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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示パネル本体部とバックライトを有する表示パネル部と、
　回路基板が取り付けられ、前記表示パネル部と取外可能に前記表示パネル部の背面側に
取付けられてその表示パネル部を支持する取付部材と、
　を備え、
　前記表示パネル本体部の表示面に略直交する方向において、前記取付部材と重なり合わ
ない位置に、前記表示パネル部の背面側に取手部が設けられると共に、その取手部のうち
の少なくとも一部が前記取付部材から外部に露出している、表示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の表示装置であって、
　前記取付部材として、前記表示パネル部の背面に取付けられた背面支持部と、前記背面
支持部を立設状態で支持する脚部と、前記脚部の上向き面に接触した状態で配設されて前
記表示パネル部の自重を支えるように前記表示パネル部の底部に当接する底部当接部とを
有するパネル支持部材を備えた表示装置。
【請求項３】
　請求項２記載の表示装置であって、
　前記脚部の上方位置で前記表示パネル部のうちの少なくとも底部を覆うフロントパネル
部が設けられ、
　前記フロントパネル部のうち前記底部当接部に応じた位置に切欠部が形成された、表示
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装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、液晶ディスプレイ装置、または、プラズマディスプレイ装置等の平面型の
表示装置、例えば、画像表示範囲がいわゆる４０型以上の比較的大型の表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の画像表示装置として、特許文献１に開示のものがある。特許文献１に開示の画像
表示装置では、シャーシの背面に複数の電装部品が組付けられ、シャーシの前面に液晶パ
ネルの背板を重ね合せた状態で、シャーシに液晶パネルが取付けられている。また、液晶
パネルの表示面をフロントカバーの背面から正面開口に望ませた状態で、シャーシにフロ
ントカバーが取付けられる。さらに、載置台上に支持された脚体がシャーシに取付けられ
たステーの結合部に固定されている。
【０００３】
　このような画像表示装置における液晶パネルの交換は次のようにしてなされる。まず、
載置台上に支持された脚体を取外す。次に、フロントカバーをシャーシから取外し、その
後、シャーシから液晶パネルを取外し、他の新しい液晶パネルをシャーシに取付ける。こ
の後、フロントカバーをシャーシに取付けて、載置台上に支持された脚体を固定する。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２４９９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のような画像表示装置では、液晶パネル自体がある程度の自重を有
しているため、液晶パネルの交換作業が困難である。
【０００６】
　そこで、本発明は、表示パネル本体部の交換作業を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、この表示装置は、画像を表示する表示パネル本体部とバック
ライトを有する表示パネル部と、回路基板が取り付けられ、前記表示パネル部と取外可能
に前記表示パネル部の背面側に取付けられてその表示パネル部を支持する取付部材と、を
備え、前記表示パネル本体部の表示面に略直交する方向において、前記取付部材と重なり
合わない位置に、前記表示パネル部の背面側に取手部が設けられると共に、その取手部の
うちの少なくとも一部が前記取付部材から外部に露出しているものである。

【発明の効果】
【０００８】
　この表示装置によると、前記表示パネル部に取手部が設けられると共に、その取手部の
うちの少なくとも一部が前記取付部材から外部に露出しているので、作業者が当該取手部
を持つことで、表示パネル部を支持しつつ、取付部材に対する着脱作業を行えるので、表
示パネル本体部の交換作業を容易に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　以下、実施の形態１に係る表示装置について説明する。図１は本実施の形態１に係る表
示装置を示す分解斜視図、図２は同表示装置を前方から見た斜視図、図３は同表示装置を
後方から見た斜視図、図４は同表示装置のバックパネル部を外した状態を示す斜視図、図
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５は同表示装置の内部構造を後方から見た部分斜視図、図６は同表示装置のパネル支持部
材を前方から見た斜視図、図７は同パネル支持部材を後方から見た斜視図、図８は表示パ
ネル部を示す斜視図である。なお、以下の説明では、説明の便宜上、表示装置を略鉛直姿
勢にした通常使用状態を基準にして、上下方向といい、また、その表示面が指向する方向
を前方、その反対側を後方、これらに対して左右両側方向という。
【００１０】
　この表示装置１０は、表示パネル部２０と、取付部材としてのパネル支持部材４０と、
フロントパネル部６０とを有している。
【００１１】
　表示パネル部２０は、パネル本体部２２と、周辺フレーム部３０，３１，３２，３３と
、取手部３６，３７，３８，３９とを有している。
【００１２】
　パネル本体部２２は、略方形板状に形成されており、その一主面に画像を表示する表示
面２２ａが設けられている。そして、本パネル本体部２２は、後述する回路基板５８によ
って生成された映像信号に基づいて各画素子画素を表示駆動することによって表示面２２
ａに画像を表示する。このようなパネル本体部２２は、液晶表示パネルやプラズマ表示パ
ネル、有機ＥＬ表示パネル等、平面型表示パネル、特に、大画面の平面型表示パネルによ
り構成されている。
【００１３】
　周辺フレーム部３０，３１，３２，３３は、表示パネル本体部２２の周囲に取付けられ
た棒状の部材である。ここでは、表示パネル本体部２２の周囲４方を囲むように４つの周
辺フレーム部３０，３１，３２，３３が設けられている。より具体的には、パネル本体部
２２の上側面全体に周辺フレーム部３０がネジ止等で固定されており、パネル本体部２２
の両側面全体にそれぞれ周辺フレーム部３１，３２がネジ止等で固定されており、パネル
本体部２２の底側面全体に周辺フレーム部３３がネジ止等で固定されている。
【００１４】
　取手部３６，３７，３８，３９は、少なくともその一部が外部に露出する態様で、本表
示パネル部２０に、ここでは、表示パネル部２０の背面側に取付けられている。
【００１５】
　より具体的には、取手部３６，３７，３８，３９は、複数設けられており、上記複数の
周辺フレーム部３０，３１，３２，３３のうち少なくとも２つを連結固定する態様で表示
パネル部２０に取付けられている。即ち、取手部３６、３７，３８，３９は、補強板部３
６ａ，３７ａ，３８ａ，３９ａと、補強板部３６ａ，３７ａ，３８ａ，３９ａの一主面に
突出状に固定された取手本体部３６ｂ，３７ｂ，３８ｂ，３９ｂとを有している。そのう
ちの１つの着目すると、補強板部３６ａは、略三角板状に形成されており、各周辺フレー
ム部３０，３１の端部同士が突合わされる部分で、２つの周辺フレーム部３０，３１の端
部にネジ止等で固定されることで、当該２つの周辺フレーム部３０，３１を連結固定して
いる。同様にして、補強板部３７ａは２つの周辺フレーム部３０，３２を連結固定し、補
強板部３８ａは２つの周辺フレーム部３２，３３を連結固定し、補強板部３９ａは２つの
周辺フレーム部３１，３３を連結固定している。これらの補強板部３６ａ，３７ａ，３８
ａ，３９ａが、表示パネル部２０のねじり剛性を補強している。
【００１６】
　また、これらの取手部３６，３７，３８，３９は、表示パネル部２０の４隅に設けられ
ており、その全体が外部に露出している。また、各取手部３６，３７，３８，３９は、表
示パネル本体部２２の表示面２２ａに略直交する方向において、パネル支持部材４０の背
面支持部４２及び脚部５０とに対して重なり合わない位置に配設されている。これらにつ
いては、後述するパネル支持部材４０の説明においてさらに説明する。
【００１７】
　パネル支持部材４０は、上記表示パネル部２０が取付けられて当該表示パネル部２０を
所定位置及び姿勢に支持するための部材であり、背面支持部（シャーシともいう）４２と
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、脚部５０とを有している。
【００１８】
　背面支持部４２は、表示パネル部２０の背面に取付けられる部材であり、ここでは、複
数（ここでは４本）の背面フレーム部４３，４４，４５，４６と、連結補強部材４８とを
有している。各背面フレーム部４３，４４，４５，４６は、長尺状部材であり、鉛直姿勢
でかつ幅方向に間隔をあけて、連結補強部材４８により連結固定されている。これにより
、背面支持部４２は、全体として略方形板形状に形成されている。そして、上記各背面フ
レーム部４３，４４，４５，４６が表示パネル部２０の背面にネジ止等で固定されること
で、本背面支持部４２が表示パネル部２０の背面に取付固定される。なお、この背面支持
部４２には、回路基板５８や冷却ファン５９が取付けられている。
【００１９】
　また、この背面支持部４２の横幅寸法は、上記表示パネル部２０の横幅寸法に対して、
少なくとも上記取手部３６，３７，３８，３９の横幅寸法分小さく設定されている。そし
て、上記表示パネル部２０の４隅に取付けられた取手部３６，３７，３８，３９が、本パ
ネル支持部材４０より外部に露出すると共に、表示パネル本体部２２の表示面２２ａに略
直交する方向において、背面支持部４２及び脚部５０とに対して重なり合わないようにな
っている。
【００２０】
　また、この背面支持部４２には、表示パネル部２０の自重を支えるように当該表示パネ
ル部２０に当接可能な当接部４３ａ，４６ａが設けられている。ここでは、幅方向におい
て両端側の背面フレーム部４３，４６の上端部が当接部４３ａ，４６ａとされている。そ
して、表示パネル部２０の背面側では、上側の周辺フレーム部３０が突出しており、この
周辺フレーム部３０の下面が当接部４３ａ，４６ａに当接することで、表示パネル部２０
の自重を支えるようになっている。当接部４３ａ，４６ａの形成態様は上記例に限られず
、背面支持部４２の任意の位置、例えば、背面フレーム部４３，４４，４５，４６の中間
部に当接部として突出片を形成し、これを表示パネル部２０の背面に形成した凹部や凸部
等に当接させて、当該表示パネル部２０の自重を支えるようにしてもよい。
【００２１】
　脚部５０は、上記背面支持部４２を転倒しないように立設状態で支持するように構成さ
れている。ここでは、２つの脚部５０が上記背面フレーム部４３，４６の下部にネジ止や
嵌め込み構造等で固定されている。各脚部５０は、背面フレーム部４３，４６の下部に略
水平姿勢で前後方向に沿って延びる細長い平板状部分を有しており、この部分が設置面上
に載置されることで、本表示装置１０を立設姿勢で保つ。
【００２２】
　フロントパネル部６０は、表示パネル部２０の外形状に対応する略方形枠状に形成され
ており、当該表示パネル部２０の周囲を覆うように表示パネル部２０の周囲、例えば、周
辺フレーム部３０，３１，３２，３３にネジ止等で固定されている。
【００２３】
　また、上記パネル支持部材４０の後面には、当該パネル支持部材４０の後面を覆うバッ
クパネル部７０，７１，７２が取付けられる。このうちバックパネル部７０は、パネル支
持部材４０の後面の幅方向略中央部を覆う部材であり、バックパネル部７１，７２は、パ
ネル支持部材４０の後面の幅方向両側部を覆う部材である。これらのバックパネル部７０
，７１，７２は、表示パネル部２０の周囲、例えば、周辺フレーム部３０，３１，３２，
３３にネジ止等で固定されている。なお、バックパネル部７１，７２の外方隅部分のうち
取手部３６，３７，３８，３９に対応する部分に切欠部７１ａ，７２ａが形成されており
、バックパネル部７１，７２を取付けた状態でも、取手部３６，３７，３８，３９が外部
に露出している。なお、本バックパネル部７０，７１，７２については、上記取手部３６
，３７，３８，３９を覆うものであってもよい。もっとも、本バックパネル部７０，７１
，７２からも上記取手部３６，３７，３８，３９を露出させることで、表示装置１０の完
成形態でも、当該取手部３６，３７，３８，３９を持って本表示装置１０を移動させるこ
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とができ、便利である。
【００２４】
　このように構成された表示装置１０における表示パネル本体部２２の交換作業について
説明する。
【００２５】
　例えば、内蔵されたバックライトが寿命等により不点灯になった場合、或は、何らかの
要因で表示パネル本体部２２の画像表示状態の品質が劣化した場合に、既存の表示パネル
部２０を新しい表示パネルパネル部２０に交換する作業が実施される。
【００２６】
　まず、初期状態では、表示装置１０は、脚部５０を介して設置箇所上で直立状態に配設
されている。なお、この状態で、取手部３６，３７，３８，３９は装置外部に露出してい
るため、当該各取手部３６，３７，３８，３９を複数人が手で持つことで、表示装置１０
を運搬、移動できる。つまり、取手部３６，３７，３８，３９は、表示パネル本体部２２
交換用及び表示装置１０の運搬移動用の取手として用いられる。この状態で、フロントパ
ネル部６０を固定しているネジを緩める等して、当該フロントパネル部６０を表示パネル
部２０から前方に取外す。次に、バックパネル部７０，７１，７２を固定しているネジ等
を緩めて、当該バックパネル部７０，７１，７２を表示パネル部２０から後方に取外す。
この際、取手部３６，３７，３８，３９は、バックパネル部７１，７２の切欠部７１ａ，
７２ａを介して外部に露出しているため、取手部３６，３７，３８，３９を取外し等する
ことなく、バックパネル部７０，７１，７２を取外すことができる。
【００２７】
　次に、表示パネル部２０と背面支持部４２とを固定取付しているネジ等を外す。この際
、表示パネル部２０の背面側で周辺フレーム部３０の下面が当接部４３ａ，４６ａに当接
しているので、自重による表示パネル部２０の落下を防止できる。このため、表示パネル
部２０を背面支持部４２に取付固定しているネジ等を外す作業中に、表示パネル部２０の
落下や倒れ等を防止するための補助的な作業者はいなくともよい。
【００２８】
　次に、表示パネル部２０を背面支持部４２から前方に取外す。この際、複数の取手部３
６，３７，３８，３９が設けられているので、表示パネル部２０が大きすぎて一人が両腕
を伸しても表示パネル部２０の両側部に手が届かない場合、或は、一人で表示パネル部２
０を移動するには困難な重さである場合でも、複数人がそれぞれ取手部３６，３７，３８
，３９を分担して持って表示パネル部２０を取外して移動することができる。
【００２９】
　そして、表示パネル部２０をパネル支持部材４０から取外して別箇所に移動させた後に
、表示パネル本体部２２の周囲に周辺フレーム部３０，３１，３２，３３を固定するため
のネジを外す等して、周辺フレーム部３０，３１，３２，３３を、取手部３６，３７，３
８，３９で略方形枠状に連結固定したままの形態で、表示パネル本体部２２から取外す。
この後、略方形枠状に連結固定された周辺フレーム部３０，３１，３２，３３を、新しい
表示パネル本体部２２の周囲に後方から被せるようにして、ネジ等で固定する。
【００３０】
　次に、取手部３６，３７，３８，３９を持って、新しい表示パネル本体部２２を組込ん
だ表示パネル部２０を持上げ、直立状態のパネル支持部材４０の前面に対して表示パネル
部２０の背面を向けると共に、周辺フレーム部３０の下面を当接部４３ａ，４６ａに当接
させるようにして、表示パネル部２０を載せて保持する。そして、表示パネル部２０を背
面支持部４２に対してネジ止等で固定する。この際、表示パネル部２０の背面側で周辺フ
レーム部３０の下面が当接部４３ａ，４６ａに当接しているので、表示パネル部２０の落
下や倒れ等を防止するための補助的な作業者はいなくともよい。このため、複数の作業者
がいる場合には、複数人の作業者全員でネジ止作業等を行うか、或は、ネジ止等の作業と
取外した表示パネル本体部２２の梱包作業等を同時に着手できる。このため、表示パネル
本体部２２の交換作業を短縮できる。
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【００３１】
　また、交換作業用に広い空間を確保できない場合には、新しい表示パネル本体部２２に
対して予め別の周辺フレーム部３０，３１，３２，３３を取付けたものを準備しておき、
これを保守用部品として運用することができる。即ち、既存の表示パネル部２０をパネル
本体部２２から取外した状態で、これから取手部３６，３７，３８，３９から取外し、こ
れを保守用部品として準備しておいた新しい表示パネル部２０の周辺フレーム部３０，３
１，３２，３３に直立姿勢にしたままでネジ止等で取付ける。そして、上記と同様に新し
い表示パネル本体部２２を組込んだ表示パネル部２０をパネル支持部材４０に取付ける。
これにより、表示パネル部２０の周辺に対して周辺フレーム部３０，３１，３２，３３を
着脱する作業が不要となり、比較的狭い作業空間でも、表示パネル本体部２２の交換作業
を行える。
【００３２】
　そして、新しい表示パネル本体部２２を組込んだ表示パネル部２０をパネル支持部材４
０に取付けた後、フロントパネル部６０を周辺フレーム部３０，３１，３２，３３に前方
から取付けてネジ止等で固定すると共に、バックパネル部７０を周辺フレーム部３０，３
１，３２，３３に前方から被せるようにしてネジ止等で固定する。これにより、交換作業
が終了し、バックライトの不点灯や、画像表示状態の品質劣化等が改善される。
【００３３】
　このように構成された表示装置１０によると、表示パネル部２０に取手部３６，３７，
３８，３９が設けられると共に、その取手部３６，３７，３８，３９がパネル支持部材４
０から外部に露出しているため、作業者が当該取手部３６，３７，３８，３９を持つこと
で、表示パネル部２０を支持しつつパネル支持部材４０の交換作業を容易に行える。特に
、大画面、例えば、４０型以上の表示パネル部２０に交換作業性の向上に貢献する。なお
、取手部３６，３７，３８，３９の全部がパネル支持部材４０から外部に露出している必
要はなく、取手部３６，３７，３８，３９の少なくとも一部がパネル支持部材４０から外
部に露出していればよい。
【００３４】
　また、取手部３６，３７，３８，３９が複数設けられているため、複数の作業者が各取
手部３６，３７，３８，３９を持つことができるので、重たい表示パネル部２０であって
も容易に交換作業を行える。
【００３５】
　さらに、各取手部３６，３７，３８，３９は、複数の周辺フレーム部３０，３１，３２
，３３のうち少なくとも２つを連結固定する態様で取付けられいてるため、表示パネル部
２０のねじり剛性を高めることができ、取手部３６，３７，３８，３９を持つことによる
、表示パネル部２０の支持状態や運搬状態等での表示パネル部２０の変形、ガラスの破壊
等を有効に防止できる。
【００３６】
　また、背面支持部４２に表示パネル部２０の自重を支える当接部４３ａ，４６ａが設け
られているので、例えば、表示パネル部２０を背面支持部４２に固定するネジを外す作業
中等に、作業者が表示パネル部２０の自重全体を支えなくともよい。このため、表示パネ
ル部２０の交換作業をより容易に行える。
【００３７】
　また、取手部３６，３７，３８，３９が、表示パネル本体部２２の表示面２２ａに略直
交する方向において、背面支持部４２及び脚部５０とに対して重なり合わないようになっ
ているので、取手部３６，３７，３８，３９を持って表示パネル部２０を表示面２２ａに
略直交する方向（ここでは前方）に移動させることで、表示パネル部２０を大きく上方に
持上げたりすることなく、表示パネル部２０をパネル支持部材４０に対して着脱すること
ができる。このため、表示パネル部２０の着脱作業がより容易になる。
【００３８】
　実施の形態２．
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　以下、この発明の実施の形態２に係る表示装置について説明する。なお、本実施の形態
に係る説明では、上記実施の形態１で説明したものと同様構成については同一符号を付し
てその説明を省略する。図９及び図１０は実施の形態２に係る表示装置のフロントパネル
の一部と脚部とを示す要部斜視図であり、図１１は図４のＩＸ－ＩＸ線に相当する部分で
本実施形態を示す要部断面図である。
【００３９】
　この表示装置１１０は、上記取付部材としてのパネル支持部材４０が、底部当接部１８
２を有している。この底部当接部１８２は、脚部５０の上向き面に接触した状態で配設さ
れ、表示パネル部２０の自重を支えるように当該表示パネル部２０の底部に当接可能に構
成されている。
【００４０】
　より具体的には、脚部５０は、接地面に接触可能な底板５１と、その底板５１に固定さ
れた架台５２と、架台５２に固定された支柱部５３とを有している。架台５２は、底板５
１に溶接等で固定されており、支柱部５３の下端部を挿入可能な孔部５２ｈを有している
。上記支柱部５３の下端部は、当該孔部５２ｈに挿入されて、架台５２や底板５１に溶接
等で固定されている。この支柱部５３に対して上記背面フレーム部４３，４６が取付固定
されることで、当該背面フレーム部４３，４６が脚部５０に対して略鉛直姿勢で支持され
ている。
【００４１】
　また、略Ｌ字状の固定部材１８０の一端部が背面フレーム部４３，４６の下端部にネジ
止等で固定されている。また、この略Ｌ字状の固定部材１８０の他端部を架台５２の上面
に配設した姿勢で、固定部材１８０の一端部が支柱部５３に固定されている。ここでは、
略Ｌ字状の固定部材１８０は、支柱部５３の後方から挿通されたネジＳによってネジ止固
定されている。この固定部材１８０の他端部は、底部当接部１８２として用いられる部分
である。すなわち、固定部材１８０の他端部は、その途中で上方に屈曲してから前方に向
けて屈曲しており、その屈曲部分よりも基端側部分１８２ａが架台５２の上面、即ち、脚
部５０の上向き面に接触すると共に、屈曲部分よりも先端側部分１８２ｂが表示パネル部
２０の底部に接触している。ここでは、底部当接部１８２は、表示パネル部２０の周辺フ
レーム部３３に当接可能に構成されている。
【００４２】
　そして、表示パネル部２０の底部の周辺フレーム部３３を、底部当接部１８２に当接さ
せるようにして、表示パネル部２０を取付けると、当該表示パネル部２０の自重は脚部５
０の上面に接触する底部当接部１８２によって支えられる。このため、ネジＳには表示パ
ネル部２０の自重が加わる方向へのせん断荷重が加わり難くなる。また、表示装置１１０
が前後に押されて転倒する方向に荷重が加わった場合には、ネジＳの軸方向に引張り応力
が加わるが、ネジＳの螺合摩擦によってネジＳの脱落が防止されて脚部５０と背面支持部
４２との上記連結態様が維持され、背面支持部４２及び表示パネル部２０の転倒が防止さ
れる。また、表示パネル部２０の自重によって支柱部５３と底板５１との溶接固定部分に
曲げモーメントが加わるが、底部当接部１８２を有する固定部材１８０が架台５２の上面
に密着していることから、当該溶接固定部分に加わる曲げ応力は軽減される。また、ここ
では、支柱部５３は架台５２でも溶接固定されているので、底板５１と支柱部５３との溶
接固定部分に加わる曲げ応力は緩和されている。このため、底板５１の板厚が比較的薄い
場合であっても支柱部５３との接合部では高い曲げ剛性が得られ、脚部５０の軽量化或は
低コスト化を容易に実現できる。
【００４３】
　また、上記フロントパネル部６０に対応するフロントパネル部１６０には、上記底部当
接部１８２に応じた位置に切欠部１６２が形成されており、フロントパネル部１６０を取
付けた状態で、底部当接部１８２は当該切欠部１６２内に収るようになっている。なお、
フロントパネル部１６０は、少なくとも表示パネル部２０の底部を覆うものであればよい
。
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【００４４】
　この実施の形態２に係る表示装置１１０の表示パネル本体部２２を交換する場合には、
上記実施の形態１と同様に、脚部５０等を取外さないで表示装置１０を直立させたまま、
既存の表示パネル部２０を背面支持部４２に固定しているネジの取外し等を行い、また、
新しい表示パネル部２０を背面支持部４２に固定しているネジの締結作業を実施する。各
場合において、表示パネル部２０は底部当接部１８２上に当接して支持されているため、
表示パネル部２０の自重による落下が防止され、表示パネル部２０を支持する補助的な作
業員を不要にすることができる。また、フロントパネル部１６０を外して異なる色調やデ
ザイン等のフロントパネル部１６０に交換する際には、脚部５０を取外さずに、表示装置
１１０を直立させたままの状態で、フロントパネル部１６０を取外すことができる。そし
て、同様に、表示装置１１０を直立させたままの状態で、同様の切欠部１６２を形成した
、色調やデザイン等が異なる新しいフロントパネル部１６０を取付けることができる。従
って、これらのフロントパネル部１６０の交換作業中にも、フロントパネル部１６０に傷
が付きにくい。また、脚部５０とフロントパネル部１６０との距離を隣接させても、切欠
部１６２によってフロントパネル部１６０と脚部５０との干渉が防止され、フロントパネ
ル部１６０の底面を脚部５０に隣接する位置まで下げることができるので、表示装置１１
０の重心を低くすることができ、転倒に至る角度を大きくすることができる。また、表示
装置１１０から脚部５０を取外してこれを壁に取付けた場合であっても、切欠部１６２の
内側を固定部材１８０が覆い隠しているので、脚部５０を取外された表示装置１１０を下
方向から見ても意匠性を著しく損わない。
【００４５】
　この実施形態に係る表示装置１１０によると、表示パネル部２０を底部当接部１８２に
当接させることで、当該表示パネル部２０の自重を支えることができるので、作業者が表
示パネル部２０の自重全体を支えなくともよい。このため、表示パネル本体部２２の交換
作業をより容易に行える。特に、底部当接部１８２は、脚部５０の上向き面に接触してい
るため、交換作業中はもとよりその後の通常状態においても、表示パネル本体部２２を安
定して支えることができる。
【００４６】
　また、脚部５０の上方位置で表示パネル部２０の底部を覆うフロントパネル部１６０が
設けられ、前記フロントパネル部１６０のうち前記底部当接部１８２に応じた位置に切欠
部１６２が形成されていると、脚部５０を取外すことなく、フロントパネル部１６０を交
換できる。
【００４７】
　｛変形例｝
　なお、本各実施の形態では、取手部３６，３７，３８，３９は補強板部３６ａ，３７ａ
，３８ａ，３９ａと取手本体部３６ｂ，３７ｂ，３８ｂ，３９ｂとを有する構成で説明し
たが、必ずしも当該構成に限られない。例えば、取手本体部３６ｂ，３７ｂ，３８ｂ，３
９ｂの両端部が直接２つの周辺フレーム部３０，３１，３２，３３に連結固定されていて
もよい。
【００４８】
　また、本各実施の形態では、脚部５０は左右に分離して対になっているが、中心に位置
し１つの脚部で表示装置１０，１１０を立設状態に支持する構成であってもよい。
【００４９】
　また、本実施形態は、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレ
イ等の平面型の各種表示装置に適用でき、特に、両腕を伸しても表示パネル部の両側面に
両手がかからない程度に大画面の表示装置、或は、表示パネル部が一人では持上げ困難な
重量を有する場合表示装置等に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施の形態１に係る表示装置を示す分解斜視図である。
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【図２】同上の表示装置を前方から見た斜視図である。
【図３】同上の表示装置を後方から見た斜視図である。
【図４】同上の表示装置のバックパネル部を外した状態を示す斜視図である。
【図５】同上の表示装置の内部構造を後方から見た部分斜視図である。
【図６】同上の表示装置のパネル支持部材を前方から見た斜視図である。
【図７】同上のパネル支持部材を後方から見た斜視図である。
【図８】表示パネル部を示す斜視図である。
【図９】実施の形態２に係る表示装置のフロントパネルの一部と脚部とを示す要部斜視図
である。
【図１０】同上の表示装置のフロントパネルの一部と脚部とを示す要部斜視図である。
【図１１】同上の表示装置の要部断面図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０，１１０　表示装置、２０　表示パネル部、２２　パネル本体部、２２ａ　表示面
、３０，３１，３２，３３　周辺フレーム部、３６，３７，３８，３９　取手部、４０　
パネル支持部材、４２　背面支持部、４３，４４，４５，４６　背面フレーム部、４３ａ
，４６ａ　当接部、５０　脚部、６０，１６０　フロントパネル部、１６２　切欠部、１
８０　固定部材、１８２　底部当接部。
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