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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側部を有し、液晶パネルを支持するための第１のフレームと、該液晶パネルの表面の一
部を覆う上部と該第１のフレームの側部とほぼ平行に延び且つ結合部を有する側部とを有
する第２のフレームと、該第１のフレームの側部に着脱可能に取り付けられ且つ該第２の
フレームの側部の結合部と結合される結合部を有する第３の部材とを備え、
　前記第３の部材は、前記第１のフレームの側部の上面と接触する第１の壁と、前記第１
のフレームの側部と対面する第２の壁と、前記第１のフレームの底面と接触する第３の壁
とを有し、該第１の壁と該第３の壁とが前記第１のフレームを弾性的に挟持することを特
徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第３の部材の前記結合部は前記第２の壁に設けられたねじ穴からなり、前記第２の
フレームの側部の結合部は穴からなり、ねじが第２のフレームの穴を通って前記第３の部
材のねじ穴に螺合されることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１のフレームは樹脂で作られ、前記第２のフレームは金属で作られ、前記第３の
部材は金属で作られ、導体部分が前記第１のフレームに取り付けられ、前記第３の部材は
該導体部分を前記第２のフレームに電気的に接続することを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示装置。
【請求項４】
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　前記第１のフレームによって支持される光学シート及び光学モジュールをさらに備え、
前記第３の部材は、光学シート及び光学モジュールの少なくとも一方を固定する舌片を有
することを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、液晶表示装置は、携帯型情報機器として広く使用され、さらなる軽薄短小化が求め
られている。このため、液晶表示装置の額縁部（表示領域の外側の部分）の面積を小さく
することが求められている。
液晶表示装置は液晶パネルを含み、液晶パネルはフレームによって支持されている。場合
によっては、液晶表示装置は液晶パネルとバックライト等の光源ユニットとを含み、液晶
パネルと光源ユニットとが液晶表示ユニットとしてフレームによって一体的に支持される
。このようなフレームは、液晶パネルの底部を支持する第１のフレームと、液晶パネルの
上部の周辺部を覆い且つ第１のフレームに嵌合される第２のフレームとからなり、第２の
フレームはねじにより第１のフレームに固定される。第１及び第２のフレームは概略矩形
の外径形状を有する。
【０００３】
第２のフレームを第１のフレームに固定するために、第１のフレーム及び第２のフレーム
は共に矩形の外径形状から外側に突き出したフランジを含み、これらのフランジを重ね合
わせて、表示面と垂直に延びるねじにより結合していた。このような構造は、例えば、特
開平１１－２０２７８７号公報、特開平２０００－４７２０９号公報に記載されている。
しかし、この場合には、フランジを設けるために、液晶表示装置の額縁部の面積を小さく
することができない。
【０００４】
そこで、第２のフレームと第１のフレームとの嵌合部（第２のフレームの側部と第１のフ
レームの側部）に穴（ねじ穴）を設けて、表示面と平行に延びるねじにより結合していた
。このような構造は、例えば、特開平１０－２８２８９９号公報（米国特許第５９２６２
３７号、５８３５１３９号、６００２４５７号）、特開平１１－６９９８号公報、特開平
１１－８５３１９号公報に記載されている。しかし、この場合には、ねじ穴を樹脂で作ら
れる第１のフレームに正確な位置に設けるのが難しいという問題がある。特に、樹脂の部
材にねじ穴を設ける場合、ねじ穴を有する金属部材を樹脂にインサート成形することが多
いが、ねじ穴を正確な位置に設けるのが難しい。
【０００５】
また、液晶表示装置の急速な需要の拡大により、自立型液晶表示装置の供給も高まってい
る。自立型表示装置は例えば特開平７－５６５１６号公報、特開平１１－２５９０１１公
報に記載されている。従来の自立型表示装置においては、液晶表示装置等の表示装置はハ
ウジング内に配置され、チルト機構を含む自立装置はハウジングに取り付けられる。この
ためには、ハウジングがチルト機構を含む自立装置を取り付けるのに適した構造のもので
あることが必要である。しかし、コンパクトな液晶表示装置においてはそのようなハウジ
ングを設けることができないことがある。この場合、表示ユニットを支持するフレームに
シャーシを取り付け、シャーシにチルト機構を取りつけていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、狭い額縁領域の液晶表示装置を提供することである。
本発明の他の目的は液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構をもった簡単な
構造の液晶表示装置を提供することである。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
本発明による液晶表示装置は、側部を有し、液晶パネルを支持するための第１のフレーム
と、該液晶パネルの表面の一部を覆う上部と該第１のフレームの側部とほぼ平行に延び且
つ結合部を有する側部とを有する第２のフレームと、該第１のフレームの側部に着脱可能
に取り付けられ且つ該第２のフレームの側部の結合部と結合される結合部を有する第３の
部材とを備えたことを特徴とするものである。
【０００８】
この構成によれば、液晶表示装置の額縁部（表示領域の外側の部分）の面積を小さくする
ことができる。
また、本発明による液晶表示装置は、液晶パネルと、光源ユニットと、該液晶パネル及び
該光源ユニットを液晶表示ユニットとして支持するフレームと、該フレームに取り付けら
れ、該液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構とを備えたことを特徴とする
ものである。
【０００９】
この構成によれば、液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構をもった簡単な
構造の液晶表示装置を得ることができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施例について図面を参照して説明する。
図１は本発明の第１実施例による液晶表示装置１０を示す斜視図である。図２は図１の液
晶表示装置１０の部分断面図である。液晶表示装置１０は液晶パネル１２を含む。図５に
示されるように、液晶パネル１２は一対のガラス基板１４、１６の間に液晶１８を挿入し
たものである。ガラス基板１４、１６の内面側には配向膜及び電極（図示せず）が形成さ
れ、ガラス基板１４、１６の外面側には偏光板（図示せず）が取り付けられている。
【００１１】
図１及び図２において、液晶表示装置１０は、第１のフレーム２０と、第２のフレーム２
２と、第３の部材２４とを備えている。第１のフレーム２０及び第２のフレーム２２は共
に矩形の環状の外径形状を有する。第２のフレーム２２は第１のフレーム２０に嵌合され
る。
第１のフレーム２０は、底部２０ａと側部２０ｂを有し、液晶パネル１２を支持する。側
部２０ｂの上面は段付きに形成されており、液晶パネル１２は側部２０ｂの上面の内側の
高い段面で支持される。第２のフレーム２２は、液晶パネル１２の表面の一部を覆う上部
２２ａと、第１のフレーム２０の側部２０ｂとほぼ平行に延びる側部２２ｂとを有する。
第２のフレーム２２から露出される液晶パネル１２の部分が表示領域１２ａとなる。第２
のフレーム２２は、一対の対向する側部２２ｂにおいて、第１のフレーム２０に結合され
るようになっており、それらの側部２２ｂは結合部２２ｃを有する。
【００１２】
第３の部材２４は、第１のフレーム２０の側部２０ａに着脱可能に取り付けられるように
なっている。第３の部材２４は、第２のフレーム２２の側部２２ｂの結合部２２ｃと結合
される結合部２４ａを有する。第２のフレーム２２の側部２２ｂの結合部２２ｃは貫通穴
として形成され、第３の部材２４の結合部２４ａはねじ穴として形成される。ねじ２６が
結合部２２ｃを通り、結合部２４ａに螺合される。このようにして、第３の部材２４は第
１のフレーム２０の側部２０ａに固定されるので、第２のフレーム２２は第３の部材２４
を介して第１のフレーム２０に固定されることになる。
【００１３】
第３の部材２４は、第１のフレーム２０の側部２０ｂの上面（の外側の低い段面）と接触
する第１の壁２４ｂと、第１のフレーム２２の側部２２ｂと対面する第２の壁２４ｃと、
第１のフレーム２０の底面と接触する第３の壁２４ｄとを有する。第１の壁２４ｂと第３
の壁２４ｄとは互いにほぼ平行に延び、第２の壁２４ｃは第１の壁２４ｂと第３の壁２４
ｄの中間部にあってこれらを連結する。第３の部材２４の結合部２４ａは第２の壁２４ｃ
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に設けられたねじ穴からなる。
【００１４】
第３の部材２４はクリップとして機能し、第１の壁２４ｂと第３の壁２４ｄとが第１のフ
レーム２０（の側部２０ｂ）を弾性的に挟持するようになっている。従って、第３の部材
２４は容易に第１のフレーム２０に取り付けられることができ、また、容易に第１のフレ
ーム２０から取り外すされることができる。
好ましくは、図７の（Ａ）に示されるように、第１のフレーム２０の底面又は上面に突起
２０ｐが形成され、第３の部材２４の第１の壁２４ｂ又は第３の壁２４ｄには丸穴２４ｐ
が形成される。従って、第３の部材２４を第１のフレーム２０に取り付けるときに、突起
２０ｐが丸穴２４ｐにはまるようにすれば、第３の部材２４は第１のフレーム２０に対し
て正確に位置決めされ、且つ第１のフレーム２０に固定される。
【００１５】
図７の（Ｂ）に示されるように、（Ａ）の変形として、第１のフレーム２０の底面又は上
面に突起２０ｐが形成され、第３の部材２４の第１の壁２４ｂ又は第３の壁２４ｄには長
穴２４ｑが形成される。長穴２４ｑは第１のフレーム２０の側面と平行な方向に長く形成
される。従って、第３の部材２４を第１のフレーム２０に取り付けるときに、突起２０ｐ
が長穴２４ｑにはまり、かつ第３の部材２４が第１のフレーム２０に対して長穴２４ｑの
範囲内でスライドすることができる。よって、第３の部材２４の位置を調節することがで
きる。
【００１６】
この液晶表示装置１０はこのままの形体で液晶表示装置として使用することができる。あ
るいは、この液晶表示装置１０はさらに携帯型情報機器のケース又はハウジングに取り付
けて携帯型情報機器を構成することもできる。後者の場合には、第２のフレーム２２の側
部２２ｂはさらに携帯型情報機器のケース又はハウジングに取り付けるための穴又はねじ
穴を有するものとすることができる。
【００１７】
図３及び図４は図１及び図２の液晶表示装置１０の変形例を示す図である。図３に示す液
晶表示装置１０は、図１及び図２の液晶表示装置１０と同様の部材を含み、かつ、光源ユ
ニット（バックライト）２８を付加した例を示す図である。第１のフレーム２４は光源ユ
ニット２８及び液晶パネル１２を支持している。
図６は光源ユニット２８の一例を示す図である。光源ユニット２８は、ランプ３０ａとリ
フレクタ３０ｂとからなる光源３０と、導光板３２と、反射板３４と、透明な樹脂の光学
シート３３、３４とからなる。光源３０から発射された光は導光板３２に入り、導光板３
２の内部を全反射しながら進む。導光板３２の内部を進む光は反射板３４に当たると散乱
し、一部の光が導光板３２の上面から出射する。導光板３２から出射した光は光学シート
３３、３４を通り、液晶パネル１２を照明する。反射板３４には多数のドットが形成され
ており、光学シート３３、３４は薄い液晶パネル１２を通してそのようなドットが見えな
いようにする効果を有し、且つ光の散乱を促進する。
【００１８】
さらに、第３の部材２４は第３の壁２４ｄから延長された舌片２４ｅを有する。液晶パネ
ル駆動用回路基板３６が第１のフレーム２０に取り付けられる。液晶パネル駆動用回路基
板３６のグランド部分が第３の部材２４の舌片２４ｅに電気的に接続されるようになって
いる。グランド部分は導体部分である。第１のフレーム２０は樹脂で作られ、第２のフレ
ーム２２は金属で作られ、第３の部材２４は金属で作られる。この場合、グランド部分（
導体部分）が第１のフレーム２０に取り付けられ、第３の部材２４はグランド部分（導体
部分）を第２のフレーム２２に電気的に接続する。従って、第２のフレーム２２もグラン
ドに接続されることになる。
【００１９】
図４に示す液晶表示装置１０は、図３の液晶表示装置１０と同様の部材を含む。この例で
は、第３の部材２４は、光学シート及び光学モジュールの少なくとも一方を固定する舌片
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２４ｆを有する。ここでは、図６の光源３０と、導光板３２と、反射板３４とを合わせて
光学モジュールと呼び、透明な樹脂の光学シート３３、３４を単に光学シートと呼んでい
る。こうすることによって、光源ユニット２８をより確実に固定することができる。液晶
パネル１２は舌片２４ｆ上に緩衝材３８を介して支持される。なお、緩衝材３８はその他
の実施例でも設けることができる。
【００２０】
図８から図１３は図１から図４の液晶表示装置１０の変形例を示す図である。液晶表示装
置１０は、液晶パネル１２と、光源ユニット２８と、第１のフレーム２０と、第２のフレ
ーム２２と、第３の部材２４とを備えている。
図８は光源ユニット２８及び液晶パネル１２を支持する第１のフレーム２０から見た液晶
表示装置１０の底面図である。第１のフレーム２０の底面には、２つの液晶パネル駆動用
回路基板３６Ｘ、３６Ｙが取り付けられている。液晶パネル駆動用回路基板３６Ｘ、３６
Ｙはそれぞれグランド部分を有する。
【００２１】
第１のタイプの第３の部材２４Ｘ及び第２のタイプの第３の部材２４Ｙが第１のフレーム
２０の一方の側部に取り付けられ、第３のタイプの第３の部材２４Ｚが第１のフレーム２
０の一方の側部に取り付けられている。これらの第３の部材２４Ｘ、２４Ｙ、２４Ｚの機
能は前の実施例の第３の部材２４の機能と同様である。
【００２２】
図９は第１のタイプの第３の部材２４Ｘを示す斜視図であり、図１０は第２のタイプの第
３の部材２４Ｙを示す図である。上記した第３の部材２４と同様に、第１のタイプの第３
の部材２４Ｘ及び第２のタイプの第３の部材２４Ｙの各々は、第１の壁２４ｂと、第２の
壁２４ｃと、第３の壁２４ｄと、第２の壁２４ｃに設けられたねじ穴からなる結合部２４
ａと、固定用の丸穴２４ｐを備える。第１のタイプの第３の部材２４Ｘはさらに第３の壁
２４ｄから延長された舌片２４ｅを有する。
【００２３】
図１１は第３のタイプの第３の部材２４Ｚを示す斜視図である。第３のタイプの第３の部
材２４Ｚは、第１のタイプの第３の部材２４Ｘ及び第２のタイプの第３の部材２４Ｙと同
様な基本的な構造をもつが、第１のタイプの第３の部材２４Ｘ及び第２のタイプの第３の
部材２４Ｙよりも長く、複数のねじ穴からなる結合部２４ａを有する。第３のタイプの第
３の部材２４Ｚは、固定用の丸穴２４ｐ及び長穴２４ｑを有する。さらに、第３のタイプ
の第３の部材２４Ｚは、第３の壁２４ｄの延長上に穴２４ｒを有する。穴２４ｒは図８に
も示される。液晶パネル駆動用回路基板３６Ｘを第１のフレーム２０に固定するねじが穴
２４ｒを通るようになっている。同様のねじが第２のタイプの第３の部材２４Ｙの切り欠
き２４ｓを通る。
【００２４】
図１２は第１のタイプの第３の部材２４Ｘを含む液晶表示装置の断面図である。図１３は
第１のタイプの第３の部材２４Ｘをとりつける第１のフレーム２０の側部２０ｂの部分を
示す斜視図である。図１２の液晶表示装置１０の基本的な構成は図３の液晶表示装置１０
の基本的な構成と同様である。ただし、図１２においては、突起２０ｐ及び丸穴２４ｐが
示されており、第１のタイプの第３の部材２４Ｘの第３の壁２４ｄから延長された舌片２
４ｅは第１のフレーム２０底部と液晶パネル駆動用回路基板３６Ｘとの間にサンドイッチ
されるように配置される。舌片２４ｅは第３の壁２４ｄから段付きに形成されている。
【００２５】
図１３に示されるように、第１のフレーム２０の側部２０ｂは、上面２０ｃ及び側面２０
ｄを有し、上面２０ｃは凹面２０ｅを有し、側面２０ｄは凹部２０ｆを有する。第１のタ
イプの第３の部材２４Ｘの第１の壁２４ｂは上面２０ｃの凹面２０ｅに載置されるように
なっており、第１の壁２４ｂは上面２０ｃの凹面２０ｅよりも少し大きい面積を有する。
【００２６】
ねじ穴を有する結合部２４ａは図９に示されるように第１のタイプの第３の部材２４Ｘの
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第２の壁２４ｃから突出している。第１の壁２４ｂを上面２０ｃの凹面２０ｅに載置し且
つ第２の壁２４ｃを側面２０ｄに接触させたときに、ねじ穴を有する結合部２４ａは側面
２０ｄの凹部２０ｆに進入し、組み立てた時にねじ穴を有する結合部２４ａの長さを吸収
し、液晶表示装置の額縁の増大要因にはならない。同様に、ねじ２６（図２参照）を結合
部２４ａのねじ穴に螺合させたときに、少なくともねじ２６の先端も側面２０ｄの凹部２
０ｆに進入する。
【００２７】
従って、本発明によれば、狭い額縁領域の液晶表示装置を実現することができる。
図１４から図２０は本発明の本発明の第２実施例による液晶表示装置５０を示す図である
。図１５は図１４の液晶表示装置５０の分解斜視図である。この液晶表示装置５０は自立
型液晶表示装置として構成され、液晶表示ユニット５２と、表示面角度を容易に変えるこ
とのできる角度可変機構７０とを含む。
【００２８】
図１６は液晶表示ユニット５２を示す断面図である。液晶表示ユニット５２は、液晶パネ
ル５４と、光源ユニット５６と、液晶パネル５４及び光源ユニット５６を液晶表示ユニッ
トとして支持するフレーム５８とを備える。液晶パネル５４は図５を参照して説明したも
のと類似しており、光源ユニット５６は図６を参照して説明したものと類似している。フ
レーム５８は前の実施例の第１のフレーム２０に類似したものであるが、この実施例では
、フレーム５８は好ましくは金属で作られている。
【００２９】
フロントカバー６０がフレーム５８の前面側に取り付けられる。フロントカバー６０は前
の実施例の第２のフレーム２２に類似したものである。この実施例では、フロントカバー
６０を前の実施例のように第３の部材２４によってフレーム５８に固定してもよいが、フ
ロントカバー６０は他の方法でフレーム５８に固定してもよい。
【００３０】
液晶パネル駆動用回路基板６２がフレーム５８の背面側に取り付けられ、液晶パネル駆動
用回路基板６２はシールドカバー６４によって覆われる。さらに、リアカバー６６がフレ
ーム５８の後面側に取り付けられる。従って、フレーム５８は液晶パネル駆動用回路基板
６２を取り付けるための結合部６８を有する。結合部６８は例えばねじを受けるねじ穴か
らなる。
【００３１】
液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる角度可変機構７０はフレーム５８に取り
付けられる。このために、角度可変機構７０を取り付けるための取り付け部７２がフレー
ム５８の下部延長部に設けられる。図１７は取り付け部７２を有するフレーム５８を示す
図である。取り付け部７２は光源ユニット５６から外れた位置に設けられ、取り付け部７
２はねじ穴７２ａを有する。取り付け部７２は液晶表示ユニットの背面側に位置し、液晶
表示ユニットの表示面に対して概ね平行な表面を有する。
【００３２】
液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構７０は、ヒンジ機構７４と、台座７
６とからなる。ヒンジ機構７４は、結合部材７４ａと、支持部材７４ｂと、結合部材７４
ａと支持部材７４ｂとを接続するヒンジ軸７４ｃとからなる。結合部材７４ａに力がかか
ると、結合部材７４ａは支持部材７４ｂに対してヒンジ軸７４ｃの軸線を中心として回転
可能である。
【００３３】
結合部材７４ａは穴７４ｄを有し、ねじ７８が結合部材７４ａの穴７４ｄを通ってフレー
ム５８の取り付け部７２のねじ穴７２ａに螺合される。よって、結合部材７４ａはフレー
ム５８に固定される。支持部材７４ｂは穴７４ｅを有する。台座７６も支持部材７４ｂの
穴７４ｅに対応するねじ穴を有し、ねじ（図示せず）が支持部材７４ｂの穴７４ｅを通っ
て台座７６のねじ穴に螺合される。カバー８０がねじ穴を覆って台座７６に取り付けられ
る。カバー８０は結合部材７４ａ及び支持部材７４ｂを通す開口部８０ａを有する。
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【００３４】
台座７６はデスクの上に載置される。観視者は液晶表示装置５０の表示面を見ることがで
きる。観視者が液晶パネル５４の表示面の角度を変えたい場合には、液晶表示装置５０に
力を加えると、液晶表示装置５０とともに結合部材７４ａが支持部材７４ｂ及び台座７６
に対してヒンジ軸７４ｃの軸線を中心として回転する。従って、観視者が液晶パネル５４
の表示面の角度を変えることができる。
【００３５】
従って、本発明によれば、液晶表示ユニット５２の背面部に表示面角度を容易に変えるこ
とのできる角度可変機構７０を設けたので、角度可変機構７０を取り付けるための特別の
部材が必要でなく、液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構をもった簡単な
構造の液晶表示装置を得ることができる。
図１８は図１４の液晶表示装置５０の変形例を示す断面図である。図１９は図１８の液晶
表示ユニット５０のフレーム５８の一部を示す斜視図である。この例では、液晶パネルの
表示面の角度を変えることのできる機構７０を取り付けるための取り付け部７２がフレー
ム５８の下部で光源ユニット５６の存在する範囲内に設けられる。図１９は取り付け部７
２を有するフレーム５８を示す図である。取り付け部７２はフレーム５８の背面から隆起
した壁として設けられ、ねじ穴７２ａに螺合するねじが光源ユニット５６と干渉すること
がない。なお、取り付け部７２の位置や構造は図示されたものに限定されるものではない
。また、取り付け部７２における取り付け手段はねじ止めに限定されるものではなく、例
えば接着剤によって取り付けることもできる。
【００３６】
図２０は図１４の液晶表示装置５０の変形例を示す断面図である。この例は図１４及び図
１５の構成とほぼ同じである。相違点は、ねじ７８がリアカバー６６の穴６６ａ及び結合
部材７４ａの穴７４ｄを通ってフレーム５８の取り付け部７２のねじ穴７２ａに螺合され
ることである。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、狭い額縁領域の液晶表示装置を得ることができる
。さらに、本発明によれば、液晶パネルの表示面の角度を変えることのできる機構をもっ
た簡単な構造の液晶表示装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例による液晶表示装置を示す斜視図である。
【図２】図１の液晶表示装置の部分断面図である。
【図３】図１及び図２の液晶表示装置の変形例を示す図である。
【図４】図１及び図２の液晶表示装置の変形例を示す図である。
【図５】液晶パネルの構成を示す図である。
【図６】バックライトの構成を示す図である。
【図７】第３の部材の穴と、第１のフレームの突起を示す図であり、（Ａ）は丸穴、（Ｂ
）は長穴を示す。
【図８】図１から図４の液晶表示装置の変形例を示し、第１のフレームから見た液晶表示
装置の底面図である。
【図９】第１のタイプの第３の部材を示す斜視図である。
【図１０】第２のタイプの第３の部材を示す斜視図である。
【図１１】第３のタイプの第３の部材を示す斜視図である。
【図１２】第１のタイプの第３の部材を含む液晶表示装置の断面図である。
【図１３】第１のタイプの第３の部材をとりつける第１のフレームの部分を示す斜視図で
ある。
【図１４】本発明の第２実施例による液晶表示装置を示す図である。
【図１５】図１４の液晶表示装置の分解斜視図である。
【図１６】液晶表示ユニットを示す断面図である。
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【図１７】図１４の液晶表示ユニットのフレームの一部を示す斜視図である。
【図１８】図１４の液晶表示装置の変形例を示す断面図である。
【図１９】図１８の液晶表示ユニットのフレームの一部を示す斜視図である。
【図２０】図１４の液晶表示装置の変形例を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
１０…液晶表示装置
１２…液晶パネル
２０…第１のフレーム
２２…第２のフレーム
２４…第３の部材
２８…光源ユニット
３６…液晶パネル駆動用回路基板
５０…液晶表示装置
５２…液晶表示ユニット
５４…液晶パネル
５６…光源ユニット
７０…角度可変機構
７２…取り付け部
７４…ヒンジ機構
７６…台座

【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】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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