
JP 4725207 B2 2011.7.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右方向長さが上下方向長さよりも長い略矩形環状の樹脂製の枠フレームを挟んで、そ
の両側に、テレビジョン受像機用の液晶パネルの周囲を取り囲んでその液晶パネルを上記
枠フレームとの間に挾み込む金属製の縁枠部材と、その縁枠部材よりも厚肉に形成されて
外面側に回路基板を装備した金属製の背板部材とが配備されていて、
　上記枠フレームが、上下左右の４つの辺部に跨がって延びるフランジを有し、上記縁枠
部材が上記枠フレームの左右両側の２つの辺部で上記フランジに個別にビス止めされ、略
矩形に形成された上記背板部材にはその背板部材の上下の各辺部だけに取付片が具備され
ていて、それらの取付片が、上記枠フレームの上下の２つの辺部の左右の端部で上記フラ
ンジに個別にビス止めされていると共に、上記回路基板と上記液晶パネルの電極とを接続
する中継基板が、上記背板部材の上辺部に沿って配備されている液晶表示装置において、
　上記フランジの同一箇所を挟む両側に、上記縁枠部材の下辺部の２箇所に個別に連設さ
れた第１突片と上記背板部材の下辺部の２箇所に個別に連設された第２突片とが配備され
、それらの第２突片に形成されているねじ孔に、上記第１突片に開設されているビス挿通
孔と上記フランジに開設されている貫通孔とに挿通させた頭付きビスでなるビスがねじ込
まれ、かつ、そのビスによって上記縁枠部材と上記背板部材とが上記フランジに対して締
め付けられてそのフランジにビス止めされていると共に、そのビス止め箇所が、背板部材
の下辺部の左右方向中央部分に定められ、それらの各突片及びビスが、上記縁枠部材を上
記背板部材に電気的に導通させるアース電路を形成していることを特徴とする液晶表示装
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置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばテレビジョン受像機に採用される液晶表示装置、特に、液晶パネル
の周囲に配備されるベゼルと呼ばれる金属製の縁枠部材を、その液晶パネルの背部に配備
されるリアフレームと呼ばれる金属製の背板部材に電気的に導通させることによって、人
体の静電気が液晶パネルや制御用の回路基板などに悪影響を及ぼすことを防ぐ対策を講じ
た液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カメラの分野で用いられる液晶表示装置として、液晶表示器の下に配備した導電
性部材を介して装置本体のアースに接続するという技術が知られていた（たとえば、特許
文献１参照）。また、同じくカメラの分野において、液晶表示パネルをフロントケースと
リアケースとの間に挟持させ、それら両ケースに、互いに接触する導電性端面を具備させ
てアースコンタクトを形成することや（たとえば、特許文献２参照）、カーナビゲーショ
ンシステムに採用される小型液晶表示装置においては、、液晶モジュールの両側に金属製
カバーと背面ケースとを配備し、金属製カバーに設けたアース端子を、液晶駆動回路の一
面に設けたアース接点に弾性接触させることが知られている（たとえば、特許文献３参照
）。さらに、カメラの分野において、電気配線基板に載置したＬＣＤ組立体のＬＣＤパネ
ルの周縁に外装カバーの表示窓を嵌め込み、その表示窓の輪郭で押さえ込んだバネ構造の
アース片をアース面に押接して静電破壊を防ぐ技術も提案されている（たとえば、特許文
献４参照）。
【０００３】
　上掲の各特許文献によって提案されている技術は、カメラやカーナビゲーションに用い
られる小型の液晶表示装置についての静電気対策を提案しているに過ぎず、そのような技
術を、それに比べて大形に構成されることが多いテレビジョン受像機用の液晶表示装置に
そのまま適用することはできない。すなわち、テレビジョン受像機などに用いられる１５
インチあるいは２０インチといったサイズの液晶表示装置では、液晶モジュールによって
構成される液晶パネルを直接にフロントケースとリアケースとによって挟持させることが
できない。すなわち、テレビジョン受像機に用いられる液晶パネルでは、バックライトと
しての光源の設置スペースを液晶パネルの背部に確保したり、液晶パネル補強用構造体を
設けたりすることなどが必要になるため、それらに役立つ枠フレームを液晶パネルの背部
に設けることが必要になる。この種の液晶表示装置の参考例を図６を参照して次に説明す
る。
【０００４】
　図６は参考例による液晶表示装置の要部を示した概略分解斜視図である。この液晶表示
装置は、略矩形環状の樹脂成形体でなる枠フレーム１を挟んで、その両側に、テレジジョ
ン受像機用の液晶パネル５の周囲を取り囲んでその液晶パネル５を枠フレーム１との間に
挾み込む金属製の縁枠部材（ベゼル）６と、その縁枠部材６よりも厚肉に板金を用いて形
成された背板部材（リアフレーム）８とが配備されていて、背板部材８の外面側には、液
晶パネルを駆動することなどに用いられる回路基板（不図示）が取り付けられている。そ
して、縁枠部材６がビス３を用いて複数箇所で枠フレーム１に固定され、同様に、背板部
材８が図示していないビスを用いて複数箇所で枠フレーム１に固定されていた。なお、図
６において、９は横長の中継基板で、この中継基板９は、背板部材８に取り付けられた上
記回路基板と液晶パネル５の電極とを接続するために必要とされ、背板部材８の上辺に沿
って配備される。
【０００５】
　以上の構成を有する液晶表示装置では、人体の静電気が飛び込んで液晶パネル５に悪影
響を及ぼすことを防ぐための対策として、液晶パネル５を枠フレーム１に固定している縁
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枠部材６を活用することが有益であることが判っている。
【０００６】
　しかしながら、１５インチ程度の比較的小サイズの液晶表示装置では、液晶パネル５の
上辺部に電極（不図示）が位置していて、その電極と横長の中継基板９とを接続するフレ
キシブル配線基板（不図示）の設置スペースを縁枠部材６の上辺部に確保することが要求
される。そのためなどにより、図６で判るように、縁枠部材６は左右の辺部だけを枠フレ
ーム１にビス止めしている。これに対し、背板部材８は、その上辺部と下辺部とにだけ取
付片８１，８２を有し、それらの取付片８１，８２を枠フレーム１にビス止めすることに
よって必要な取付強度を確保するようにし、その左右の側辺部には取付片を設けないよう
にして材料歩留りを高め、コストダウンを図っている。これらのことから、人体の静電気
を縁枠部材６で集めて背板部材８に逃がし、さらに、背板部材８からそれに取り付けられ
ている回路基板のアースパターンに逃がすようにするためには、どうしてもアース金具１
００が余分に必要になるものと考えられた。
【０００７】
　そして、この用途に用いられるアース金具１００は、図７のように板金を複雑な形状に
曲げ加工することによって形成されていて、その一端部１１０が図６のように上記ビス３
の１つを用いて縁枠部材６に共締めされ、その他端部１２０が図６のようにビス４を用い
て背板部材８に結合される。
【０００８】
　この構成の液晶表示装置において、縁枠部材６は、当該液晶表示装置の設置箇所に人体
の静電気が飛び込んだ場合に、その静電気を導通させて液晶パネル５に悪影響が及ぶこと
を防ぐことに役立つ。すなわち、人体の静電気が当該液晶表示装置の設置箇所に飛び込む
と、その静電気が縁枠部材６、アース板１００、背板部材８、上記回路基板をこの順に導
通してＡＣ電源コードに流れ、接地側へ逃がされる。
【特許文献１】特開２００３－８４２６１号公報
【特許文献２】特開２０００－１９４９１号公報
【特許文献３】特開２００４－２６４３４２号公報
【特許文献４】特開２００４－２５２１８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図６を参照して説明した参考例によると、縁枠部材６を枠フレーム１に
固定するためのビス３でアース金具１００をその縁枠部材６に共締めしてはいるものの、
複雑な形状のアース金具１００やそのアース金具１００を背板部材８に結合しているビス
４が必要である。そのため、上記したように背板部材８の左右の側辺部から取付片を無く
してその材料歩留りを高め、コストダウンを図ったとしても、アース金具やその取り付け
のためのビスが余分に必要になるために、背板部材８の材料歩留りによるコストダウンの
効果がアース金具などの余分に必要になる部品によって減殺されてしまうおそれがある。
【００１０】
　本発明は以上の状況に鑑みてなされたものであり、アース金具やアース金具を取り付け
るためのビスを余分に用いる必要を無くすることができるにもかかわらず、人体の静電気
が飛び込んだ場合にその静電気を縁枠部材から背板部材に導くことができるようにして液
晶パネルに悪影響が及ぶことを防ぐことのできる液晶表示装置を提供することを目的とす
る。
【００１１】
　また、本発明は、上記したように背板部材の左右の側辺部から取付片を無くした場合で
あっても、上記したアース金具などの余分な部品を用いることなく、静電気を縁枠部材か
ら背板部材に導くことができるようにして液晶パネルに悪影響が及ぶことを防ぐことので
きる液晶表示装置を提供することを目的とする。
【００１２】
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　さらに、本発明は、縁枠部材を背板部材に電気的に導通させるアース電路をビスによっ
て形成させることができるようにすると共に、そのビスを、縁枠部材や背板部材の枠フレ
ームへの取付強度を高めることに役立たせることのできる液晶表示装置を提供することを
目的とする。
【００１３】
　さらに、本発明は、特に１５インチ程度の比較的小サイズの液晶パネルへの静電気の影
響を、その液晶パネルの取付強度を損なうことなく有効に防ぐことの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】
【００１４】
　本発明に係る液晶表示装置は、左右方向長さが上下方向長さよりも長い略矩形環状の樹
脂製の枠フレームを挟んで、その両側に、テレビジョン受像機用の液晶パネルの周囲を取
り囲んでその液晶パネルを上記枠フレームとの間に挾み込む金属製の縁枠部材と、その縁
枠部材よりも厚肉に形成されて外面側に回路基板を装備した金属製の背板部材とが配備さ
れている。また、上記枠フレームが、上下左右の４つの辺部に跨がって延びるフランジを
有し、上記縁枠部材が上記枠フレームの左右両側の２つの辺部で上記フランジに個別にビ
ス止めされ、略矩形に形成された上記背板部材にはその背板部材の上下の各辺部だけに取
付片が具備されていて、それらの取付片が、上記枠フレームの上下の２つの辺部の左右の
端部で上記フランジに個別にビス止めされていると共に、上記回路基板と上記液晶パネル
の電極とを接続する中継基板が、上記背板部材の上辺部に沿って配備されている。
　そして、上記フランジの同一箇所を挟む両側に、上記縁枠部材の下辺部の２箇所に個別
に連設された第１突片と上記背板部材の下辺部の２箇所に個別に連設された第２突片とが
配備され、それらの第２突片に形成されているねじ孔に、上記第１突片に開設されている
ビス挿通孔と上記フランジに開設されている貫通孔とに挿通させた頭付きビスでなるビス
がねじ込まれ、かつ、そのビスによって上記縁枠部材と上記背板部材とが上記フランジに
対して締め付けられてそのフランジにビス止めされていると共に、そのビス止め箇所が、
背板部材の下辺部の左右方向中央部分に定められ、それらの各突片及びビスが、上記縁枠
部材を上記背板部材に電気的に導通させるアース電路を形成している。
【００１５】
　この構成であると、人体の静電気が当該液晶表示装置の設置箇所に飛び込んだ場合に、
その静電気が縁枠部材に流れた後、第１及び第２の各突片及びビスによって形成されてい
るアース電路を通って背板部材に逃がされるので、液晶パネルに静電気による悪影響が及
ぶことを防止することが可能になる。したがって、図６や図７で説明したアース金具１０
０やそれを取り付けるためのビスを用いる必要がなくなる。
【００１６】
　本発明では、アース電路を形成しているビスが汎用的な頭付きビスであるためにそのビ
スが安価であるという利点がある。
【００１７】
　本発明では、背板部材の左右の辺部に取付片を設けていないために、その背板部材の材
料歩留りが高まり、そのことが、上記アース電路の安価な構成と相まってコストダウンが
顕著に促進されるようになる。この発明は、特に、背板部材の上下の２つの辺部だけに設
けた取付片を枠フレームにビス止めすることによって必要な取付強度を確保することがで
きる液晶表示装置、たとえば、１５インチ程度の比較的小サイズの液晶パネルを採用した
液晶表示装置に有利に適用することができる。
【００１８】
　本発明では、上記回路基板と上記液晶パネルの電極とを接続する中継基板が、上記背板
部材の上辺部に沿って配備され、その上辺部に対する対辺方向反対側の背板部材の下辺部
に上記第２突片が連設されているので、縁枠部材に流れた静電気が中継基板から遠ざかる
方向に流れることになり、中継基板の周囲に静電気が集まって悪影響を及ぼすという事態
が軽減される。すなわち、静電気の逃がし効率が向上する。
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【００１９】
　本発明では、上記アース電路を形成している上記ビスに、縁枠部材と背板部材とを上記
フランジにビス止めする機能を付与してある。そのため、縁枠部材と背板部材とを上記フ
ランジにビス止めする箇所を増やさずに枠フレームに対するそれらの取付強度を高めるこ
とが可能になる。
【００２０】
　この発明の作用は後述する実施形態を参照して詳細に説明する。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明によれば、縁枠部材に設けた第１突片と背板部材に設けた
第２突片とをビスで枠フレームのフランジに締め付けるだけでアース電路が形成され、そ
のアース電路を介して縁枠部材に流れた静電気を背板部材に逃がすことができるようにな
るので、図６で説明したアース金具やそれを取り付けるためのビスを省略しても液晶パネ
ルに静電気による悪影響が及びにくくなる。したがって、ユーザは、ユーザ自身の静電気
が液晶パネルに悪影響を及ぼすことを心配せずに使用することができるようになる。また
、アース金具やそれを取り付けるためのビスが省略されて必要部品点数が減少するので、
それだけコストダウンを図りやすくなり、特に、背板部材の上下の２つの辺部だけに取付
片を連設し、他の２つの辺部から取付片を無くしてその背板部材の材料歩留りを高めてあ
るので、その背板部材を安く製作することができるようになることと相まって顕著なコス
トダウンを図ることが可能になる。そのほか、上記したアース電路を形成するビスを、縁
枠部材や背板部材の枠フレームへの取付強度を高めることに役立たせているので、縁枠部
材や背板部材を枠フレームに取り付けることに用いるビスの数を増やさずにそれらの取付
強度を向上させることができるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１は本発明に係る液晶表示装置の要部の概略分解斜視図、図２は同液晶表示装置の正
面図、図３は同液晶表示装置の背面図、図４は図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う部分の拡大断面
図、図５は図３の矢視ＶＩＩＩ方向から見た背板部材８の水平断面図である。
【００２３】
　この実施形態の液晶表示装置は、１５インチ程度の比較的小サイズの液晶モジュールで
なる矩形の液晶パネル５を用いたテレビジョン受像機用として形成されていて、図１のよ
うに、その主要な構成要素に、略矩形環状に形作られた樹脂製の枠フレーム１と、金属製
の縁枠部材６と、金属製の背板部材８とを備えていて、図６や図７に示したアース金具１
００やそれを取り付けるためのビス３，４は不要である。
【００２４】
　枠フレーム１は、上下左右の４つの辺部に跨がって延びるフランジ１２を有していて、
図２及び図３に示したように、そのフランジ１２の上辺部分は両端を残してその中央部部
分が欠除されている。
【００２５】
　縁枠部材６は矩形環状に形作られていてその各辺部がＬ字形の断面形状を有し、枠フレ
ーム１に載架された液晶パネル５の周囲に嵌め込まれてその液晶パネル５の全体を取り囲
んでいると共に（図４参照）、上記枠フレーム１の左右の各辺部で、その枠フレーム１の
フランジ１２に、図２に示したａ，ｂ，ｃ，ｄの４箇所でビス止めされている。これらの
ビス止め箇所ａ～ｄでは、縁枠部材６の左右の辺部に連設されて外側方に突き出た舌片状
の取付片６２のビス挿通孔に挿通させた取付ビス６ａを、フランジ１２に形成したねじ孔
にねじ込んで締め付けてある。この構成により、液晶パネル５が枠フレーム１と縁枠部材
６との間に挟み込まれて枠フレーム１に固定される。
【００２６】
　これに対し、略矩形に形成された背板部材８は、図１又は図５のように平板材を曲げ加
工することにより製作されている。また、背板部材８はその上辺部と下辺部とにだけ取付
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片８１，８２を備え、上辺部の取付片８１は両端を残してその中央部部分が欠除されてい
る。そして、この背板部材８が、上記枠フレーム１を挟んで上記縁枠部材６の反対側でそ
のフランジ１２に、図３に示したｅ，ｆ，ｇ，ｈの４箇所でビス止めされている。これら
のビス止め箇所ｅ～ｈのうち、上側の左右のビス止め箇所ｅ，ｈでは、取付片８１のビス
挿通孔に挿通させた取付ビス８ａを、枠フレーム１の上辺部で、フランジ１２に形成した
ねじ孔にねじ込んで締め付けてあり、下側の左右のビス止め箇所ｆ，ｇでは、取付片８２
のビス挿通孔に挿通させた取付ビス８ａを、枠フレーム１の下辺部で、フランジ１２に形
成したねじ孔にねじ込んで締め付けてある。
【００２７】
　ところで、この実施形態の液晶表示装置は、上記したように１５インチ程度の比較的小
サイズの液晶モジュールでなる矩形の液晶パネル５を用いたテレビジョン受像機用として
形成されているために、背板部材８もそれに見合う大きさに形成されている。そのため、
この背板部材８の枠フレーム１に対する取付強度は、図３のように上下の４箇所のビス止
め箇所ｅ，ｆ，ｇ，ｈを設けるだけで十分に確保される。そこで、この背板部材８では、
その上辺部と下辺部とにだけ取付片８１，８２を具備させ、左右の辺部から取付片を無く
することによって材料歩留りを高め、その材料コストや製作コストを低減している。
【００２８】
　図３のように、背板部材８はその外面側に上記した液晶パネル５を駆動する制御用の回
路基板２００が取り付けられていて、その回路基板２００と液晶パネル５の上端に並んで
いる電極（不図示）とが、背板部材８の上辺部で左右の取付片８１，８１の相互間空間（
取付片８１の欠除箇所）に設置した横長の中継基板９を介して接続されている。このよう
に背板部材８には、回路基板２００などの取付強度を確保することのできる十分に大きな
剛性が付与されている必要があることから、その背板部材８は上記した縁枠部材６よりも
厚肉の平板材を用いて製作されている。
【００２９】
　次に、図２のように縁枠部材６に連設された第１突片６２と、図３のように背板部材８
の下側の取付片８２を形成している部分と同一部分によって形成された第２突片８３とが
、枠フレーム１の下辺部でそのフランジ１２の同一箇所を挟む両側に配備されている。そ
して、図４のように、第２突片８３に形成されているねじ孔８４に、第１突片６２に開設
されているビス挿通孔６３とフランジ１２に開設されている貫通孔１３とに挿通させた汎
用的で安価な頭付きビスでなるビス１０がねじ込まれている。このビス１０は、第１突片
６２や第２突片８３と共働して縁枠部材６を背板部材８に電気的に導通させるアース電路
を形成しているだけでなく、縁枠部材６と背板部材８とをフランジ１２に対して締め付け
てそのフランジ１２にビス止めするという作用をも発揮している。この事例では、ビス１
０がねじ込まれて締め付けられているねじ孔８４を、縁枠部材６よりも厚肉の背板部材８
の第２突片８３に形成してあるので、ビス１０による十分な締付け力が得られて、縁枠部
材６と背板部材８とが強固にフランジ１２に取り付けられるという利点がある。
【００３０】
　以上のように構成された液晶表示装置によると、当該液晶表示装置の設置箇所に飛び込
んだ人体の静電気が、液晶パネル５や回路基板２００、中継基板９などに悪影響を与える
ことなく縁枠部材６に流れ、その縁枠部材６から、ビス１０と第１突片６２と第２突片８
３とによって形成されているアース電路を経て背板部材８に逃がされ、さらに、その背板
部材８から回路基板２００のアースパターンを経て接地側に逃がされる。したがって、図
６や図７で説明したアース金具１００やそれを取り付けるためのビス３，４を省略してい
るにもかかわらず、静電気による悪影響が液晶パネル５などに及ばない。特に、この実施
形態では、背板部材８の上辺部に沿って中継基板９を配備しているのに対し、ビス１０と
第１突片６２と第２突片８３とによって形成されているアース電路を、その反対側の背板
部材８の下辺部に具備させてあるので、縁枠部材６に流れた静電気が中継基板９から遠ざ
かる方向に流れることになる。そのために、中継基板９の周囲に静電気が集まって悪影響
を及ぼすという事態が軽減されて静電気の逃がし効率が向上するという利点がある。
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【００３１】
　以上では、１５インチ程度の比較的小サイズの液晶パネル５を備えたテレビジョン受像
機用の液晶表示装置を例示したけれども、この実施形態と同様の構成を、２０インチとい
う大サイズの液晶パネルを備えたテレビジョン受像機の液晶表示装置やその他のＡＶ機器
の液晶表示装置に適用することは勿論可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明に係る液晶表示装置の要部の概略分解斜視図である。
【図２】同液晶表示装置の正面図である。
【図３】同液晶表示装置の背面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う部分の拡大断面図である。
【図５】図３の矢視ＶＩＩＩ方向から見た背板部材の水平断面図である。
【図６】参考例に係る液晶表示装置の要部の概略分解斜視図である。
【図７】アース金具の拡大斜視図である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　枠フレーム
　４　ビス
　５　液晶パネル
　６　縁枠部材
　８　背板部材
　９　中継基板
　１０　ビス
　１２　フランジ
　１３　貫通孔
　６２　第１突片
　６３　ビス挿通孔
　８１，８２　取付片
　８３　第２突片
　８４　ねじ孔
　１００　アース金具
　２００　回路基板
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