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(57)【要約】
【課題】大雑把にリモコンを載置しても正確な位置にリ
モコンを収納できるようになる収納台及び収納構造を提
供する。
【解決手段】スタンド（収納台）１は、リモコン（リモ
ートコントローラ）２を載置する斜面部１１を有する。
リモコン２の背面に磁石２４を配設し、スタンド１では
、リモコン２が斜面部１１に載置されてリモコン２の長
側面２２が隆起部１２に接合する状態で磁石２４に対向
する位置に、磁着性の支持部材（磁着部材）１５を配設
してある。またリモコン２の長側面２２が隆起部１２に
接合する状態で磁石２４に対向する位置から上側には支
持部材１５は配置されていない。従って、斜面部１１に
載置されたリモコン２は、長側面２２が隆起部１２に接
合する所定の位置へ磁力によって吸着される。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートコントローラを載置して収納する収納台において、
　底面に対して傾斜してあり、前記リモートコントローラを載置する面積を有する斜面部
を備え、
　前記リモートコントローラが前記斜面部に載置された場合に前記斜面部上の所定の位置
へ前記リモートコントローラが吸着されるように構成してあること
　を特徴とする収納台。
【請求項２】
　リモートコントローラと、該リモートコントローラを載置して収納する収納台とを含む
収納構造において、
　前記収納台は、
　底面に対して傾斜してあり、前記リモートコントローラを載置する面積を有する斜面部
を備え、
　前記リモートコントローラ及び前記収納台は、
　前記リモートコントローラが前記斜面部に載置された場合に前記斜面部上の所定の位置
へ前記リモートコントローラが吸着されるように構成してあること
　を特徴とする収納構造。
【請求項３】
　リモートコントローラと、該リモートコントローラを載置して収納する収納台とを含む
収納構造において、
　前記リモートコントローラは、
　磁石及び磁着性材で形成された磁着部材の内の一方を所定面に配設してあり、
　前記収納台は、
　底面に対して傾斜してあり、前記所定面を接触させて前記リモートコントローラを載置
する面積を有する斜面部を備え、
　該斜面部の下縁には、前記リモートコントローラの一部が接触することが可能な形状で
、斜面から隆起した隆起部が形成されてあり、
　前記リモートコントローラが前記斜面部に載置されて前記リモートコントローラの一部
が前記隆起部に接触した状態で磁石及び磁着部材の内の一方に対向する位置に、磁石及び
磁着部材の内の他方を配設してあること
　を特徴とする収納構造。
【請求項４】
　前記収納台は、
　前記斜面部に沿って前記位置よりも上側には磁石及び磁着部材の内の他方を配設してい
ないこと
　を特徴とする請求項３に記載の収納構造。
【請求項５】
　前記収納台は、前記リモートコントローラからの信号を受け付けて動作する電気機器を
支持するスタンドであり、前記電気機器を支持すべく前記電気機器に結合できるように構
成してあること
　を特徴とする請求項２から４までのいずれか一つに記載の収納構造。
【請求項６】
　前記電気機器はテレビジョン受像機であることを特徴とする請求項５に記載の収納構造
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン受像機等のリモートコントローラを載置して収納する収納台及
び収納構造に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　現在、テレビジョン受像機（以下、受像機と言う）、空調機、扇風機及びオーディオ機
器等の種々の機器において、機器から離れた位置で使用者が各種の指示を入力するための
リモートコントローラ（以下、リモコンと言う）が多く利用されている。多くのリモコン
は、片手で持ち運べるサイズの扁平な直方体形状に形成され、一面に各種のキーを備え、
赤外線を用いて信号を機器へ送信する構成となっている。
【０００３】
　このようなリモコンは、機器から離れて任意の場所へ持ち運び可能であるので、保管場
所が定まらず、必要時に見つからないこともある。そこで、リモコンの保管場所を定める
ための工夫が試みられている。例えば、リモコンの収納具を壁に取り付けるようになって
いるものがある。またリモコンを利用する機器にリモコンの収納部を設けてあるものがあ
る。また特許文献１には、リモコンを立てて収納するスタンドが開示されている。特許文
献１に開示されたスタンドは、リモコンを立てた底部が嵌入される受部を備え、リモコン
の底部と受部とがマジックテープ（登録商標）又は磁石により接合される構成となってい
る。
【特許文献１】特開平７－７９４６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された技術では、リモコンを収納するためにはリモコンの底部を受部
に正確に嵌入させる操作が必要であり、そのための操作が煩わしいという問題がある。ま
た、他のリモコンの収納部を設けた機器においても同様の問題がある。また、機器を支持
するスタンドにリモコンを載置できるようにしたもの等、正確な位置に収納しなくともリ
モコンを収納できる技術もあるものの、この場合は収納されたリモコンの位置が乱雑で見
栄えが悪いという問題がある。
【０００５】
　本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、大雑
把にリモコンを載置しても正確な位置にリモコンを収納できるようになる収納台及び収納
構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る収納台は、リモートコントローラを載置して収納する収納台において、底
面に対して傾斜してあり、前記リモートコントローラを載置する面積を有する斜面部を備
え、前記リモートコントローラが前記斜面部に載置された場合に前記斜面部上の所定の位
置へ前記リモートコントローラが吸着されるように構成してあることを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る収納構造は、リモートコントローラと、該リモートコントローラを載置し
て収納する収納台とを含む収納構造において、前記収納台は、底面に対して傾斜してあり
、前記リモートコントローラを載置する面積を有する斜面部を備え、前記リモートコント
ローラ及び前記収納台は、前記リモートコントローラが前記斜面部に載置された場合に前
記斜面部上の所定の位置へ前記リモートコントローラが吸着されるように構成してあるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、リモコンを収納する収納台に、リモコンを載置するための斜面部を
備え、リモコンが斜面部に載置された場合に所定の位置へリモコンが吸着されるように構
成することにより、リモコンが正確に収納台に収納されるようになる。
【０００９】
　本発明に係る収納構造は、リモートコントローラと、該リモートコントローラを載置し
て収納する収納台とを含む収納構造において、前記リモートコントローラは、磁石及び磁
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着性材で形成された磁着部材の内の一方を所定面に配設してあり、前記収納台は、底面に
対して傾斜してあり、前記所定面を接触させて前記リモートコントローラを載置する面積
を有する斜面部を備え、該斜面部の下縁には、前記リモートコントローラの一部が接触す
ることが可能な形状で、斜面から隆起した隆起部が形成されてあり、前記リモートコント
ローラが前記斜面部に載置されて前記リモートコントローラの一部が前記隆起部に接触し
た状態で磁石及び磁着部材の内の一方に対向する位置に、磁石及び磁着部材の内の他方を
配設してあることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る収納構造は、前記収納台は、前記斜面部に沿って前記位置よりも上側には
磁石及び磁着部材の内の他方を配設していないことを特徴とする。
【００１１】
　本発明においては、リモコンを収納する収納台に、リモコンを載置するための斜面部を
備え、リモコンの所定面に磁石及び磁着部材の内の一方を配設し、スタンドでは、斜面部
下縁の隆起部にリモコンが接触した状態で磁石及び磁着部材の内の一方に対向する位置に
、磁石及び磁着部材の内の他方を配設している。またこの位置から上側には磁石及び磁着
部材の内の他方を配設していない。これにより、斜面部に所定面を接触させて載置された
リモコンは、リモコンが隆起部に接触する位置へ吸着される。
【００１２】
　本発明に係る収納構造は、前記収納台は、前記リモートコントローラからの信号を受け
付けて動作する電気機器を支持するスタンドであり、前記電気機器を支持すべく前記電気
機器に結合できるように構成してあることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る収納構造は、前記電気機器はテレビジョン受像機であることを特徴とする
。
【００１４】
　本発明においては、収納台はテレビジョン受像機等の電気機器を支持するためのスタン
ドであり、スタンドにリモコンを収納することでリモコンの保管場所が定まることとなる
。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明にあっては、収納台の斜面部に所定面を接触させて載置されたリモコンは、隆起
部に接触する位置へ吸着されるので、載置すべき所定の位置に正確にリモコンを載置せず
とも、大雑把にリモコンを収納台の斜面部に載置するだけで、リモコンは収納台上の正確
な位置に収納される。従って、リモコンを正確な位置に収納するための煩わしい操作が不
必要となる。またリモコンを乱雑に収納台の斜面部に載置したとしても、正確な位置にリ
モコンが収納されるので、リモコンの位置が乱雑なままで見栄えが悪くなるということが
ない等、本発明は優れた効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下本発明をその実施の形態を示す図面に基づき具体的に説明する。
　図１は、本発明の収納構造を含む表示装置の外観を示す外観図である。表示装置は、受
像機（テレビジョン受像機）３と、受像機３を支持するスタンド１と、リモコン（リモー
トコントローラ）２とを備えてなる。リモコン２は、受像機３を動作させるために使用者
が使用するリモコンであり、使用者による操作を受け付け、受け付けた操作に応じた信号
を受像機３へ送信する。受像機３は、リモコン２からの信号を受け付け、受け付けた信号
に応じた動作を実行する構成となっている。スタンド１は、本発明に係る収納台であり、
スタンド１及びリモコン２は本発明の収納構造を構成する。図２は、本発明の収納構造の
外観を示す斜視図である。スタンド１は、受像機３の画面が向いた正面側に、リモコン２
を載置されて収納することができる構成となっている。
【００１７】
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　図３はスタンド１を示す斜視図であり、図４はスタンド１の内部構造を示す模式的断面
図である。図４は、図３中の切断線ＩＶ－ＩＶでスタンド１を切断した模式的断面図を示
している。スタンド１は、スタンド１の底面を形成し、スタンド１全体を支持する支持部
材１５に、丘状に形成されたスタンドカバー１４を被せて結合した構成となっている。ス
タンドカバー１４の頂上部分には開口部が形成されており、この開口部には受像機３を支
持するための支持軸１３が配置されている。支持軸１３は支持部材１５にビス等で直接に
固定されている。また支持軸１３はビス等で受像機３に結合されることができる構成とな
っており、受像機３に結合されて受像機３を支持する。図４では、支持軸１３を省略して
ある。スタンドカバー１４は、樹脂又はアルミニウム等の非磁性材で形成されており、支
持部材１５は、ステンレス鋼等の磁石が磁着する磁着性材で形成されている。支持部材１
５は、本発明における磁着部材に対応する。
【００１８】
　スタンドカバー１４の上面には、底面に対して傾斜した面である斜面部１１が形成され
ている。斜面部１１は、リモコン２を載置することができる面積を有している。また斜面
部１１の下縁には、斜面部１１の斜面から隆起した隆起部１２が形成されている。斜面部
１１に載置されたリモコン２は、隆起部１２に接触して位置が定まるようになっている。
【００１９】
　図５はリモコン２の外観を示す外観図である。リモコン２は、略直方体形状に構成され
ており、使用者が操作するための複数の操作キー２１，２１，…が一面に備えられている
。この操作キー２１，２１，…を備えた面をリモコン２の上面とする。操作キー２１，２
１，…は、上面の両端付近に配置されており、上面の中央部分には、時計又はタイマ等に
利用できるディスプレイパネルが備えられている。図１及び図２に示すように、受像機３
の画面が向いた方向である正面方向に対してリモコン２の長手方向が交差するようにリモ
コン２がスタンド１に載置されるようになっている。即ち、リモコン２は長手方向を横向
きに上面を上側に向けてスタンド１に載置される。リモコン２が斜面部１１に載置された
場合、正面方向に位置するリモコン２の長側面２２が隆起部１２に接触することとなる。
またリモコン２及び受像機３は、リモコン２がスタンド１に載置されている状態であって
もリモコン２から受像機３へ信号を送信することができる構成となっている。
【００２０】
　図６及び図７はリモコン２の内部構造を示す模式的断面図である。図６は、図５中の切
断線ＶＩ－ＶＩでリモコン２を長手方向に切断した模式的断面図を示しており、図７は、
図５中の切断線ＶＩＩ－ＶＩＩで長手方向と交差する方向にリモコン２を切断した模式的
断面図を示している。リモコン２が斜面部１１に載置された場合、操作キー２１，２１，
…が配置された上面とは逆の背面２３が斜面部１１に接触することとなる。図６に示すよ
うに、リモコン２は、背面２３の両端付近に磁石２４，２４を配設してある。磁石２４，
２４は背面２３の裏側に設けられており、背面２３は非磁性材で形成されている。従って
、リモコン２の背面２３は、磁石２４，２４の磁力によって磁着性の物体に対して磁着す
ることが可能である。例えば、冷蔵庫又はスチールラック等、磁着性材で構成された物体
にリモコン２を磁着させて使用することも可能となる。図７に示すように、磁石２４，２
４は、背面２３の幅方向の中央部分に配置されている。なお、磁石２４，２４は背面２３
の裏側ではなく表側に配設してあってもよい。
【００２１】
　図８は、リモコン２がスタンド１に収納された状態を示す模式的断面図である。隆起部
１２は、リモコン２の長側面２２に対応した形状に形成されており、長側面２２が隆起部
１２に接合することができるようになっている。リモコン２がスタンド１に載置されリモ
コン２の背面２３が斜面部１１に接触して長側面２２が隆起部１２に接合している状態で
磁石２４，２４に対向する位置に、支持部材１５の一部が配設されている。この支持部材
１５の一部は、斜面部１１を支持すべく斜面部１１の裏側に配設されているものである。
支持部材１５は磁着性材で形成され、スタンドカバー１４及びリモコン２の背面２３は非
磁性材で形成されているので、磁石２４，２４は支持部材１５に磁着する。即ち、リモコ
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ン２はスタンド１の斜面部１１に磁着することとなる。また支持部材１５は磁石２４，２
４に対向する位置から底面方向へ変形されるように形成されており、長側面２２が隆起部
１２に接合する状態で磁石２４，２４に対向する位置よりも斜面部１１に沿って上側には
支持部材１５は配設されていない。
【００２２】
　図９は、リモコン２の長側面２２が隆起部１２に接合する位置よりも上側にリモコン２
が載置された状態を示す模式的断面図である。長側面２２が隆起部１２に接合する位置よ
りも上側にリモコン２が載置された場合、リモコン２の背面２３が斜面部１１に接触して
いたとしても、磁石２４，２４に対向する位置には支持部材１５は存在しない。従って、
この位置ではリモコン２は斜面部１１に磁着することはできない。この状態でも、磁石２
４，２４と支持部材１５との間には磁力が働き、磁石２４，２４は支持部材１５に引きつ
けられる。磁石２４，２４は支持部材１５に引きつけられるのに従って、リモコン２は斜
面部１１に沿って下方へ移動する。長側面２２が隆起部１２に接合する位置まで移動した
後は、リモコン２が隆起部１２に接触して移動ができなくなり、また図８と同じ位置関係
となって磁石２４，２４が支持部材１５に磁着するので、リモコン２は斜面部１１に磁着
する。即ち、斜面部１１上に載置されたリモコン２は、どの位置に載置されたとしても、
長側面２２が隆起部１２に接合する所定の位置へ吸着される。
【００２３】
　以上詳述した如く、本発明においては、リモコン２の背面２３に磁石２４，２４を配設
し、スタンド１では、リモコン２が斜面部１１に載置されてリモコン２の長側面２２が隆
起部１２に接合する状態で磁石２４，２４に対向する位置に、磁着性の支持部材１５を配
設してある。これにより、リモコン２は長側面２２が隆起部１２に接合する位置で磁着す
る。またリモコン２の長側面２２が隆起部１２に接合する状態で磁石２４，２４に対向す
る位置から上側には支持部材１５は配置されていないので、斜面部１１に載置されたリモ
コン２は、長側面２２が隆起部１２に接合する所定の位置へ磁力によって吸着される。従
って、リモコン２を載置すべき所定の位置に正確にリモコン２を載置せずとも、大雑把に
リモコン２を斜面部１１に載置するだけで、リモコン２はスタンド１の正確な位置に収納
される。従って、リモコン２を正確な位置に収納するための煩わしい操作が不必要となる
。またリモコン２を乱雑に斜面部１１に載置したとしても、正確な位置にリモコン２が収
納されるので、リモコン２の位置が乱雑なままで見栄えが悪くなるということがない。
【００２４】
　なお、以上の実施の形態では、リモコン２に備えた磁石２４，２４を支持部材１５に磁
着させる形態を示したが、これに限るものではなく、本発明の収納構造は、スタンド１側
に磁石を備えてリモコン２を磁着させる形態であってもよい。図１０は、スタンド１側に
磁石を備えた収納構造を示す模式的断面図である。図１０（ａ）は、リモコン２の長側面
２２が隆起部１２に接合する状態で磁石２４，２４に対向する位置に、磁石１６を配置し
た形態を示す。磁石１６は、斜面部１１の裏側に配設されてあり、磁石２４，２４が磁着
するように磁極が定められている。この形態では、支持部材１５は非磁性材で形成されて
おり、磁着部材としての機能はなく、磁石１６が磁着部材に対応する。この形態において
も、リモコン２は斜面部１１の所定の位置に吸着される。また図１０（ｂ）は、リモコン
２が磁石２４，２４の代わりに磁着部材２５を備えた形態を示す。磁着部材２５は、磁着
性材で形成されており、リモコン２で、図７における磁石２４，２４と同等の位置に配設
されている。スタンド１では、リモコン２が載置されてリモコン２の長側面２２が隆起部
１２に接合する状態で磁着部材２５に対向する位置に、磁石１６が配設されている。この
形態では、支持部材１５は非磁性材で形成されており、磁着部材としての機能はない。こ
の形態においても、磁着部材２５が磁石１６に磁着することにより、リモコン２は斜面部
１１の所定の位置に吸着される。
【００２５】
　また本発明の収納構造は、リモコン２が隆起部１２に対して吸着する形態であってもよ
い。図１１は、リモコン２の長側面２２に磁石２４，２４を配設した本発明の形態を示す
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模式的断面図である。リモコン２の長側面２２の裏側に磁石２４，２４が配設されてあり
、更にスタンド１の隆起部１２に支持部材１５が配設されている。また支持部材１５は磁
着性材で形成されている。磁石２４，２４が支持部材１５に磁着することにより、リモコ
ン２は、長側面２２が隆起部１２に接合する位置へ吸着される。従って、この形態におい
ても、リモコン２はスタンド１の正確な位置に収納される。
【００２６】
　なお、本実施の形態においては、本発明における電気機器が受像機３である形態を示し
たが、これに限るものではなく、本発明は、扇風機又はオーディオ機器等、その他の電気
機器をスタンド１が支持する形態であってもよい。また本実施の形態で示したスタンド１
及びリモコン２の形状はあくまで一例であり、スタンド１及びリモコン２の形状は必要に
応じてどのような形状であってもよい。また本実施の形態においては、本発明の収納台は
受像機３等の電気機器を支持するスタンドであるとしたが、これに限るものではなく、本
発明の収納台は、リモコン２を収納する機能のみを実現する形態又は電気機器の筐体の一
部をなす形態等、スタンド以外の形態であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の収納構造を含む表示装置の外観を示す外観図である。
【図２】本発明の収納構造の外観を示す斜視図である。
【図３】スタンドを示す斜視図である。
【図４】スタンドの内部構造を示す模式的断面図である。
【図５】リモコンの外観を示す外観図である。
【図６】リモコンの内部構造を示す模式的断面図である。
【図７】リモコンの内部構造を示す模式的断面図である。
【図８】リモコンがスタンドに収納された状態を示す模式的断面図である。
【図９】リモコンの長側面が隆起部に接合する位置よりも上側にリモコンが載置された状
態を示す模式的断面図である。
【図１０】スタンド側に磁石を備えた収納構造を示す模式的断面図である。
【図１１】リモコンの長側面に磁石を配設した本発明の形態を示す模式的断面図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　スタンド（収納台）
　１１　斜面部
　１２　隆起部
　１５　支持部材（磁着部材）
　１６　磁石
　２　リモコン（リモートコントローラ）
　２２　長側面
　２３　背面
　２４　磁石
　２５　磁着部材
　３　受像機（テレビジョン受像機）
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