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(57)【要約】
【課題】簡単な構造で、部品点数を増やすことなく、一
時的であっても変形することが好ましくない部材の変形
を極力抑え、組立工程を簡略化することで、製造コスト
を低減する。
【解決手段】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６、液晶パネル４、ベゼル５を
有し、液晶パネル４を固定するセルガイド４１にはライ
トフレーム６に形成されている係止部６２と係合する係
合部４１６が形成されている。
【選択図】図２
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【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に対し平行で且つ外方向へ折曲した支持
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押える長方形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、
　前記セルガイドはＬ字状の４個の部材に分割されるものであり、前記Ｌ字状の部材は長
辺を形成する長部と、前記長部と直角に連結し短辺を形成する短部と、前記短部の外縁よ
り下面側に立設され内側に解放された袋状部を有する係合部と、前記短部の下面側に形成
された凹部とを有しており、
　前記ライトフレームは上面より突出されたボスと、外面側に形成され上下方向に延びる
凹溝と、前記凹溝の内部に形成された係止部とを有しており、
　前記係止部は前記ライトフレームより一体突設された連結部と、前記連結部の端部より
上面側に立設された弾性係止部と、前記弾性系支部の端部より外側に突設された係止爪と
を有しており、
　前記セルガイドは前記ライトフレームのボスを前記凹部に挿入させるとともに、前記係
合部と前記ライトフレームの前記係止爪とを係合させて位置決めされ、前記ベゼルととも
にボルトで前記リヤフレーム又は前記ライトフレームに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に対し平行で且つ外方向へ折曲した支持
部とを備えたリヤフレームと、
　下側に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る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押える長方形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、
　前記セルガイドは長辺部と、短辺部と、前記短辺部の外縁より下面側に立設され内側に
解放された袋状部を有する係合部と、前記短辺部の下面側に形成された凹部とを有してお
り、
　前記ライトフレームは上面より突出されたボスと、前記リヤフレームに取り付けたとき
に外面側に突出する係合爪を備え弾性変形可能に形成された係止部とを有しており、
　前記セルガイドは前記ライトフレームのボスを前記凹部に挿入させるとともに、前記係
合部と前記ライトフレームの前記係止爪とを係合させて位置決めされ、前記ベゼルととも
にボルトで前記リヤフレーム又は前記ライトフレームに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】
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　前記セルガイドは長辺部の一部を形成する長部と、短辺部の一部を形成する短部とが直
交するように形成されたＬ字状部材を４個連結してなることを特徴とする請求項２に記載
の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記係止部は両方の短辺に配置されたライトフレームに少なくとも１個ずつ形成されて
おり、
　前記係合部は前記セルガイドの短辺部のそれぞれに少なくとも１個ずつ形成されている
ことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記係止部は両方の短辺に配置されたライトフレームに少なくとも２個ずつ形成されて
おり、
　前記係合部は前記Ｌ字状部材の短部に少なくとも１個ずつ形成されていることを特徴と
する請求項３に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は組立時に液晶セルを保持するセルガイドの脱落を防止することができる液晶表
示装置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。前記バックラ
イトは金属製のリヤフレームに取り付けられており、上面側より樹脂製のライトフレーム
によって保持されている。前記ライトフレームは前記リヤフレームに固定されている。
【０００４】
　前記液晶パネルは長方形状の枠体であるセルガイドと、前記バックライトからの光を拡
散させる拡散板及び拡散シートと、長方形状の一対のガラス基板の間に液晶が充填された
液晶セルとを有している。前記液晶パネルにおいて、前記拡散板及び拡散シートは前記セ
ルガイドにて前記リヤフレーム及び前記ライトフレームの上面に押し付けられて固定され
ている。また、前記液晶セルが前記セルガイドの上面側に保持される。前記セルガイドが
前記拡散板及び前記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の上面に向け
て押えるとともに、上面で前記液晶セルを保持した状態で、上面側より長方形状の枠体で
あるベゼルをかぶせるとともに、前記ベゼルとセルガイドと前記リヤフレーム又は前記ラ
イトフレームとをボルトにて共締めすることで、高輝度且つ輝度むらの少ない画像を得る
ことができる液晶表示装置を製造している。
【０００５】
　前記液晶パネルの組立時において、前記リヤフレーム及び前記ライトフレームの上面に
前記拡散板及び前記拡散シートが載置された状態で、前記セルガイドは上面側より載置さ
れる。また、前記セルガイドは前記ベゼルと、前記リヤフレーム又は前記ライトフレーム
にボルトにて共締めされるものであり、前記リヤフレーム、前記ライトフレーム、前記セ
ルガイドの位置関係が少しでもずれると、これらの部材の相対位置を調整するための作業
が必要になり効率が悪い。また、前記相対位置をあわせるための作業を行った場合、前記
セルガイドにて押えられている拡散板及び拡散シート、前記セルガイドの上面側に保持さ
れている液晶セルがずれてしまう場合もあり、さらに手間がかかる場合がある。
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【０００６】
　このような課題を解決するための従来の液晶表示装置では、前記ライトフレームに上面
より突出するボスが形成されており、前記セルガイドに形成されているボス孔に前記ボス
を挿入させることで、前記リヤフレーム及び前記ライトフレームに対する前記セルガイド
の位置決めを行っている。
【０００７】
　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、
前記セルガイドは各角部を備えた４個の部材に分解されるものが用いられている。また、
ベゼルも長方形の各辺をなす４個の部材に分解されるものが用いられている。前記セルガ
イドが分割可能であることより、従来のように前記ライトフレームの上面に形成されてい
る前記ボスに前記セルガイドの前記ボス孔を係合させるだけでは、前記拡散板、前記拡散
シート及び前記セルガイドがずれてしまって作業しにくい場合もある。
【０００８】
　そこで、前記セルガイドを前記リヤフレーム、前記ライトフレームの上面より載置した
状態で、複数箇所ボルト止めにて仮固定し、その上から前記ベゼルを載置してボルトにて
共締めするものが採用されている。
【０００９】
　また、特開平５－６６３９０号公報に記載の発明のように、支持枠、液晶表示板、導光
板、光源及び入出力リード線を保持するための、電気的絶縁性を有する保持部材を利用し
て、各部材の位置決めを行うものも知られている。
【００１０】
　また、特開２０００－２５８７５６公報に記載の発明では、外フレームを取り付けると
きに、内部に配置される樹脂フレームに形成された係止爪を前記外フレームに形成された
孔に係止させて外フレームを取り付けるものが示されている。
【００１１】
　さらに、特開２００３－１９５２６３号公報に記載の発明では、液晶素子の周辺部分を
覆う枠体にフックが形成されており、前記フックが前記液晶素子を金属筐体で挟むととも
に、前記フックを前記金属筐体に係合させることで固定するものが示されている。
【特許文献１】特開平５－６６３９０号公報
【特許文献２】特開２０００－２５８７５６号公報
【特許文献３】特開２００３－１９５２６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、前記セルガイドは最終的に前記ベゼルと前記リヤフレーム又は前記ライ
トフレームにボルトで共締めされるものであり、前記セルガイドの仮止め用と前記ベゼル
及び前記セルガイドの共締め用にボルトが必要になり、構成部材数が増えるとともに、取
付工程も増えるので、製造コストが高くなる。
【００１３】
　また、前記ベゼルには仮止め用及び共締め用の貫通孔が必要であり、それだけ、前記ベ
ゼルの強度が低下してしまったり、前記ベゼルを製造するのに多くの手間と時間が必要で
あった。
【００１４】
　また、特開平５－６６３９０号公報に記載の発明では、各部材の位置決めを行うための
保持部材を備える分だけ構成部材が多くなり、製造コストが高くなる。
【００１５】
　さらに、大型の液晶表示装置になると、特開２０００－２５８７５６号公報に記載の発
明のように、前記ベゼルである外フレームにて前記セルガイドを含む液晶セルを強固に押
さえつけることが難しい。またこの構造では、変形させたくない部材である外フレームを
係合爪と係合させるために変形させなくてはならない。
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【００１６】
　そこで本発明は、簡単な構造で、部品点数を増やすことなく、組立に手間がかからず、
液晶セル、拡散板、拡散シート等の構成物品を確実に固定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。
【００１７】
　また本発明は、一時的であっても変形することが好ましくない部材の変形を極力抑え、
組立工程を簡略化することで、製造コストを低減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】
【００１８】
　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に
対し平行で且つ外方向へ折曲した支持部とを備えたリヤフレームと、下側にバックライト
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る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押える長方形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、
前記セルガイドは長辺部と、短辺部と、前記短辺部の外縁より下面側に立設され内側に解
放された袋状部を有する係合部と、前記短辺部の下面側に形成された凹部とを有しており
、前記ライトフレームは上面より突出されたボスと、前記リヤフレームに取り付けたとき
に外面側に突出する係合爪を備え弾性変形可能に形成された係止部とを有しており、前記
セルガイドは前記ライトフレームのボスを前記凹部に挿入させるとともに、前記係合部と
前記ライトフレームの前記係止爪とを係合させて位置決めされ、前記ベゼルとともにボル
トで前記リヤフレーム又は前記ライトフレームに共締めされていることを特徴とする。
【００１９】
　この構成によると、前記セルガイドの位置決め及び仮固定にボルトを使わないので、ボ
ルトの使用数を減らすことができ、前記ボルトを締結するために必要な作業を省くことが
できる。
【００２０】
　また、前記セルガイドの位置決めにボルトを用いないので、それだけ、前記セルガイド
に形成されるボルト孔の数を減らすことができ、前記セルガイドの強度低下を抑制するこ
とができる。
【００２１】
　このことにより、前記液晶パネルを前記リヤフレーム及び前記ライトフレームに密接さ
せつつ、前記セルガイドの変形を抑制することができ、前記液晶セルの変形や光漏れによ
る映像の質の低下を抑制することができる。
【００２２】
　上記構成において、前記セルガイドは長辺部の一部を形成する長部と、短辺部の一部を
形成する短部とが直交するように形成されたＬ字状部材を４個連結してなるものであって
もよい。
【００２３】
　また、前記係止部は両方の短辺に配置されたライトフレームに少なくとも２個ずつ形成
されており、前記係合部は前記Ｌ字状部材の短部に少なくとも１個ずつ形成されているも
のとしてもよい。
【００２４】
　上記構成において、前記係止部は両方の短辺に配置されたライトフレームに少なくとも
１個ずつ形成されており、前記係合部は前記セルガイドの短辺部のそれぞれに少なくとも
１個ずつ形成されているものであってもよい。
【００２５】
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　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に対し平行で且つ外方向へ折曲し
た支持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押える長方形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、前記セ
ルガイドはＬ字状の４個の部材に分割されるものであり、前記Ｌ字状の部材は長辺を形成
する長部と、前記長部と直角に連結し短辺を形成する短部と、前記短部の外縁より下面側
に立設され内側に解放された袋状部を有する係合部と、前記短部の下面側に形成された凹
部とを有しており、前記ライトフレームは上面より突出されたボスと、外面側に形成され
上下方向に延びる凹溝と、前記凹溝の内部に形成された係止部とを有しており、前記係止
部は前記ライトフレームより一体突設された連結部と、前記連結部の端部より上面側に立
設された弾性係止部と、前記弾性系支部の端部より外側に突設された係止爪とを有してお
り、前記セルガイドは前記ライトフレームのボスを前記凹部に挿入させるとともに、前記
係合部と前記ライトフレームの前記係止爪とを係合させて位置決めされ、前記ベゼルとと
もにボルトで前記リヤフレーム又は前記ライトフレームに共締めされている。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、簡単な構造で、部品点数を増やすことなく、組立に手間がかからず、
液晶セル、拡散板、拡散シート等の構成物品を確実に固定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。
【００２７】
　また本発明によると、一時的であっても変形することが好ましくない部材の変形を極力
抑え、組立工程を簡略化することで、製造コストを低減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】
【００２８】
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６、液晶パネル４、ベゼル５を有して
いる。
【００２９】
　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より立ち上がる接続部１２１と、接続部１２１と連結され、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
屈曲し、接続部１２１と対向する側壁部１２３とを有している。
【００３０】
　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３１も備えられてい



(7) JP 2008-197167 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

る。
【００３１】
　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６が備えられている。ライトフレーム
６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６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６１を備えている。
【００３２】
　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６の支持部６１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。
【００３３】
　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６の支持部６１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４
１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。
【００３４】
　ベゼル５はリヤフレーム１及びライトフレーム６を覆うことができる金属製の枠体であ
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、固定するものである。ベゼル５は液晶セル４４の辺縁部を上面側より押
す上面部５１と、上面部５１の外縁部より下方に折り曲げられた側面部５２とを有してい
る。側面部５２はリヤフレーム１の側壁部１２３及びライトフレーム６の外面側を覆うよ
うに形成されている。また、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ように開口された開口５０を有している。
【００３５】
　図２は本発明にかかる液晶表示装置のセルガイドの平面図であり、図３は本発明にかか
る液晶表示装置のリヤフレーム、セルガイド、ベゼルを分解した状態の拡大側面図であり
、図４は図３に示す液晶表示装置のリヤフレーム、セルガイド、ベゼルを分解した状態の
拡大断面図である。図２に示すようにセルガイド４１は角部を１つ含むように分割される
ものであり、一対の第１Ｌ字状部材４１０ａと一対の第２Ｌ字状部材４１０ｂとを有して
いる。第１Ｌ字状部材４１０ａ及び第２Ｌ字状部材４１０ｂはそれには限らないが、ここ
では、互いに鏡像の関係にある。なお、図３、図４は、便宜上第１Ｌ字状部材４１０ａを
拡大した図であるが、第２Ｌ字状部材４１０ｂも同様の構造を有している。
【００３６】
　第１Ｌ字状部材４１０ａ及び第２Ｌ字状部材４１０ｂがそれぞれ、対角線上に配置され
組み立てられる。第１Ｌ字状部材４１０及び第２Ｌ字状部材４１０ｂは長部４１１ａ、４
１１ｂと、短部４１２ａ、４１２ｂとを有している。セルガイド４１は、一対の第１Ｌ字
状部材４１０ａ及び一対の第２Ｌ字状部材４１０ｂをそれぞれ長方形の対角線上に配置し
、第１Ｌ字状部材４１０ａの長部４１１ａと第２Ｌ字状部材４１０ｂの長部４１１ｂを、
第１Ｌ字状部材４１０ａの短部４１２ａと第２Ｌ字状部材４１０ｂの短部４１２ｂとをそ
れぞれ組み合わせることで、組み立てられる。
【００３７】
　図２、図３、図４に示すようにセルガイド４１の短部４１２は下面側に形成された凹部
４１３と、長部４１１ａ、４１１ｂ及び短部４１２ａ、４１２ｂの上面側より突出して形
成されたボス４１４と、ボルトを貫通させるための貫通孔４１５とを有している。短部４
１２には外辺縁より下側に立設された係合部４１６を備えている。係合部４１６は内側に
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解放された袋状部４１７が形成されている。
【００３８】
　図１に示すようにリヤフレーム１の短辺部にはライトフレーム６が取り付けられている
。図２、図３に示すようにライトフレーム６には、リヤフレーム１に取り付けられたとき
に外部に面するように係止部６２と、支持部６１より突出するボス６３とが形成されてい
る。
おり、係止部６２の係止爪６２２を係合することが可能である。
【００３９】
　図３に示すように係止部６２はライトフレーム６に形成された凹溝６０に配置されるも
のであり、ライトフレーム６の底面と一体に形成された連結部６２１と、連結部６２１の
端部より上面側に立設された弾性係止部６２０と、弾性係止部６２０の端部より外側に突
設された係止爪６２２とを有している。係止部６２は弾性変形可能に形成されているもの
である。係止部６２は、それには限定されないが、ライトフレーム６の両端部近傍に形成
されている。ボス６３は支持部６１より円柱状に突出するものである。ボス６３はライト
フレーム６に複数個備えられている。（図３、図４参照）。また、ボルトＢｔが螺合され
る雌ねじ孔６４が形成されている。
【００４０】
　また、図３、図４に示すように、ベゼル５の上面部５１には、セルガイド４１の上面側
より突出して形成されたボス４１４と係合するボス孔５１１と、セルガイド４１の貫通孔
４１５と上下に重なるように形成されているボルト孔５１２とを有している。
【００４１】
　上記構成を有する液晶表示装置の組立は、リヤフレーム１の上面側より底面１１及び接
続部１２１と密接するように反射シート２を装着し、その上にライト支持部材３１を取り
付ける。反射シート２はそれに半限定されないがここでは、両面テープにてリヤフレーム
１に貼り付けられている。ライト支持部材３１の上部にバックライト３を載置した後、バ
ックライト３のランプホルダ３０及びＵ字状の折り曲げ部を上部より保持するライトフレ
ーム６を、リヤフレーム１の短辺に配置する。
【００４２】
　ライトフレーム６は図示を省略したボスがリヤフレーム１の図示を省略した貫通孔を貫
通することで位置決めされて配置される。ライトフレーム６の支持部６１はリヤフレーム
１の支持部１２２と同一平面を形成する。ライトフレーム６が配置されたリヤフレーム１
の上面側より、拡散板４２を配置する。拡散板４２はライトフレーム６に形成されている
位置決め部材（図示省略）と当接することで位置決めされて配置される。さらに、拡散板
４２の上面側に２枚の拡散シート４３を重ねて配置する。
【００４３】
　この状態で上面側より予め組み立てたセルガイド４１を上面側より装着する。このとき
、セルガイド４１の短部４１２に形成されている凹部４１３をライトフレーム６に形成さ
れているボス６３が挿入されることで、位置決めがされる。このとき、短部４１２の係合
部４１６がライトフレーム６の係止部６２を弾性変形させ、係止爪６２２と係合部４１６
の袋状部４１７とが係合する。これにより、セルガイド４１は、リヤフレーム１の支持部
１２２及びライトフレーム６の支持部６１の上部に正確且つ確実に仮止めされる。
【００４４】
　また、このようにセルガイド４１を配置することで、リヤフレーム１の支持部１２２に
形成された雌ねじ孔（図示省略）及びライトフレーム６の支持部６１に形成された雌ねじ
孔６４とセルガイド４１の貫通孔４１５とが上下に重なっている。
【００４５】
　セルガイド４１の上面に形成された溝に係合させるように液晶セル４４を配置する。こ
の状態で、上面側より予め組み立てられたベゼル５を配置する。このときベゼル５にはボ
ス孔５１１が形成されており、ボス孔５１１をセルガイド４１のボス４１４が貫通するこ
とでベゼル５が位置決めされて配置される（図３、図４参照）。このとき、ベゼル５に形
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成された貫通孔５１２がセルガイド４１の貫通孔４１５及びライトフレーム６の雌ねじ孔
６４と上下に重なる。最後に、ボルトをベゼル５の上部より貫通孔５１２、貫通孔４１５
を貫通させ、雌ねじ孔６１１と螺合させることで固定される。また、同様にして、図示を
省略したリヤフレーム１の支持部１２２に形成された雌ねじ孔とベゼル５の貫通孔５１２
、セルガイド４１の貫通孔４１５とをボルトで共締めすることができる。
【００４６】
　以上の組立方法によって、ベゼル５及びセルガイド４１はリヤフレーム１及びライトフ
レーム６に共締めされ、液晶パネル４はリヤフレーム１及びライトフレーム６に隙間なく
、且つ、変形することなく取付固定される。
【００４７】
　以上のように、セルガイド４１を配置するときに係合部４１６の袋状部４１７をライト
フレーム６の係止爪６２２を係合させることで、組み立て時や組み立て中の移動時にセル
ガイド４１がずれたり、外れたりするのを抑制することができる。また、セルガイド４１
のみ（ベゼル５を止める前）を止めるためのボルトが必要ないのでそれだけ部材を減らす
ことができるとともに、セルガイド４１に形成される貫通孔を減らすことができるので、
セルガイド４１の強度低下を抑制することができる。
【００４８】
　また、ベゼル５と共締めすることで、液晶パネル４をリヤフレーム１及びライトフレー
ム６に密着させることができるとともにフラットに保つことができるので、光漏れや画像
の乱れを抑制することができ、安定した映像表示が可能である。
【００４９】
　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】
【００５０】
　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】
【００５１】
【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】本発明にかかる液晶表示装置のセルガイドの平面図である。
【図３】本発明にかかる液晶表示装置のリヤフレーム、セルガイド、ベゼルを分解した状
態の拡大側面図である。
【図４】図３に示す液晶表示装置のリヤフレーム、セルガイド、ベゼルを分解した状態の
拡大断面図である。
【符号の説明】
【００５２】
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



(10) JP 2008-197167 A 2008.8.28

４４　液晶セル
５　ベゼル
５１　上面部
５２　側面部
６　ライトフレーム

【図１】 【図２】



(11) JP 2008-197167 A 2008.8.28

【図３】 【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

