
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体内の上部にテレビジョン受像機が配置されると共に、該筐体内の底部に設けたメイン
基板上に磁気テープ装置とディスクプレーヤとが配置され、該ディスクプレーヤのプレー
ヤ本体がメイン基板上のシールドプレートと該シールドプレートに係止したシールドボッ
クスとで囲んだシールド空間内に配置され、前記プレーヤ本体の制御用ロード基板にフレ
キシブルケーブルを介して接続したノイズ除去用補助基板が前記シールドプレート上に横
置き状態で止着具により止着されると共に、該補助基板がコネクタを介してメイン基板に
接続されたディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレビジョン装置における前記補助
基板を固定するための基板固定装置であって、前記シールドプレートに貫設したスリット
の両側縁に切り残した複数の爪部が切り起こされると共に、その互いに対向する爪部が補
助基板の厚さとほぼ同じ程度の隙間をおいて並立され、前記メイン基板のスリットに対向
する位置に雄型コネクタが取り付けられると共に、該雄型コネクタに対向して前記補助基
板の下部に雌型コネクタが取り付けられ、前記シールドボックスの両側壁部下縁に複数の
フック片が一体突設されると共に、その各フック片に対向してシールドプレートに複数の
フック係合孔が貫設され、前記シールドボックスの側壁に複数の切欠窓を開設して該各切
欠窓の側縁に切り残した舌片が該シールドボックス内に切り起こされると共に、該各舌片
の下縁に、補助基板の上縁に係合可能な凹部が形成されており、前記補助基板をシールド
プレート上に止着する止着具が省略され、該補助基板の下部を爪部間に差し込んで雌型コ
ネクタを雄型コネクタに接続することにより、その補助基板が横置き状態から縦置き状態
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にされ、シールドボックスを補助基板及びロード基板付きプレーヤ本体に被せて各フック
片をシールドプレートの各フック係合孔に係合させることにより、各舌片の凹部を補助基
板の上縁に係合させるようにしたことを特徴とする基板固定装置。
【請求項２】
メイン基板上のシールドプレートと該シールドプレートに係止したシールドボックスとで
囲んだシールド空間内にプレーヤ本体が配置され、該プレーヤ本体の制御用ロード基板に
接続したノイズ除去用補助基板を固定するための基板固定装置であって、前記シールドプ
レートに貫設したスリットの両側縁に切り残した複数の爪部が切り起こされると共に、そ
の互いに対向する爪部が補助基板の厚さとほぼ同じ程度の隙間をおいて並立され、前記メ
イン基板のスリットに対向する位置に雄型コネクタが取り付けられると共に、該雄型コネ
クタに対向して前記補助基板の下部に雌型コネクタが取り付けられており、前記補助基板
の下部を爪部間に差し込んで雌型コネクタを雄型コネクタに接続するようにしたことを特
徴とする基板固定装置。
【請求項３】
前記シールドボックスの側壁に複数の切欠窓を開設して該各切欠窓の側縁に切り残した舌
片が該シールドボックス内に切り起こされると共に、該各舌片の下縁に、補助基板の上縁
に係合可能な凹部が形成されており、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被
せてシールドプレートに係止することにより、各舌片の凹部を補助基板の上縁に係合させ
るようにしたことを特徴とする請求項２に記載の基板固定装置。
【請求項４】
前記シールドボックスの両側壁部下縁に複数のフック片が一体突設されると共に、その各
フック片に対向してシールドプレートに複数のフック係合孔が貫設されており、該各フッ
ク係合孔に各フック片を係合させることにより、該シールドボックスをシールドプレート
に係止するようにしたことを特徴とする請求項２または３に記載の基板固定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレビジョン装置におけるノ
イズ除去用補助基板を固定するための基板固定装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレビジョン装置の一例として図１２か
ら図１４に示すものがある。これは、筐体１内の上部にテレビジョン受像機２が配置され
ると共に、該筐体１内の底部に設けたメイン基板３上に磁気テープ装置４とＤＶＤ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）などからなるディスクプレーヤ５とが配置
され、筐体１の前面パネル１ａに磁気テープ装置４用開口部６とディスクプレーヤ５用開
口部７とが開設され、メイン基板３上の後部に電源部８が設けられている。
【０００３】
前記ディスクプレーヤ５は、メイン基板３上にシールドプレート９を固定し、前面に開口
部１０ａを開設したシールドボックス１０の周壁部下縁から直角に瀬折曲した折曲片１０
ｂをシールドプレート９にビス１６で止着し、そのシールドプレート９とシールドボック
ス１０との間のシールド空間１１内にプレーヤ本体５ａを配置したものであって、ノイズ
除去用フィルタ回路をプリントしたＥＭＩ基板からなるノイズ除去用補助基板１４がフレ
キシブルケーブル１３を介してプレーヤ本体５ａの制御用ロード基板１２に接続されると
共に、該補助基板１４とメイン基板３とがコネクタ１７を介して接続されることにより、
その補助基板１４がシールドプレート９上に横置き状態で配置されている。
【０００４】
また、補助基板１４の一側縁がシールドプレート９から切り起こした複数の略Ｌ字状支持
片（止着具）１５により挟持されると共に、その補助基板１４の他側縁が複数のビス（止
着具）１６によりシールドプレート９にねじ止めされており、これによって、その補助基
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板１４を例えば出荷前の振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれされないようにしてい
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の構成では、補助基板１４がシールド空間１１内に横置き状態で配置されている
ため、専有スペースが大きくなってディスクプレーヤ５が大型化し、また、補助基板１４
を複数の支持片１５と複数のビス１６で固定するようになっており、その固定作業に手間
と時間とがかかって面倒であると共に、複数のビス１６を用いている分だけ部品点数が増
加して製作費が高くつく。
【０００６】
そこで、前記補助基板１４を縦置き状態で固定する技術として例えば特開平５－２０６６
６０号公報に記載したものもあるが、これでは、構造が複雑でその固定作業に手間と時間
とがかかるという難点がある。
【０００７】
本発明は、上記従来の難点に鑑み、省スペース化を図って構造が簡単でその固定作業を迅
速容易に行なうことができるようにした基板固定装置を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、筐体内の上部にテレビジョン受像機
が配置されると共に、該筐体内の底部に設けたメイン基板上に磁気テープ装置とディスク
プレーヤとが配置され、該ディスクプレーヤのプレーヤ本体がメイン基板上のシールドプ
レートと該シールドプレートに係止したシールドボックスとで囲んだシールド空間内に配
置され、前記プレーヤ本体の制御用ロード基板にフレキシブルケーブルを介して接続した
ノイズ除去用補助基板が前記シールドプレート上に横置き状態で止着具により止着される
と共に、該補助基板がコネクタを介してメイン基板に接続されたディスクプレーヤ・磁気
テープ装置一体化テレビジョン装置における前記補助基板を固定するための基板固定装置
であって、前記シールドプレートに貫設したスリットの両側縁に切り残した複数の爪部が
切り起こされると共に、その互いに対向する爪部が補助基板の厚さとほぼ同じ程度の隙間
をおいて並立され、前記メイン基板のスリットに対向する位置に雄型コネクタが取り付け
られると共に、該雄型コネクタに対向して前記補助基板の下部に雌型コネクタが取り付け
られ、前記シールドボックスの両側壁部下縁に複数のフック片が一体突設されると共に、
その各フック片に対向してシールドプレートに複数のフック係合孔が貫設され、前記シー
ルドボックスの側壁に複数の切欠窓を開設して該各切欠窓の側縁に切り残した舌片が該シ
ールドボックス内に切り起こされると共に、該各舌片の下縁に、補助基板の上縁に係合可
能な凹部が形成されており、前記補助基板をシールドプレート上に止着する止着具が省略
され、該補助基板の下部を爪部間に差し込んで雌型コネクタを雄型コネクタに接続するこ
とにより、その補助基板が横置き状態から縦置き状態にされ、シールドボックスを補助基
板及びロード基板付きプレーヤ本体に被せて各フック片をシールドプレートの各フック係
合孔に係合させることにより、各舌片の凹部を補助基板の上縁に係合させるようにしたこ
とを特徴としている。
【０００９】
上記構成によれば、補助基板の下部を爪部間に差し込んで該補助基板の下部に取り付けた
雌型コネクタをメイン基板上の雄型コネクタに接続するだけで、その補助基板を出荷前の
振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれされないように固定することができると共に、
その固定にビスなどの止着具が不要であるから、その不要となった分だけ部品点数が少な
くなって製作費を安くすることができる。
【００１０】
また、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せて該シールドボックスの両側
壁部下縁に一体突設した複数のフック片をシールドプレートの各フック係合孔に係合させ
るだけで、そのシールドボックスをシールドプレートから不測に外れないように係止する
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ことができ、それと同時に、シールドプレートの側壁から切り起こした舌片の凹部が補助
基板の上縁に係合され、これにより、該補助基板の上部が不測に上下左右に揺れるのを阻
止して、その補助基板を一層確実に固定することができ、しかも、その固定にビスなどの
止着具が不要であるから、部品点数が増加せず、その固定作業を迅速容易に行なうことが
でき、経済的である。
【００１１】
更に、補助基板がシールド空間内に縦置き状態で配置されて専有スペースが小さいから、
従来に比べて省スペース化を図った安価なディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレ
ビジョン装置を提供することができる。
【００１２】
請求項２に記載の発明は、メイン基板上のシールドプレートと該シールドプレートに係止
したシールドボックスとで囲んだシールド空間内にプレーヤ本体が配置され、該プレーヤ
本体の制御用ロード基板に接続したノイズ除去用補助基板を固定するための基板固定装置
であって、前記シールドプレートに貫設したスリットの両側縁に切り残した複数の爪部が
切り起こされると共に、その互いに対向する爪部が補助基板の厚さとほぼ同じ程度の隙間
をおいて並立され、前記メイン基板のスリットに対向する位置に雄型コネクタが取り付け
られると共に、該雄型コネクタに対向して前記補助基板の下部に雌型コネクタが取り付け
られており、前記補助基板の下部を爪部間に差し込んで雌型コネクタを雄型コネクタに接
続するようにしたことを特徴としている。
【００１３】
上記構成によれば、補助基板の下部を爪部間に差し込んで該補助基板の下部に取り付けた
雌型コネクタをメイン基板上の雄型コネクタに接続するだけで、その補助基板を出荷前の
振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれされないように固定することができると共に、
その固定にビスなどの止着具が不要であるから、その不要となった分だけ部品点数が少な
くなって製作費を安くすることができる。また、補助基板がシールド空間内に縦置き状態
で配置されて専有スペースが小さいから、従来に比べて省スペース化を図ることができる
。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、前記シールドボックスの側壁
に複数の切欠窓を開設して該各切欠窓の側縁に切り残した舌片が該シールドボックス内に
切り起こされると共に、該各舌片の下縁に、補助基板の上縁に係合可能な凹部が形成され
ており、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せてシールドプレートに係止
することにより、各舌片の凹部を補助基板の上縁に係合させるようにしたことを特徴とし
ている。
【００１５】
上記構成によれば、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せてシールドプレ
ートに係止するだけで、該シールドプレートの側壁から切り起こした舌片の凹部が補助基
板の上縁に係合され、これにより、該補助基板の上部が不測に上下左右に揺れるのを阻止
して、その補助基板を一層確実に固定することができ、しかも、その固定にビスなどの止
着具が不要であるから、部品点数が増加せず、経済的である。
【００１６】
請求項４に記載の発明は、請求項２または３に記載の発明において、前記シールドボック
スの両側壁部下縁に複数のフック片が一体突設されると共に、その各フック片に対向して
シールドプレートに複数のフック係合孔が貫設されており、該各フック係合孔に各フック
片を係合させることにより、該シールドボックスをシールドプレートに係止するようにし
たことを特徴としている。
【００１７】
上記構成によれば、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せて該シールドボ
ックスの両側壁部下縁に一体突設した複数のフック片をシールドプレートの各フック係合
孔に係合させるだけで、そのシールドボックスをシールドプレートから不測に外れないよ
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うに係止することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１から図３は本発明の実施の一形態である基板固定装置を備えたディスクプレーヤ・磁
気テープ装置一体化テレビジョン装置を示すものであって、プレーヤ本体５ａに接近して
シールドプレート９にスリット１９が前後方向ａ，ｂ方向に沿って貫設され、該スリット
１９に挿通した補助基板１４の下部がコネクタ１７を介してメイン基板３に接続されてい
る。上記以外の構成は図１２から図１４に示す構成とほぼ同じであるから、同一部分に同
一符号を付してその説明を省略する。
【００１９】
図６から図８に示すように、前記スリット１９の両側縁に切り残した複数（この実施の形
態では４つ）の爪部２０が切り起こされると共に、その互いに対向する爪部２０が補助基
板１４の厚さｔとほぼ同じ程度の隙間ｄをおいて並立され、且つ各爪部２０の上部２０ａ
が外向きに折り曲げられている。なお、２１はスリット１９の中央部に切り残した補強桁
である。
【００２０】
前記コネクタ１７は、図６及び図７に示すように、メイン基板３上のスリット１９に対向
する位置に固定した一対の雄型コネクタ１７ａと、補助基板１４の下部に取り付けた雌型
コネクタ１７ｂとからなっている。
【００２１】
上記構成によれば、図６及び図９に示すように、補助基板１４の下部を爪部２０間に差し
込んで該補助基板１４の下部に取り付けた雌型コネクタ１７ｂを雄型コネクタ１７ａに接
続するだけで、その補助基板１４を出荷前の振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれし
ないように固定することができると共に、その固定にビス１６（図１４参照）などの止着
具が不要であるから、その不要となった分だけ部品点数が少なくなって製作費を安くする
ことができる。また、補助基板１４がシールド空間１１内に縦置き状態で配置されて専有
スペースが小さいから、従来に比べて省スペース化を図った安価なディスクプレーヤ・磁
気テープ装置一体化テレビジョン装置を提供することができる。
【００２２】
図８から図１１に示すように、シールドボックス１０の側壁に前後方向ａ，ｂに沿って複
数（この実施の形態では３つ）の矩形状切欠窓２３を開設して該各切欠窓２３の側縁に切
り残した舌片２４が該シールドプレート９内に切り起こされると共に、該各舌片２４の下
縁に、補助基板１４の上縁に係合可能な凹部２５が形成されており、シールドボックス１
０を補助基板１４及びプレーヤ本体５ａに被せてシールドプレート９に係止するだけで、
各舌片２４の凹部２５が補助基板１４の上縁に係合され、これにより、該補助基板１４の
上部が不測に上下左右に揺れるのを阻止して、その補助基板１４を一層確実に固定するこ
とができ、しかも、その固定にビスなどの止着具が不要であるから、部品点数が増加せず
、経済的である。
【００２３】
図４、図５及び図１１に示すように、シールドボックス１０の両側壁部下縁に複数（この
実施の形態では４つ）の略Ｌ字状フック片２７が一体突設されると共に、その各フック片
２７に対向してシールドプレート９に複数のフック係合孔２８が貫設されており、シール
ドボックス１０を補助基板１４及びプレーヤ本体５ａに被せて各フック片２７を各フック
係合孔２８に係合させるだけで、そのシールドボックス１０をシールドプレート９から不
測に外れないように係止することができる。
【００２４】
補助基板１４の固定手順を説明すると、補助基板１４の下部を爪部２０間に差し込んで雌
型コネクタ１７ｂを雄型コネクタ１７ａに接続することにより、その補助基板１４をシー
ルドプレート９に縦置き状態で配置し、次に、シールドボックス１０を補助基板１４及び
プレーヤ本体５ａに被せて各フック片２７をフック係合孔２８に嵌入させ、該シールドボ
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ックス１０を後方ｂに移動させて、各フック片２７の先端を各フック係合孔２８に係合さ
せ、それと同時に、各舌片２４の凹部２５を補助基板１４の上縁に係合させ、シールドボ
ックス１０の折曲片１０ｂをビス１６でシールドプレート９に固定すればよい。
【００２５】
上記の実施の形態では、ディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレビジョン装置を例
にあげて説明したが、これに限定されるわけではなく、例えば筐体１内にテレビジョン受
像機２とディスクプレーヤ５とを組み込んだディスクプレーヤ・テレビジョン装置や、筐
体１内にディスクプレーヤ５と磁気テープ装置４とを組み込んだディスクプレーヤ・磁気
テープ装置にも適用される。
【００２６】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、補助基板の下部を爪部間に差し込んで該補助基板の下部
に取り付けた雌型コネクタをメイン基板上の雄型コネクタに接続するだけで、その補助基
板を出荷前の振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれされないように固定することがで
きると共に、その固定にビスなどの止着具が不要であるから、その不要となった分だけ部
品点数が少なくなって製作費を安くすることができる。
【００２７】
また、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せて該シールドボックスの両側
壁部下縁に一体突設した複数のフック片をシールドプレートの各フック係合孔に係合させ
るだけで、そのシールドボックスをシールドプレートから不測に外れないように係止する
ことができ、それと同時に、シールドプレートの側壁から切り起こした舌片の凹部が補助
基板の上縁に係合され、これにより、該補助基板の上部が不測に上下左右に揺れるのを阻
止して、その補助基板を一層確実に固定することができ、しかも、その固定にビスなどの
止着具が不要であるから、部品点数が増加せず、その固定作業を迅速容易に行なうことが
でき、経済的である。
【００２８】
更に、補助基板がシールド空間内に縦置き状態で配置されて専有スペースが小さいから、
従来に比べて省スペース化を図った安価なディスクプレーヤ・磁気テープ装置一体化テレ
ビジョン装置を提供することができる。
【００２９】
請求項２に記載の発明によれば、補助基板の下部を爪部間に差し込んで該補助基板の下部
に取り付けた雌型コネクタをメイン基板上の雄型コネクタに接続するだけで、その補助基
板を出荷前の振動試験や搬送中の振動で不測に位置ずれされないように固定することがで
きると共に、その固定にビスなどの止着具が不要であるから、その不要となった分だけ部
品点数が少なくなって製作費を安くすることができる。また、補助基板がシールド空間内
に縦置き状態で配置されて専有スペースが小さいから、従来に比べて省スペース化を図る
ことができる。
【００３０】
請求項３に記載の発明によれば、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せて
シールドプレートに係止するだけで、該シールドプレートの側壁から切り起こした舌片の
凹部が補助基板の上縁に係合され、これにより、該補助基板の上部が不測に上下左右に揺
れるのを阻止して、その補助基板を一層確実に固定することができ、しかも、その固定に
ビスなどの止着具が不要であるから、部品点数が増加せず、経済的である。
【００３１】
請求項４に記載の発明によれば、シールドボックスを補助基板及びプレーヤ本体に被せて
該シールドボックスの両側壁部下縁に一体突設した複数のフック片をシールドプレートの
各フック係合孔に係合させるだけで、そのシールドボックスをシールドプレートから不測
に外れないように係止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の一形態である基板固定装置を備えたディスクプレーヤ・磁気テ
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ープ装置一体化テレビジョン装置を示す一部切欠き側面図である。
【図２】　同一部切欠き正面図である。
【図３】　同一部切欠き平面図である。
【図４】　同基板固定装置の側面図である。
【図５】　同基板固定装置の平面図である。
【図６】　同要部の斜視図である。
【図７】　同要部の分解斜視図である。
【図８】　図５のＡ－Ａ矢視図である。
【図９】　図５のＢ－Ｂ矢視図である。
【図１０】　図５のＣ－Ｃ矢視図である。
【図１１】　同シールドボックスの斜視図である。
【図１２】　従来例を示す一部切欠き側面図である。
【図１３】　同一部切欠き正面図である。
【図１４】　同一部切欠き平面図である。
【符号の説明】
１　　　　筐体
２　　　　テレビジョン受像機
３　　　　メイン基板
４　　　　磁気テープ装置
５　　　　ディスクプレーヤ
５ａ　　　プレーヤ本体
９　　　　シールドプレート
１０　　　シールドボックス
１１　　　シールド空間
１２　　　ロード基板
１４　　　補助基板
１５　　　支持片（止着具）
１６　　　ビス（止着具）
１７　　　コネクタ
１７ａ　　雄型コネクタ
１７ｂ　　雌型コネクタ
１９　　　スリット
２０　　　爪部
２３　　　切欠窓
２４　　　舌片
２５　　　凹部
２７　　　フック片
２８　　　フック係合孔
ｄ　　　　爪部間の隙間
ｔ　　　　補助基板の厚さ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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