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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側壁を有するフロントカバーとフロントキャビネットとリアキャビネットからなるキャ
ビネットの組み立て構造において、
　前記フロントキャビネットの側壁上端部に該フロントキャビネット外側に突出する凸部
を設け、前記フロントカバーの側壁上端部に凹部を設け、前記リアキャビネットの側壁上
端部に該側壁内面側で起立方向に突出する突片を設け、
　前記フロントカバーと前記リアキャビネットで前記フロントキャビネットを挟持して前
記突片及び前記リアキャビネットの側壁上端部で前記凸部を前記凹部に押圧し、
　前記凸部と前記凹部を係止させ、
　前記フロントカバーは側壁内面に前記フロントキャビネットの側壁外面が隙間無く重な
るようにして前記フロントキャビネットを内部に合体し、
　前記フロントキャビネットの側壁の上端部と前記リアキャビネットの側壁の上端部が互
いに当接するように組み合わせたことを特徴とするキャビネットの組み立て構造。
【請求項２】
　前記凸部が楔型状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載のキャビネットの
組み立て構造。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の組み立て構造によるキャビネット内部に表示装置本体を
収納したことを特徴とする薄型表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャビネットの組み立て構造及びそのキャビネットを用いた薄型表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置に代表されるような薄型表示装置が実用化され、このような薄型表
示装置は、通常、前方のフロントキャビネットと、後方のリアキャビネットによってその
キャビネットが形成され、キャビネット内部には画像を表示するための表示装置本体が装
着される。例えば、液晶表示装置において表示装置本体とは、液晶表示パネル、該液晶表
示パネルを駆動するための駆動回路、放送信号を受信するためのチューナ、各部を制御す
るための制御回路等が実装された回路基板等で構成されるものである。
【０００３】
　また、薄型表示装置の中にはフロントキャビネットの表面側をフロントカバーで覆った
二重構造を採用するものがある。この二重構造により、フロントカバーは、薄型表示装置
の表面を保護するとともに、表面に光沢塗装又は艶消し処理等を施したものを用いること
により薄型表示装置の外観を装飾し、装置全体の意匠性向上を促すことができる。
【０００４】
　図７は従来のフロントカバー２とフロントキャビネット３の二重構造を示す分解斜視図
である。一般に、フロントカバー２は中央部に表示装置本体からの画像を表示するために
表示用窓部２ｃが設けられ、フロントキャビネット３と略同形状に形成されるとともにフ
ロントカバー２の裏面はフロントキャビネット３と結合するためのフック部を有する爪２
ｂが複数樹脂で一体成形されている。
【０００５】
　一方、フロントキャビネット３の表面はフロントカバー２の爪２ｂと嵌着するための孔
部３ｂがフロンキャビネット３の側壁を貫通するよう樹脂で一体成形されており、フロン
トカバー２にフロントキャビネット３を収納するように重ね合わせ、フロントカバー側壁
から内側に突起した爪２ｂを対応するフロントキャビネット３側壁の孔部３ｂに挿嵌しフ
ロントキャビネット３とフロントカバー２とを密着固定している。また、フロントキャビ
ネット３の裏面にリアキャビネットをネジ止めしてキャビネット本体が完成する。
【０００６】
　しかし、キャビネットの組み立て工程において、一旦、フロントカバー２とフロントキ
ャビネット３をフック部を有する爪と孔部の嵌合により強固に接合させた場合、フック部
による両部材の嵌合がきつく両部材を容易に分解できないため、フロントキャビネット３
からフロントカバー２を取り外すのが困難であった。また、上記爪と孔部による組み立て
構造を採用せず、フロントキャビネット３とフロントカバー２をネジ止めする構造をとっ
た場合、十分な接合強度を得るためにはネジ止めする箇所を増やす必要があり、ビスを新
たに用意する必要から材料コストの面で問題があった。また、ネジ止め作業が増えること
から組み立て作業の効率も悪かった。
【０００７】
　また、従来のキャビネットの組み立て構造としては特許文献１に示される、フロントキ
ャビネットとリアキャビネットを舌片部と爪の嵌合により固定したものや、特許文献２に
示される、フロントキャビネットとリアキャビネットとビス止めするもの、特許文献３に
示されるフロントキャビネットとメインキャビネットを係合用穴と係合用爪との係合固定
するものが開示されているが、いずれもフロントキャビネットとリアキャビネットを強固
に固定するために提案される構造であり、一旦固定したものを分解することまで考慮され
ていなかった。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－５２８８３公報
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【特許文献２】特開平１１－１２６０３４公報
【特許文献３】特開２０００－３２４４２５公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで上記課題に鑑み、本発明は、フロントキャビネットからフロントカバーを取り外
す際の作業性を簡易化しながらフロントカバーとフロントキャビネット間の接合強度を十
分確保するとともに、キャビネット全体の部品点数を減らして材料コストの削減を可能に
したキャビネットの組み立て構造及びそのキャビネットを用いた薄型表示装置を提供する
。
【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の構成は、側壁を有するフロントカバーとフロントキ
ャビネットとリアキャビネットからなるキャビネットの組み立て構造において、前記フロ
ントキャビネットの側壁上端部に該フロントキャビネット外側に突出する凸部を設け、前
記フロントカバーの側壁上端部に凹部を設け、前記リアキャビネットの側壁上端部に該側
壁内面側で起立方向に突出する突片を設け、前記フロントカバーと前記リアキャビネット
で前記フロントキャビネットを挟持して前記突片及び前記リアキャビネットの側壁上端部
で前記凸部を前記凹部に押圧し、前記凸部と前記凹部を係止させ、前記フロントカバーは
側壁内面に前記フロントキャビネットの側壁外面が隙間無く重なるようにして前記フロン
トキャビネットを内部に合体し、前記フロントキャビネットの側壁の上端部と前記リアキ
ャビネットの側壁の上端部が互いに当接するように組み合わせたことを特徴とする。
【００１１】
　また本発明は、上記構成のキャビネット組み立て構造において、前記凸部が楔型状に形
成されていることを特徴とする。
【００１２】
　また本発明は、上記構成のキャビネット内部に表示装置本体を収納したことを特徴とす
る薄型表示装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の第１の構成によると、側壁を有するフロントカバーにフロントキャビネットを
重ね合わせたとき、フロントキャビネットの側壁上端部に設けられた凸部はフロントカバ
ーの側壁上端部に設けられた凹部に嵌る。このとき、凹部は側壁の上端部に設けられたも
のであり、フロントキャビネットの装着方向に対して凸部と係合しておらず、簡易にフロ
ントカバーからフロントキャビネットを取り外すことができる。また、凸部と凹部は単純
な形状に成形することが可能であり金型による成形効率にも優れる。
【００１４】
　また、フロントカバーとリアキャビネットでフロントキャビネットを挟持することによ
って、リアキャビネットがフロントカバー側に付勢される。これにより、リアキャビネッ
トの側壁上端部とそこから側壁の起立方向に突出する突片とによって、フロントキャビネ
ットの側壁に設けられた前記凸部がフロントカバーの側壁に設けられた前記凹部に押圧さ
れ、前記凸部と前記凹部が安定して係止される。したがって、フロントキャビネットとフ
ロントカバーが一定の強度で接合する。
【００１５】
　また、リアキャビネットをフロントキャビネットから外すと、前記凸部がリアキャビネ
ットの側壁上端部及び前記突片からの押圧から開放され、簡易にフロントカバーからフロ
ントキャビネットを取り外すことができる。
【００１６】
　また、フロントカバーとリアキャビネットでフロントキャビネットを挟持固定するため
、フロントキャビネットとフロントカバー間及びフロントキャビネットとリアキャビネッ
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ト間を固定するビスを削減することができる。
【００１７】
　また本発明の第２の構成によると、凸部の形状を楔型状に形成することにより、押圧を
受けた凸部が凹部に食い込み易く、より強く凸部と凹部が係止される。従って、フロント
カバーとフロントキャビネットの接合がより安定する。
【００１８】
　また、本発明の第３の構成によると、上記構成のキャビネット内に表示装置本体を収納
し薄型表示装置を構成することにより、上記効果を有する薄型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】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための最良の実施形態について図面を参照して説明する。なお
、従来例の図７と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。また、これらの
図においては、理解を容易にするために、各部材の寸法比は実際と異ならせてあり、細部
の構成は省略して概念的に示してある。
【００２０】
　本実施形態に係る液晶表示装置は前面側のフロントキャビネットと、後面側のリアキャ
ビネットによって構成されるキャビネット内部に液晶表示装置本体を収納したものであり
、液晶表示装置本体は画像を表示するための液晶表示パネル、該液晶表示パネルを駆動す
るための駆動回路、放送信号を受信するためのチューナ、各部を制御するための制御回路
等が実装された回路基板で構成されている。
【００２１】
　図１は液晶表示装置本体を除くキャビネット１の分解斜視図であり、図２は組み立て後
のキャビネット１の後面側を示す斜視図である。図１に示すようにキャビネット１はフロ
ントキャビネット３とリアキャビネット４で構成され、フロントキャビネット３の表面に
はフロントカバー２が取り付けられている。ここで、フロントカバー２、フロントキャビ
ネット３及びリアキャビネット４はいずれも側壁に囲まれた収納部を有し、フロントカバ
ー２は側壁２ｈ内面にフロントキャビネット３の側壁３ｈ外面が重なるようにしてフロン
トキャビネット３を内部に合体させる。また、フロントキャビネット３とリアキャビネッ
ト４は側壁３ｈと側壁４ｈの上端部が互いに当接するよう組み合わされ、図２に示すよう
に液晶表示装置本体１０を内部に収納するめの空間を形成する。なお、図２では側壁３ｈ
はフロントカバー２の側壁２ｈにカバーされ、図示されていない。
【００２２】
　ここで、フロントフロントキャビネット３は中央部に表示装置本体からの画像を表示す
るために表示用窓部３ｃが設けられ、該表示用窓部の周囲も側壁３ｈが起立している。ま
た、側壁３ｈの上端部にはフロントキャビネット３の外側に突出する凸部３ａが複数形成
されている。なお、凸部３ａについては後で詳細に説明する。
【００２３】
　また、フロントカバー２はフロントキャビネット３と略同形状であるとともに、フロン
トカバー２の方がフロントキャビネット３よりひと回り大きく形成されてあり、側壁２ｈ
で囲まれる部分にフロントキャビネット３を重ね合わせて嵌め込むことができる。また、
フロントカバー２の側壁２ｈ上端部には凸部３ａと対応する位置に凹部２ａが形成され、
凹部２ａは凸部３ａが嵌る形状に凹んでいる。従って、フロントカバー２にフロントキャ
ビネット３を重ね合わせたとき、凸部３ａは凹部２ａと当接する。
【００２４】
　また、フロントカバー２裏面にはリアキャビネット４と結合するためのリアキャビネッ
ト結合用ボス２ｆが起設されており、キャビネット組み立て時、リアキャビネット４の表
面から起設するフロントカバー結合用ボス（図１中不図示）と合致させ、両ボスをネジ止
めして固定することによりフロントカバー２とリアキャビネット４によりフロントキャビ
ネット３を挟持することができる。
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【００２５】
　図３はフロントキャビネット３とフロントカバー２を重ね合わせた状態を示す斜視図で
あるが、この図に示すように、フロントカバー２の側壁２ｈ内面にフロントキャビネット
３の側壁３ｈ外面が当接するようにフロントキャビネット３が嵌まり込み、フロントカバ
ー２の側壁２ｈ上端部に設けられた凹部２ａに凸部３ａが上方から当接している。このと
き、凸部３ａは凹部２ａによって上方向には係止されておらず、フロントキャビネット３
をフロントカバー２から簡易に取り外すことができる。
【００２６】
　図４はリアキャビネット４の表面を示す斜視図である。この図に示すように、リアキャ
ビネット４の側壁４ｈ上端部には側壁の起立方向に突出する突片４ａが設けられている。
ここで、突片４ａはリアキャビネット４の側壁４ｈの肉厚より薄く形成されるとともに凸
部３ａに対応する位置に配置されている。これにより、リアキャビネット４とフロントキ
ャビネット３を組み合わせたとき、突片４ａは凸部３ａが形成された側壁３ｈ内面と当接
するとともに突片４ａを除く側壁４ｈの上端部は側壁３ｈの上端部と当接する。
【００２７】
　図５はフロントカバー２とフロントキャビネット３とリアキャビネット４を組み合わせ
る前の状態を示した凸部３ａ、凹部２ａ、突片４ａと各側壁の断面図である。この図に示
すように凸部３ａは楔型状に形成されており、凹部２ａはこの楔型状の凸部３ａを受ける
形状に凹んでいる。また、フロントカバー２とフロントキャビネット３を組み合わせたと
きフロントキャビネット３の側壁３ｈ外面はフロントカバー２の側壁２ｈ内面と当接する
とともに、フロントカバー２とフロントキャビネット３の底面部が重なり合ったとき、凸
部３ａは凹部２ａに当接する。このとき、凸部３ａと凹部２ａは凸部３ａの形状による引
っ掛かりはあるが、上方向には係止されておらず、フロントキャビネット３をフロントカ
バー２から簡易に取り外すことができる。
【００２８】
　図６はフロントカバー２とフロントキャビネット３とリアキャビネット４を組み合わさ
れた後の状態を示した凸部３ａ、凹部２ａ、突片４ａと各側壁の断面図である。この図に
示すように、フロントキャビネット３の側壁３ｈ上端部はリアキャビネット４の側壁４ｈ
上端部と当接するとともに、リアキャビネット４の側壁４ｈに設けられた突片４ａは側壁
３ｈ内面と当接している。
【００２９】
　この状態でフロントカバー２とリアキャビネット４をネジ止めした場合、フロントカバ
ー２の底面部とリアキャビネット４の側壁４ｈによりフロントキャビネット３の側壁３ｈ
を挟持する力が働くとともに、凸部３ａと凹部２ａの当接部において、側壁４ｈ上端部と
突片４ａにより凸部３ａを凹部２ａ側へ押圧する力が働く。これにより、凸部３ａが凹部
２ａに一部食い込み、凸部３ａと凹部２ａが係止され、フロントキャビネット２とフロン
トカバー４の接合強度が安定する。また、突片４ａが側壁３ｈ内面と当接して側壁３ｈを
支持しており、凸部３ａの横方向へのズレを防止している。
【００３０】
　一方、フロントカバー２とリアキャビネット４間のネジ止めを外すとリアキャビネット
４の側壁部４ｈ上端部及び突片４ａによる押圧から凸部３ａが開放され、凸部３ａと凹部
２ａの係止が外れ、フロントカバー２からフロントキャビネット３を容易に取り外すこと
ができる。
【００３１】
　また、フロントカバー２とリアキャビネット４によりフロントキャビネット３を挟持固
定するため、従来使用していたフロントキャビネット３とフロントカバー２間に使用して
いたビス及びフロントキャビネット３とリアキャビネット４間に使用していたビスを削減
することができ、コストダウン及び作業効率の効率化を図ることができる。
【００３２】
　以上、本発明の一実施例を詳述したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではな
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状を凹部２ａとの当接面において、更に食い込み易い形状に設計することで、凸部３ａと
凹部２ａをより強く係止させることができる。
【００３３】
　また、凸部３ａを設ける箇所を増やすことにより、フロントキャビネット３とフロント
カバー間の係止強度はより強くなる。また、フロントキャビネット３の側壁３ｈ全周にわ
たる凸部を設け、それに対応する凹部をフロントカバー２側壁２ｈ全周にわたって形成す
る場合も本発明の技術範囲に含まれる。
【００３４】
　また、従来技術の説明で述べたフック部を有する爪及びそれに対応する孔部を本実施形
態に係るキャビネットに併設することも可能である。
【００３５】
　なお、本発明に係るキャビネットの組み立て構造は液晶表示装置に適用する以外にも、
プラズマディスプレイテレビやＥＬテレビなどにも適用可能な技術であるとともに、二重
構造を採用するキャビネット全般に適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、液晶ディスプレイ及びプラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等の薄
型表示装置用のキャビネットとして利用することできる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】は本発明に係るキャビネット組み立て構造の一実施例を示す分解斜視図である。
【図２】は本発明に係る組み立て後のキャビネットの裏面側を示す斜視図である。
【図３】は本発明に係るフロントカバー取り付け後のフロントキャビネットの裏面側を示
す斜視図である。
【図４】は本発明に係るリアキャビネットの表面側を示す斜視図である。
【図５】本発明に係る組み立て前のキャビネットの嵌合部分を拡大して示す断面図である
。
【図６】本発明に係る組み立て後のキャビネットの嵌合部分を拡大して示す断面図である
。
【図７】は従来のキャビネット組み立て構造の一実施例に係る分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　　　１　　キャビネット
　　　２　　フロントカバー
　　　２ａ　凹部
　　　２ｂ　爪
　　　２ｃ　表示用窓部
　　　２ｆ　リアキャビネット結合用ボス
　　　２ｈ　側壁
　　　３　　フロントキャビネット
　　　３ａ　凸部
　　　３ｂ　孔部
　　　３ｃ　表示用窓部
　　　３ｈ　側壁
　　　４　　リアキャビネット
　　　４ａ　突片
　　　１０　液晶表示装置本体
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【図３】 【図４】
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【図７】
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