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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面と平行に並べたランプと、前記ランプから発せられる光を反射し、拡散板を通し
て表示側へ照射するためのリフレクタと、前記ランプおよび前記リフレクタを収容する下
フレームとから構成されたランプホルダセットを備え、前記ランプホルダセットは液晶モ
ジュールの外側へ着脱可能であり、前記ランプホルダセットの側面を囲い液晶パネルを搭
載する中間フレームと、前記ランプホルダセットと前記中間フレームの隙間に固定された
、柔軟性を有する弾性体とを有し、前記弾性体はその縦断面の先端が根元部分よりも小さ
くなった先端部を有し、前記先端部は、前記弾性体が取り付けられる取付け部材と対向す
る対向部材に接触させたときに、前記先端部が変形する形状または傾斜する形状とし、前
記弾性体は少なくとも前記ランプホルダセットの表側面または前記ランプホルダセット着
脱後の骨組みを形成する前記中間フレームの裏側面に、取り付けられることを特徴とする
液晶モジュールに用いるバックライト。
【請求項２】
　前記弾性体は、前記バックライトの表面の前記液晶パネルの表示部の周囲に対応する少
なくとも１辺に取り付けられることを特徴とする請求項１記載の液晶モジュールに用いる
バックライト。
【請求項３】
　前記対向部材と接触する前記弾性体の先端部の断面形状は、三角形状、円形、楕円形、
Ｌ字状、コの字状、もしくは角型形状であって、前記弾性体の先端部を前記対向部材に接
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触させたときに、前記先端部が変形する形状または傾斜する形状であることを特徴とする
請求項１記載の液晶モジュールに用いるバックライト。
【請求項４】
　前記弾性体の先端部は、前記弾性体が取り付けられる１箇所の固定部に対し、前記対向
部材との接触部を複数個所に設けた形状であることを特徴とする請求項３記載の液晶モジ
ュールに用いるバックライト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶モジュール及びそれに用いるバックライトに関し、特にシリコンゴムを代
表とする弾性体を使用し、画面の表示状態に影響を及ぼすことなく、塵埃の侵入防止や液
晶表示品質の向上、および耐振動性や耐衝撃性を改善する液晶モジュール及びそれに用い
るバックライトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶モジュールを用いると共に、防塵効果を高めた表示装置としては、例えば特
許文献１などに示されるように、携帯端末に代表される小型且つ薄型の液晶表示装置が知
られている。
【０００３】
　この特許文献１に示される表示装置は、表示パネルとその照明を行う照明パネルを枠体
によって一定の間隔に保持した表示ユニットを、保護カバーユニットによって覆う構造で
あり、特にその枠体を柔軟性のある部材で構成すると共に、枠体の上部に前記保護カバー
ユニットとの間隔を埋めるように突起部を一体に形成したものである。
【０００４】
　しかしながら、この特許文献１に示される表示装置は、枠体の構造や照明方式がフロン
トライトタイプのものであるため、携帯端末などの小型の液晶製品に限定され、ノートパ
ソコンなどの中型の液晶製品、あるいはＰＣモニターやテレビジョンなどの大型の液晶製
品荷適用を拡大することは困難である。
【０００５】
　上述した大型や中型の液晶表示装置などに適用して防塵効果を実現するためには、次の
２つのタイプがある。
【０００６】
　図１６は従来の一例を示すサイド型バックライトを採用した液晶モジュールの断面図で
ある。なお、ここに示す液晶モジュールは、左右がほぼ対称の構造をしているため、左半
分のみを示している。
【０００７】
　図１６に示すように、従来の液晶モジュール１２は、液晶パネル２と、この液晶パネル
２に対して裏面側から照明光を与えるバックライト機構１１ａと、防塵や衝撃からの保護
のために周囲や上下面を覆う上フレーム１，中間フレーム４ａ，下フレーム９ａからなる
フレーム機構とを備えている。特に、バックライト機構１１ａは、箱型形状の下フレーム
９ａ内に、光源としてのランプ８と、ランプ８の照明光を反射させるリフレクタ６ａと、
この照明光を液晶パネル２の裏面側に導く導光板７と、この導光板７やリフレクタ６ａの
上端の一部を覆うように配置される光学シート５とを備えている。
【０００８】
　かかるバックライト機構１１ａは、ランプ８がサイド（側面）に配置されるため、サイ
ド型バックライトと称されている（以下、サイド型バックライト１１ａと称す）。また、
小型で且つ薄型の液晶モジュールにおいては、液晶パネル２の表面側より照明光を供給す
る方式（フロントライト）もあるが、ここではバックライト方式についてのみ考える。
【０００９】
　しかも、この液晶モジュール１２においては、防塵上からも液晶パネル２とサイド型バ
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ックライト１１ａとの機密性を保つために、液晶パネル２の裏面と中間フレーム４ａとの
間に弾性体３ａが固定されている。
【００１０】
　この弾性体３ａは、断面が矩形状であり、しかもバックライト１１ａを形成する中間フ
レーム４ａの突出した平面、すなわち液晶パネル２に対面する平面に両面テープで固定さ
れる。この結果、液晶パネル２は、弾性体３ａに接触するように搭載される。
【００１１】
　このため、例えば大型の液晶パネルでは、僅かな反りによって弾性体３ａと接触する液
晶パネル２の面の平面度が損なわれた場合、部分的に液晶パネル２と弾性体３ａの間に隙
間が出来る可能性がある。さらに、液晶モジュール１２を床面に直立させ、そこからやや
傾けた状態で使用する場合には、液晶パネル２が上フレーム１の裏面に接近し、尚更液晶
パネル２と弾性体３ａの間に隙間が出来てしまい、塵埃の侵入を完全に防ぐことが出来な
いことになる。
【００１２】
　また、液晶モジュール１２の弾性体３ａは、液晶パネル２の表示面に対面する上フレー
ム１の裏面に両面テープで固定されている。しかも、弾性体３ａの液晶パネル２と対向す
る面は、液晶パネル２の表示面に接近する形となるが、液晶パネル２と弾性体３ａの間に
隙間があるため塵埃の侵入を完全に防ぐことが出来ない。その上、液晶パネル２と弾性体
３ａの隙間を極力小さくしようとすると、上フレーム１等の部材の出来栄えによって液晶
パネル２と弾性体３ａが完全に当接し、液晶パネル２に負荷を与えてしまう。したがって
、液晶パネル２の表示に影響が生じるので、表示品位及び歩留まりの低下の原因となって
しまう。
【００１３】
　図１７は従来の他の例を示す直下型バックライトを採用した液晶モジュールの断面図で
ある。なお、この液晶モジュール１２も左右がほぼ対称の構造であるため、ほぼ左半分の
みを示している。また、直下型バックライト１１ｂは、リフレクタ６ｂの底辺、すなわち
液晶パネル２の真下にランプ８を配置して居るため、直下型バックライト構造と称されて
いる。
【００１４】
　この直下型バックライト１１ｂを用いた液晶モジュール１２は、液晶パネル２と、直下
型バックライト１１ｂと、上フレーム１，中間フレーム４ｂ，下フレーム９ｂからなるフ
レーム機構とを備えている。直下型バックライト１１ｂは、下フレーム９ｂ内に、ランプ
８と、このランプ８から発せられる光を反射し、拡散板１０や光学シート５を通して効率
的に液晶パネル２側へ照射するためのリフレクタ６ｂとを備えている。
【００１５】
　かかる液晶モジュール１２においては、その外側へ着脱可能なランプホルダセット１３
の側面に、断面が矩形状の弾性体３ａを両面テープで固定しているが、弾性体３ａと中間
フレーム４ｂとの間には一定の隙間を設ける。
【００１６】
　この弾性体３ａと中間フレーム４ｂとの隙間は、ランプホルダセット１３の着脱時の部
材脱落、干渉、及び傷等を防止する上で必要なものであるが、外部空間との遮蔽が無いた
めに隙間から塵埃が侵入し、その塵埃が拡散板１０の裏面あるいは光学シート５の表面に
到達して表示品位及び歩留まりの低下の原因となってしまう。
【００１７】
【特許文献１】特開２００３－００５６５８号公報（第２～３頁,図１および図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上述した特許文献１の場合は、携帯端末のような小型の表示機器において防塵効果を高
めることを意図したものである。特に、特許文献１の表示装置における照明方式は、フロ
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ントライトタイプ、すなわち照明パネルが表示パネルの上方（前方）にあるタイプである
。このような小型の表示機器においては、枠体に突起を設けることにより、防塵効果を高
めているが、この従来例はタッチパネル等の感知装置の裏面とフロントライト（照明パネ
ル）表面との間への塵埃の進入を防止するものであり、液晶パネルの裏面と光学シートと
の間などの液晶モジュール内部への塵埃の侵入を防止するものではない。
【００１９】
　また、特許文献１の表示装置は、その枠体に柔軟性があるため、剛性に乏しい。したが
って、光学部材の保護や組立の性能から考えて、かかる表示装置は中型あるいは大型液晶
製品への適用が困難である。その上、特許文献１の表示装置における枠体は、突起部を一
体成形しているため、枠体や突起部の形状を変更するとき、長い期間と高いコストを必要
とする。
【００２０】
　さらに、図１６および図１７で説明した従来の液晶モジュールにおいては、弾性体と弾
性体に対向する部材との間に隙間があり、塵埃が侵入して表示品位及び歩留まりを低下さ
せるという問題がある。
【００２１】
　本発明の目的は、このような問題を解決するために、シリコンゴムを代表とする弾性体
を使用し、画面の表示状態に影響を及ぼすことなく、塵埃の侵入を防止すると共に、表示
品質、耐振動性および耐衝撃性を向上し得る液晶モジュール及びそれに用いるバックライ
トを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の液晶モジュールは、液晶パネルと、光源として機能すると共に前記液晶パネル
を搭載するバックライトと、前記液晶パネルおよび前記バックライトを囲い保護する上フ
レームと、前記液晶パネルの表示部の周囲に対応するように前記バックライト表面および
前記上フレーム裏面のいずれか一方に取り付けた柔軟性を有する弾性体とを有し、前記弾
性体はその縦断面の先端が根元部分よりも小さくなった先端部を有し、前記先端部は、前
記弾性体が取り付けられる取付け部材と対向する対向部材に接触させたときに、前記先端
部が変形する形状または傾斜する形状とし、前記弾性体の先端部は、前記液晶パネルに接
触させることを特徴としている。その弾性体は、前記バックライトの表面の前記液晶パネ
ルの表示部の周囲に対応する少なくとも１辺に取り付けることができる。
【００２３】
　また、本発明の液晶モジュールは、液晶パネルと、光源として機能すると共に前記液晶
パネルを搭載するバックライトと、前記液晶パネルおよび前記バックライトを囲い保護す
る上フレームとを備えた液晶モジュールにおいて、前記液晶パネルの表示部を囲うように
前記液晶パネルを保護する前記上フレームの裏面に取り付けた柔軟性を有する弾性体を有
し、その先端部を前記液晶パネルに接触させることにより、前記上フレームと前記液晶パ
ネルとの隙間を密閉することを特徴としている。この弾性体は、前記上フレームの裏面の
前記液晶パネルの表示部の周囲に対応する少なくとも１辺に取り付けられる。
【００２４】
　さらに、本発明の液晶モジュールは、液晶パネルと、光源として機能すると共に前記液
晶パネルを搭載するバックライトと、前記液晶パネルおよび前記バックライトを囲い保護
する上フレームとを備えた液晶モジュールにおいて、前記液晶パネルの表示部を囲うよう
に前記バックライト表面に取り付けた柔軟性を有する第１の弾性体と、前記液晶パネルの
表示部を囲うように前記液晶パネルを保護する前記上フレームの裏面に取り付けた柔軟性
を有する第２の弾性体とを有し、前記第１および前記第２の弾性体の先端部をそれぞれ前
記液晶パネルに接触させることにより、前記液晶パネルと前記バックライトとの隙間及び
前記上フレームと前記液晶パネルとの隙間を密閉することを特徴としている。それらの弾
性体は、前記バックライトの表面および前記上フレームの裏面の前記液晶パネルの表示部
の周囲に対応する少なくとも１辺に取り付けられる。
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【００２５】
　上述した液晶モジュールにおける弾性体は、シリコンゴムを代表とする柔軟性及び弾力
性を有する樹脂で形成することができる。
【００２６】
　また、上述した液晶モジュールにおける弾性体は、取り付けられる取付部材と、前記取
付部材に対向する対向部材との隙間を、前記対向部材に与える負荷を抑えて密閉するため
、その先端部を前記対向部材に接触させたとき、前記先端部が変形あるいは傾斜する形状
で構成される。
【００２７】
　また、本発明の液晶モジュールに用いるバックライトは、表示面と平行に並べたランプ
と、前記ランプから発せられる光を反射し、拡散板を通して表示側へ照射するためのリフ
レクタと、前記ランプおよび前記リフレクタを収容する下フレームと、液晶モジュールの
外側へ着脱可能なランプホルダセットと、前記ランプホルダセットの側面を囲い液晶パネ
ルを搭載する中間フレームと、前記ランプホルダセットと前記中間フレームの隙間に固定
された、柔軟性を有する弾性体とを有し、前記弾性体はその縦断面の先端が根元部分より
も小さくなった先端部を有し、前記先端部は、前記弾性体が取り付けられる取付け部材と
対向する対向部材に接触させたときに、前記先端部が変形する形状または傾斜する形状と
し、前記弾性体は少なくとも前記ランプホルダセットの表側面または前記ランプホルダセ
ット着脱後の骨組みを形成する前記中間フレームの裏面側に、取り付けられることを特徴
としている。
【発明の効果】
【００２８】
　上述のとおり、本発明の液晶モジュール及びそれに用いるバックライトは、弾性体の先
端部を利用し、従来の液晶モジュールよりも高い防塵性、耐振動性、耐衝撃性を実現する
ことが可能になる。特に、直下型バックライトを採用した液晶モジュールにおいては、防
塵性を維持したまま容易にランプ交換が可能となるため、表示品質を維持し、信頼性の高
い液晶モジュール及びバックライトを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
 本発明は、シリコンゴムのような弾性体で且つ縦断面の先端が根元部分よりも小さくな
った三角形状の弾性体を使用し、画面の表示状態に影響を及ぼすことなく、塵埃の侵入を
防止すると共に、表示品質、耐振動性および耐衝撃性を向上させるものである。実施形態
の種類は、その弾性体を液晶パネルと中間フレーム間に配置した第1の実施形態（図１，
図２）と、その弾性体を液晶パネルと上フレーム間に配置した第２の実施形態（図３，図
４）と、その弾性体を液晶パネルと中間フレーム間、および液晶パネルと上フレーム間に
それぞれ配置した第３の実施形態（図５，図６，図７）と、第４の実施形態（図８）と、
第５の実施形態（図９）と、第６の実施形態（図１３）とに分けられる。また、かかる弾
性体の具体的構造については、図１０～図１２及び図１４および図１５に示した通りであ
る。以下、本発明の実施の形態について、それぞれ図面を参照して詳細に説明する。
【実施例】
【００３０】
　図１は本発明の第１の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。図１に示すように、本実施形態における第１の実施例の液晶モジュール
１２は、照明手段がサイドバックライト型の例である。
【００３１】
　この液晶モジュール１２は、液晶パネル２と、この液晶パネル２に対して裏面側から照
明光を与えるバックライト機構１１ａと、防塵や衝撃からの保護のために周囲や上下面を
覆う上フレーム1と、中間フレーム４ａ,下フレーム９ａからなるフレーム機構とを備えて
いる。特に、バックライト機構１１ａは、箱型形状の下フレーム９ａ内に、光源としての
側面配置のランプ８と、ランプ８の照明光を反射させる箱型形状のリフレクタ６ａと、こ
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の照明光を液晶パネル２の裏面側に導く導光板７と、この導光板７やリフレクタ６ａの上
端の一部を覆うように配置される光学シート５とを備えている。この導光板７は、リフレ
クタ６ａによって反射された光を画面に均一に伝播するためのものであり、また光学シー
ト５は、導光板７から得られた光を効率的に拡散あるいは集光したり、偏光させたりする
ためのものである。また、中間フレーム４ａは、バックライト機構１１ａを構成する光学
シート５や導光板７などを保持し、更に光学シート５と同様にバックライト機構１１ａの
表面部を形成し、液晶パネル２を搭載するためのものである。
【００３２】
　本実施例の特徴は、このバックライト機構１１ａの表面部となる中間フレーム４ａの表
面に、液晶パネル２の表示部を囲うように底面を固定するとともに、先端１４ａが液晶パ
ネル２の裏面に接触するように配置する弾性体を有することにある。なお、上フレーム１
は、サイド型バックライト１１ａおよび液晶パネル２を囲って取り付けられる。
【００３３】
　この弾性体３ｂは、シリコンゴムのような弾性力を有する。さらに、サイド型バックラ
イト１１ａは、縦断面の先端が根元部分よりも小さくなった三角形状の弾性体３ｂを乗せ
る。そのとき、弾性体３ｂは中間フレーム４ａの表面に液晶パネル２の表示部を囲うよう
に固定し、その弾性体３ｂの先端部上に液晶パネル２を搭載する。
【００３４】
　ここで、かかる液晶モジュール１２を前述した図１６の従来例と比較すると、弾性体３
ｂが相違している他は、各部材とも同様のものを使用することができる。
【００３５】
　図２は本発明の第１の実施形態における第２の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。図２に示すように、本実施形態における第２の実施例の液晶モジュール
12は、照明手段が直下型バックライトの例である。この液晶モジュール１２は、液晶パネ
ル２と、直下型バックライト１１ｂと、各部材を囲って保護する上フレーム1と、中間フ
レーム４ｂ,下フレーム９ｂからなるフレーム機構とを備えている。特に、この直下型バ
ックライト１１ｂは、下フレーム９ｂ内に、底面配置のランプ８と、このランプ８から発
せられる光を反射させるためのリフレクタ６ｂとを備えている。また、直下型バックライ
ト１１ｂは、下フレーム９ｂの上に、反射光を効率的に液晶パネル２側へ照射するための
拡散板１０や光学シート５を備えている。なお、下フレーム９ｂにランプ８とリフレクタ
６ｂを搭載して構成されるランプホルダセット１３は、外側に着脱可能な構造である。ま
た、中間フレーム４ｂは、バックライト１１ｂを構成する光学シート５やランプホルダセ
ット１３などを保持し、更に光学シート５と同様にバックライト１１ｂの表面部を形成し
、液晶パネル２を搭載するためのものである。
【００３６】
　かかる液晶モジュール１２における特徴は、直下型バックライト１１ｂの表面部となる
中間フレーム４ｂの表面に底面を固定し且つ先端を液晶パネル２の裏面に接触するように
配置した弾性体３ｂを備えたことにある。
【００３７】
　このように、弾性体３ｂは直下型バックライト１１ｂの表面部となる中間フレーム４ｂ
の表面に且つ液晶パネル２の表示部を囲うように固定すると共に、その弾性体３ｂの上に
液晶パネル２を搭載し、上フレーム１によって保持することにより、液晶モジュール１２
あるいは直下型バックライト１１ｂを構成している。また弾性体３ｂは、前述したように
、シリコーンゴムのような弾力性を有し且つ縦断面の先端が根元部分よりも小さくなった
三角形状の構造体で形成される。
【００３８】
　ここで、かかる液晶モジュール１２を前述した図１７の従来例と比較すると、弾性体３
ｂが相違している他は、各部材とも同様のものを使用することができる。
【００３９】
　前述した第１の実施形態における第１の実施例および第２の実施例とも、液晶モジュー
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ル１２を構成する弾性体３ｂは、弾性体３ｂに搭載される液晶パネル２の表示面とは反対
側の裏面に先端部１４ａが接触している。この先端部１４ａの断面形状は、前述したよう
に、三角形のような形状であり、液晶パネル２に接触する際に若干変形したり、あるいは
傾斜する形状である。このため、液晶パネル２の表示面を地面と垂直に立てると、液晶パ
ネル２が上フレーム１に接近し、液晶パネル２とバックライト１１ａ，１１ｂとの間隔が
増加する。このような場合でも、弾性体３ｂの先端１４ａが液晶パネル２の裏面に接触し
ているので、バックライト１１ａ，１１ｂと液晶パネル２との間に隙間が出来ず、液晶パ
ネル２と光学シート５との空間への塵埃の侵入を防止でき、液晶モジュールの表示品位、
及び歩留まりを向上させることが出来る。その上、弾性体３ｂの先端部１４ａの柔軟性に
より液晶パネル２がバックライト１１ａ，１１ｂと上フレーム１との間で移動を繰り返す
場合や、液晶モジュール１２に表示面と垂直方向の衝撃が加わる場合に、弾性体３ｂの先
端部１４ａの弾性力によって液晶パネル２が保護され、耐振動性及び耐衝撃性を向上させ
ることかできる。
【００４０】
　図３は本発明の第２の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図であり、図４は本発明の第２の実施形態における第２の実施例を説明するための
液晶モジュールの断面図である。
【００４１】
　まず、図３に示すように、本実施形態における液晶モジュール１２は、サイド型バック
ライト（エッジ型バックライトとも言う）１１ａと、液晶パネル２と、液晶パネル２の表
示面およびそれに対向する上フレーム１の裏面間に液晶パネル２の表示部を囲うように固
定した弾性体３ｃとから構成される。しかも、この弾性体３ｃの先端部１４ａは、液晶パ
ネル２にやや接触する。その先端部１４ａの断面形状は、例えば三角形のような形状であ
り、液晶パネル２と接触する際に若干変形したり、あるいは傾斜する形状である。
【００４２】
　一方、図４に示すように、本実施形態における液晶モジュール１２は、直下型バックラ
イト１１ｂと、液晶パネル２と、液晶パネル２の表示面と対向する上フレーム１の裏面に
液晶パネル２の表示部を囲うように固定した弾性体３ｃとから構成される。しかも、この
弾性体３ｃの先端部１４ａは、その先端部１４ａが液晶パネル２にやや接触する。その先
端部１４ａの断面形状は、例えば三角形のような形状であり、液晶パネル２に接触する際
に若干変形したり、あるいは傾斜する形状である。
【００４３】
　これら図３及び図４に示す液晶モジュール１２は、上フレーム１と液晶パネル２との隙
間を弾性体３ｃが埋める。したがって、上フレーム１と液晶パネル２との隙間から侵入し
得る塵埃は弾性体３ｃの表面で留まり、液晶パネル２と光学シート５との間への侵入を防
止すると共に、液晶モジュール１２の表示品質、及び歩留まりを向上させることが出来る
。さらに、弾性体３ｃの先端部１４ａは柔らかいので、液晶パネル２がバックライト１１
ａ，１１ｂと上フレーム１との間で移動を繰り返す場合や、液晶モジュール１２に表示面
と垂直方向の衝撃が加わる場合にも、弾性体３ｃの先端部１４ａの弾性力によって液晶パ
ネル２が保護され、耐振動性及び耐衝撃性を向上させることができる。
【００４４】
　図１乃至図４に示すように、本発明の第１及び第２の実施形態における液晶モジュール
１２は、液晶モジュール１２の表示品位及び歩留まりの向上に加えて耐振動性及び耐衝撃
性の向上を可能とする弾性体３ｂ，、３ｃを備えている。しかも、その液晶モジュール１
２に用いるバックライト１１ａ，１１ｂは、弾性体３ｂ、３ｃが固定可能であれば、サイ
ド（エッジ）型バックライト１１ａでも、直下型バックライト１１ｂでも良く、バックラ
イトの発光方式を問わずに様々な形態で応用が可能である。
【００４５】
　図５は本発明の第３の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図であり、また図６は本発明の第３の実施形態における第２の実施例を説明するた
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めの液晶モジュールの断面図である。
【００４６】
　図５に示すように、本実施形態における液晶モジュール１２は、前述した第1の実施形
態で説明した弾性体３ｂ及び第２の実施形態で説明した弾性体３ｃの双方を具備したもの
である。本実施形態は、液晶パネル２と、サイド型バックライト１１ａと、上フレーム１
と、２つの弾性体３ｂ，３ｃとを備えている。サイド型バックライト１１ａは、下フレー
ム９ａ内にランプ８，リフレクタ６ａ，導光板７を収容すると共に、リフレクタ６ａ上に
光学シート５を配置して形成される。すなわち、本実施の形態では、バックライト１１ａ
の表面部となる中間フレーム４ａの表面に弾性体を固定し、しかも上フレーム１の裏面に
弾性体３ｃを固定した構造である。また、いずれの弾性体３ｂ，３ｃもその先端部１４ａ
を液晶パネル２の裏面および表面に接触させている。
【００４７】
　また、図６に示すように、本実施形態における液晶モジュール１２は、前述した第1の
実施形態による弾性体３ｂ及び第２の実施形態による弾性体３ｃの双方を具備し、弾性体
３ｂを固定するバックライト１１ｂと、液晶パネル２と、弾性体３ｃを固定する上フレー
ム１とを備えている。
【００４８】
　これら図５及び図６に示す液晶モジュール１２は、液晶パネル２をバックライト１１ａ
，１１ｂに固定された弾性体３ｂと、上フレーム１の裏面に固定された弾性体３ｃとで挟
み込むことにより、上フレーム１と液晶パネル２との隙間、及び液晶パネル２とバックラ
イト１１ａ，１１ｂとの隙間を確実に埋めることが可能となり、第１の実施形態及び第２
の実施形態が示す液晶モジュール１２よりも高い防塵効果が得られる。
【００４９】
　本実施形態では、弾性体３ｂ，３ｃの先端部１４ａの柔軟性により、液晶パネル２がバ
ックライト１１ａ，１１ｂと上フレーム１との間で移動を繰り返す場合や、液晶モジュー
ル１２に表示面と垂直方向の衝撃力が加わる場合に、液晶パネル２が上フレーム１とバッ
クライト１１ａ,１１ｂとの間で保持される。したがって、弾性体３ｂ,３ｃの先端部１４
ａの弾性力により液晶パネル２自身にキズがついたり、液晶モジュール１２自体の破壊及
び表示異常等の問題が解消可能となる。要するに、本実施形態では、前述した第１の実施
形態及び第２の実施形態が示す液晶モジュール１２よりも高い耐振動性及び耐衝撃性の効
果が得られる。
【００５０】
　図７は図５および図６に示す液晶モジュールの分解斜視図である。図７に示すように、
前述した第３の実施形態による液晶モジュール１２は、上フレーム１と、弾性体３ｃと、
液晶パネル２と、光学シート５および弾性体３ｂを設けたバックパネル１１ａ（あるいは
１１ｂ）とを重ね合わせる。
【００５１】
　前述した第１の実施形態による弾性体３ｂは、バックライト１１ａ,１１ｂの表面周辺
に液晶パネル２の表示部を囲うように直線的な形状で固定され、その弾性体３ｂの先端部
１４ａに液晶パネル２を搭載する。その上、液晶パネル２の表示面と対向する上フレーム
１の裏面に、液晶パネル２の表示部を囲うように、第２の実施形態による弾性体３ｃを固
定する。これら弾性体３ｂ,３ｃの先端部１４ａは液晶パネル２に接触し、若干変形、あ
るいは傾斜する形状であるため、上フレーム１と液晶パネル２との隙間、及び液晶パネル
２とバックライト１１ａ、１１ｂとの隙間を確実に埋め、液晶パネル２と光学シート５と
がなす空間の気密性を高めることが可能になる。
【００５２】
　図８は本発明の第４の実施形態を説明するための液晶モジュールの分解斜視図である。
図８に示すように、本実施の形態における液晶モジュール１２は、液晶パネル２と、周囲
の必要部分のみに、先端部１４ａを有する弾性体３ｂを形成したバックライト１１ａ（あ
るいは１１ｂ）と、上フレーム１とを有して構成される。
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【００５３】
　この液晶モジュール１２の内部への塵埃の侵入経路は、例えばランプ（図示省略）から
発せられる熱の影響や液晶モジュール２の周辺の空気流によって変化している。しかるに
、塵埃は上フレーム１の開口部の全周囲から侵入するとは限らないため、前述した第１乃
至第３の実施形態のように、液晶パネル２の表示部の全周囲に渡って弾性体３ｂあるいは
弾性体３ｃ、またはその両方を固定する必要が無い場合がある。そのため、塵埃の侵入経
路を推測し、侵入し得る部分にのみ弾性体３ｂあるいは弾性体３ｃを形成しても良い。例
えば、弾性体３ｂは、液晶パネル２の表示部に対応するバックライト１１ａ，１１ｂの表
面、あるいは上フレーム１の裏面の少なくとも一辺に固定するだけでも防塵効果を実現す
ることができる。
【００５４】
　図８では、前述した第１の実施形態による弾性体３ｂが液晶パネル２の表示部の一辺に
対応するように、直線状にバックライト１１ａ（１１ｂ）の表面に固定されている。すな
わち、本実施形態は、塵埃が侵入する可能性のある部分が弾性体３ｂを固定した辺側のみ
からである場合に防塵効果が得られ、しかも前述した第１乃至第３の実施形態と比較して
部材点数を少なくすることができ、コストの削減が可能となる。
【００５５】
　図９は本発明の第５の実施形態を説明するための液晶モジュールにおける直下型バック
ライトの断面図である。図９に示すように、本実施形態の液晶モジュールを構成する直下
型バックライト１１ｂは、ランプ８と、ランプ８から発せられる光を反射するリフレクタ
６ｂと、リフレクタ６ｂを取り付けてランプ８等の光学部材を囲い保護する下フレーム９
ｂとで構成したランプホルダセット１３を有する。このランプホルダセット１３は、下フ
レーム９ｂに拡散板１０及び光学シート５を搭載しているが、中間フレーム４ｂから矢印
の方向に引き抜くことができる。なお、上述したように、拡散板１０はリフレクタ６ｂに
よって反射された光を効率的に拡散し、また光学シート５は拡散板１０から得られる光を
更に拡散あるいは集光、偏光するものである。
【００５６】
　本実施例では、これらの中間フレーム４ｂと下フレーム９ｂにそれぞれ三角形状の弾性
体３ｅおよび３ｄを固定すると共に、先端を下フレーム９ｂ及び中間フレーム４ｂの裏面
に接触させる。
【００５７】
　前述した弾性体３ｄは、下フレーム９ｂの、中間フレーム４ｂと対向する表側面、すな
わちランプホルダセット１３の側面に固定する。その弾性体３ｄの先端部１４ａは、ラン
プホルダセット１３の表側面に対向する中間フレーム４ｂの裏側面に接触して若干変形、
あるいは傾斜する形状である。また、この弾性体３ｄを固定するランプホルダセット１３
の反対側の表側面においては、弾性体３ｅを中間フレーム４ｂの、ランプホルダセット１
３と対向する裏側面に固定し、その先端部１４ａをランプホルダセット１３の表側面に接
触させ、弾性体３ｄと同様に、若干変形したり、あるいは傾斜することが可能な形状とし
ている。
【００５８】
　かかる構造をしているため、ランプホルダセット１３ごとバックライト１１ｂの発光側
とは反対の裏面の方向へ引き抜き、ランプ交換を可能とする直下型バックライト１１ｂに
おいては、ランプ交換のためにランプホルダセット１３と中間フレーム４ｂとの間に隙間
を設ける必要がある。このため、ランプホルダセット１３と中間フレーム４ｂとの隙間か
ら塵埃が侵入し、更には塵埃が拡散板１０とランプ８が存在するリフレクタ６ｂとがなす
空間、あるいは拡散板１０と光学シート５との間、さらには液晶パネル（図示省略）と光
学シート５との間に侵入し、表示異常を引き起こすことが考えられる。
【００５９】
　そこで、図９に示す弾性体３ｄ,３ｅは、その先端部１４ａをそれぞれランプホルダセ
ット１３の表側面に対向する中間フレーム４ｂの裏側面と、中間フレーム４ｂの裏側面に
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対向するランプホルダセット１３の表側面に接触させ、若干の変形、あるいは傾斜する形
状であるため、ランプホルダセット１３と中間フレーム４ｂとの隙間を埋めるように固定
される。したがって、ランプホルダセット１３と中間フレーム４ｂとの隙間からの塵埃の
侵入を防止することが可能となる。その上、ランプ交換のためにランプホルダセット１３
ごとバックライト１１ｂの発光側とは反対の裏面の方向へ引き抜いたり、あるいは逆にラ
ンプホルダセット１３を組み込む際に、弾性体３ｄ,３ｅの先端部１４ａの柔軟性により
、前述した図１７の従来例（弾性体３ａを用いる構成）と比較しても、ランプ交換が容易
になる。さらに、ランプホルダセット１３と中間フレーム４ｂに代表されるランプホルダ
セット１３の周辺部材との干渉による部材の損傷及び脱落等の問題を防止することが可能
になる。
【００６０】
　次に、上述した本発明の第１乃至第５の実施形態による液晶モジュールに固定する各種
の弾性体について説明するが、前述した弾性体３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅは固定部１４ｂに
より固定する対象の部材が異なるのみであり、それら弾性体３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅの形
状及び材質は同一でもよく、また固定部だけを別部材で構成してもよい。なお、以降、本
発明が提案する液晶モジュール１２に固定する弾性体を弾性体３ｂとして説明する。
【００６１】
　図１０は図１および図２などに示す弾性体の斜視図である。図１０に示すように、弾性
体３ｂの先端部１４ａの断面形状は、前述した第１乃至第５の実施形態による液晶モジュ
ールにおいて、防塵効果と耐振動性や耐衝撃性の効果とを得るために三角形状である。ま
た、その先端部１４ａが液晶パネル２や中間フレーム４ｂに接触した際に、先端部１４ａ
は変形したり、あるいは傾斜する形状である。その材質は、例えばシリコンゴムを代表と
する樹脂からなり、押し出し成型やキャスティング成型等によって容易に製造することが
可能である。しかも、先端部１４ａの、液晶パネル２等の部材と接触せしめる頂点の部分
は、成形性及び形状安定性を考慮して若干丸みを帯びている。
【００６２】
　一方、弾性体３ｂの固定部１４ｂは、例えば両面テープといった粘着層を設けることに
より、各実施形態に示すように、上フレーム１の裏側やバックライト１１ａ、１１ｂの表
面等に貼り付けて固定する。この固定部１４ｂの、上フレームの裏面あるいはバックライ
ト１１ａ、１１ｂの表面等に固定する底面は、急激な温度や湿度の変化による弾性体３ｂ
の形状変化が引き起こす弾性体３ｂ自身の位置ズレや剥がれの影響を抑える程度に十分な
面積を持つものである。尚、弾性体３ｂの固定部１４ｂに粘着層を形成し易くするため、
固定部１４ｂの底面は平坦な面であることが望ましい。
【００６３】
　図１１（ａ），（ｂ）はそれぞれ図１０における弾性体の変形例の斜視図であり、また
図１２は図１０における弾性体の別の変形例を示す斜視図である。
【００６４】
　図１１（ａ），（ｂ）に示すように、これらの弾性体３ｂは、その先端部１４ａが円形
、楕円形、あるいは角型の形状に変更したものである。前述の図１０に示す弾性体３ｂを
用いた各実施形態の液晶モジュール１２に基ずく防塵効果と同等の効果を得ることが可能
である。このため、かかる弾性体３ｂは、液晶モジュール内部の構造や、成形性あるいは
目的とする価格に応じ、様々な形態に変更することが可能である。
【００６５】
　また、図１２に示すように、この弾性体３ｂは、その先端部１４ａが固定部１４ｂの端
部から突出し、その断面が略Ｌ字状に形成したものである。その防塵効果等については、
図１１（ａ），（ｂ）に説明した図１２に示すと同様である。
【００６６】
　図１３は本発明の第６の実施形態を説明するための液晶モジュールの分解斜視図である
。図１３に示すように、本実施形態の液晶モジュール１２は、前述した図１２に示す弾性
体３ｂを用いたものである。すなわち、この液晶モジュール１２は、バックライト１１ａ
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，１１ｂの、液晶パネル２と対向する表面に液晶パネル２の表示面を囲う様に固定した場
合に、バックライト１１ａ，１１ｂの周辺に固定される直線状の弾性体３ｂの各々が接す
る部分において、液晶パネル２と光学シート５とがなす空間を外部から密封するものであ
り、液晶モジュール１２の防塵性を更に向上させることができる。
【００６７】
　無論、図１２が示す弾性体３ｂの先端部１４ａは、図１０や図１１（ａ），（ｂ）に示
す断面形状のように、円形や楕円形、角型であってもよく、前述した本発明の第１乃至第
５の実施形態による液晶モジュール１２と同等の防塵性等を得ることができる。
【００６８】
　図１４は図１０における弾性体のまた別の変形例を示す斜視図である。図１４に示すよ
うに、この弾性体３ｂは、液晶モジュール１２の防塵性を更に向上させるものであり、共
通に形成された１箇所の固定部１４ｂに対し、先端部１４ａを複数箇所に設けた例である
。これにより、弾性体３ｂの、液晶パネル２や中間フレーム４ｂに接触せしめる先端部１
４ａの接触地点及び面積が多くなるため、各々の接触地点にて段階的に塵埃の侵入を防止
し、前述した各実施形態による液晶モジュール１２の防塵効果をさらに向上させることが
でき、耐振動性や耐衝撃性も同等程度には実現することができる。勿論、この弾性体３ｂ
の複数箇所に設けられる先端部１４ａの断面形状は、角型形状のみならず、円形や楕円形
、三角形状であっても良い。
【００６９】
　図１５（ａ）～（ｃ）はそれぞれ図１０の弾性体のさらに別の変形例を示す斜視図であ
る。図１５（ａ）に示すように、弾性体３ｂがＬ字と逆Ｌ字を組み合わせた構造のもの、
また図１５（ｂ）に示すように、かまぼこ型構造としたもの、さらには図１５（ｃ）に示
すように、先端を鋭角に形成した構造のものなどが可能である。これらの弾性体３ｂを用
いても、先端部１４ａの柔軟性によって、前述した図１０乃至図１２、及び図１６に示す
弾性体３ｂを用いた液晶モジュール１２と同等の防塵効果や耐振動性、耐衝撃性を得るこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本発明の第１の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における第２の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態における第２の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図５】本発明の第３の実施形態における第１の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態における第２の実施例を説明するための液晶モジュール
の断面図である。
【図７】図５および図６に示す液晶モジュールの分解斜視図である。
【図８】本発明の第４の実施形態を説明するための液晶モジュールの分解斜視図である。
【図９】本発明の第５の実施形態を説明するための液晶モジュールにおける直下型バック
ライトの断面図である。
【図１０】図１および図２などに示す弾性体の斜視図である。
【図１１】図１０における弾性体の変形例を示す図である。
【図１２】図１０における弾性体の別の変形例を示す図である。
【図１３】本発明の第６の実施形態を説明するための液晶モジュールの分解斜視図である
。
【図１４】図１０における弾性体のまた別の変形例を示す図である。
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【図１５】図１０の弾性体のさらに別の変形例を示す図である。
【図１６】従来の一例を示すサイド型バックライトを採用した液晶モジュールの断面図で
ある。
【図１７】従来の他の例を示す直下型バックライトを採用した液晶モジュールの断面図で
ある。
【符号の説明】
【００７１】
　１　　上フレーム
　２　　液晶パネル
　３ｂ，３ｃ，３ｄ，３ｅ　　弾性体
　４ａ，４ｂ　　中間フレーム
　５　　光学シート
　６ａ，６ｂ　　リフレクタ
　７　　導光板
　８　　ランプ
　９ａ，９ｂ　　下フレーム
　１０　　拡散板
　１１ａ　　サイド型バックライト
　１１ｂ　　直下型バックライト
　１２　　液晶モジュール
　１３　　ランプホルダセット
　１４ａ　　弾性体先端部
　１４ｂ　　弾性体固定部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】

【図１７】
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