が形成されている。また、ベゼルを組み立てるときに、第１支持枠
５１の第１連結凸部５１３は、底面部５４１と上面部５２１との間に挿入されて嵌合する
。
【００３８】
　また、リヤフレーム１の支持部１２２には取付部１２４は形成されず第１雌ねじ孔１２
５が形成されている。そして、押出し部５４がセルガイド４１の位置決め孔４１１を貫通
する。第１連結凸部５１３及び第３貫通孔５４２にボルトＢｔを貫通させるとともに第１
雌ねじ孔１２５に螺合させることでベゼルを固定することができる。
【００３９】
　以上、発明の実施形態を具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限定するもので
はなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、液晶表示装置に採用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明にかかる液晶表示装置の分解斜視図である。
【図２】図Ａは本発明にかかる液晶表示装置のベゼルを分解した状態の平面図であり、図
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Ｂは図Ａに示すべセルの正面図である。
【図３】図Ａは図２に示すベゼルを組み立てた状態の平面図であり、図Ｂは図Ａに示すベ
ゼルの正面図である。
【図４】本発明にかかる液晶表示装置を拡大した分解斜視図である。
【図５】本発明にかかる液晶表示装置の断面図である。
【図６】本発明にかかる液晶表示装置の他の例の断面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　リヤフレーム
１１　底面部
１２　立ち上がり部
１２１　接続部
１２２　支持部
１２３　外枠部
１３　支持台部
２　反射シート
３　バックライト
３１　ライトフレーム
３２　ライト支持部材
４　液晶パネル
４１　セルガイド
４２　拡散板
４３　拡散シート
４４　液晶セル
５　ベゼル
５１　第１支持枠
５２　第２支持枠
６１　メイン基板
６２　タイミングコントローラ基板
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