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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像表示画面と略同じ大きさの開口を有する枠体と、
　前記枠体の左及び右側に夫々にスライド係合する左及び右スピーカ取り付け板と、
　前記枠体の上及び下側にスライド係合する上及び下透明部材とより成り、
　前記下透明部材は、
　前面に印刷された記号と、
　下側端面に施されたグラデーションのデザインのシルク印刷面と、を備え、
　前記下透明部材に対応する光源を設けた
　映像表示装置のフロント組立体。
【請求項２】
　前記左及び右スピーカ取り付け板と前記上及び下透明部材とは、お互いにスライド係合
し固定されている
　請求項１に記載の映像表示装置のフロント組立体。
【請求項３】
　前記下透明部材の印刷された記号の上側に所定長さの反射面と、
　前記反射面に対応する光源と、を設ける
　請求項１に記載の映像表示装置のフロント組立体。
【請求項４】
　前記下透明部材と前記光源の間にレンズシート及び拡散シートを挿入する
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　請求項３に記載の映像表示装置のフロント組立体。
【請求項５】
　映像表示画面と略同じ大きさの開口を有する枠体と、
　前記枠体の左及び右側に夫々にスライド係合する左及び右スピーカ取り付け板と、
　前記枠体の上及び下側にスライド係合する上及び下透明部材と、を有し、
　前記下透明部材は、
　前面に印刷された記号と、
　下側端面に施されたグラデーションのデザインのシルク印刷面と、を備え、
　前記枠体の裏側にフィルターガラスをフロントフレームとコーナブラケットとで固定し
たフロント組立体を前面に設け、
　前記下透明部材に対応する光源を設けた
　映像表示装置。
【請求項６】
　前記左及び右スピーカ取り付け板と前記上及び下透明部材とは、お互いにスライド係合
し固定されている
　請求項５に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記下透明部材の印刷された記号の上側に所定長さの反射面と、
　前記反射面に対応する光源と、を設ける
　請求項５に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　前記下透明部材と前記光源の間にレンズシート及び拡散シートを挿入する
　請求項７に記載の映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）、液晶パネル等を使用したフラットパ
ネルディスプレイ、フラットパネルカラーテレビ等の前面にフィルターガラスを有する比
較的大型の映像表示装置のフロント組立体及び映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にＰＤＰ、液晶パネル等を使用したフラットパネルディスプレイ、フラットパネル
カラーテレビ等の映像表示装置では、前面にフィルターガラスやパネルデバイスを支える
と共にスピーカを取り付けるようにした合成樹脂により一体形成されたベズル等と呼ばれ
る四角い所定大きさの枠体より成るフロント組立体が設けられていた（特許文献１参照）
。
【特許文献１】特開２００４－６９８２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　然しながら、この映像表示装置の映像表示画面が比較的大きく、例えば３０インチ以上
の映像表示装置のベズルは、合成樹脂により一体成形したときは製造性が悪く、寸法精度
も出にくく組立て性も悪い不都合があると共に金型が高価となる不都合があった。
【０００４】
　またフラットパネルディスプレイ等の映像表示装置は奥行きの薄さにこだわる為にあま
りアグレッシブなデザインは難しいとされている。
【０００５】
　本発明は斯る点に鑑み、このフロント組立体の製造性、寸法精度を改善すると共にアグ
レッシブなデザインができるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明映像表示装置のフロント組立体は、映像表示画面と略同じ大きさの開口を有する
枠体と、この枠体の左及び右側に夫々にスライド係合する左及び右スピーカ取り付け板と
、この枠体の上及び下側にスライド係合する上及び下透明部材とより成り、下透明部材は
、前面に印刷された記号と、下側端面に施されたグラデーションのデザインのシルク印刷
面と、を備え、下透明部材に対応する光源を設けたものである。
【０００７】
　本発明映像表示装置は、映像表示画面と略同じ大きさの開口を有する枠体と、この枠体
の左及び右側に夫々にスライド係合する左及び右スピーカ取り付け板と、この枠体の上及
び下側にスライド係合する上及び下透明部材と、を有し、下透明部材は、前面に印刷され
た記号と、下側端面に施されたグラデーションのデザインのシルク印刷面と、を備、枠体
の裏側にフィルターガラスをフロントフレームとコーナブラケットとで固定したフロント
組立体を前面に設け、下透明部材に対応する光源を設けたものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によればフロント組立体を枠体と、左及び右スピーカ取り付け板と、上及び下透
明部材との５ピース構成としたので、このフロント組立体の各ピースの金型は大型化せず
比較的安価となると共に製造性、寸法精度が改善され、且つ５ピース構成による斬新なデ
ザインを実現できる。
【０００９】
　また本発明によれば、枠体と左及び右スピーカ取り付け板と上及び下透明部材とをスラ
イド係合するようにしたので、このフロント組立体の薄型化を図ることができると共に映
像表示装置の薄型化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明映像表示装置のフロント組立体及び映像表示装置を実施す
るための最良の形態の例につき説明する。
【００１１】
　図３は本例による映像表示装置の正面側斜視図を示し、図４はこの映像表示装置の背面
側斜視図を示す。本例はＰＤＰフラットパネルディスプレイに適用したものである。
【００１２】
　図３において、１は前面に配されたフロント組立体を示し、２はプラズマディスプレイ
パネルの映像表示画面の前面に配されたこのフロント組立体内に組み込まれたフィルター
ガラスで、図４において、３はリアカバーを示し、このフロント組立体１とリアカバー３
との間に図５，図６に示す如くプラズマディスプレイパネル４、その駆動回路、チューナ
部、スピーカ５等が組み込まれる如く成されている。
【００１３】
　本例においては、この映像表示装置の映像表示画面を例えば４２インチとし、この奥行
きを例えば９．８ｃｍと極めて薄くする如くする。
【００１４】
　このフロント組立体１は、図１及び図２例に示す如く構成する。図１は、このフロント
組立体１の背面側から見た分解斜視図で、図２はこのフロント組立体１の背面側から見た
斜視図である。
【００１５】
　図１，図５，図６において、１０は映像表示画面と略同じ大きさの開口１０ａを有する
板状の矩形の枠体を示す。この枠体１０は例えばＡＢＳ樹脂で射出成形により形成し、例
えばその後光沢塗装を施す如くする。
【００１６】
　また、図１，図５，図６において、１１Ｌ及び１１Ｒは夫々左スピーカ取り付け板及び
右スピーカ取り付け板を示し、之等左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ及び１１Ｒは、コ
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字状板形状の左右対称なもので、樹脂により射出成形したものであり、この左及び右スピ
ーカ取り付け板１１Ｌ及び１１Ｒに夫々スピーカ５を取り付ける如く構成する。
【００１７】
　この左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ及び１１Ｒを枠体１０の左側及び右側に夫々ス
ライド係合する如くする。本例においては、枠体１０の左及び右側端に夫々一体成形によ
り所定個の係合孔１０ｂを設けると共に左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ及び１１Ｒの
夫々の内側端にこの枠体１０の係合孔１０ｂに対応して一体成形により係合突起１１ａを
設け、この枠体１０の左及び右側端の係合孔１０ｂに左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ
及び１１Ｒの夫々の内側端の係合突起１１ａをスライド係合する如くする。
【００１８】
　図１，図５，図６において、１２Ｕ及び１２Ｄは夫々上及び下透明部材を示し、この上
及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄは所定幅で映像表示画面の略上側及び下側に沿った長さ
を有し、透明なアクリル樹脂により射出成形したものである。
【００１９】
　この上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄを枠体１０の上側及び下側に夫々スライド係合
する如くする。本例においては、枠体１０の上及び下側端に夫々一体成形により所定個の
係合孔１０ｃを設けると共に上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄの夫々の枠体１０の対向
端にこの枠体１０の係合孔１０ｃに対応して一体成形により係合突起１２ａを設け、この
枠体１０の上及び下側端の係合孔１０ｃに上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄの対向端の
係合突起１２ａをスライド係合する如くする。
【００２０】
　本例においては、この上透明部材１２Ｕの上側を図７に示す如く断面逆Ｌ字型とし、こ
の上透明部材１２Ｕの前面側を平滑面とすると共にこの逆Ｌ字型上面にローレット状の線
シボ１３を施す。
【００２１】
　このローレット状の線シボ１３としては夫々の傾斜の角度を例えば７度とし、ピッチを
０．５ｍｍとする。この場合、射出成形により形成される上透明部材１２Ｕを良好に形成
できる肉厚ｔ０は通常４ｍｍ程度であり、４ｍｍ程度の肉厚ではデザイン的に貧祖なもの
となるが、この逆Ｌ字型の上面の幅ｔ１を例えば９ｍｍとしたときには、この上透明部材
１２Ｕの肉厚ｔ０が４ｍｍでも外観上９ｍｍの肉厚形状に見える効果を有する。
【００２２】
　更に、この上透明部材１２Ｕの上側を逆Ｌ字型としたときには、強度的にも強い安定な
ものとなる。
【００２３】
　また本例においては、図１，図８に示す如く、下透明部材１２Ｄの前面の中央に文字等
の記号１４を印刷する。この印刷は例えばメジウムインクと蛍光白インクを混合したイン
クを使用しシルク印刷により行う。
【００２４】
　また図８に示す如く、この下透明部材１２Ｄの印刷された記号１４の上側に所定長さの
反射面１５を形成し、この下透明部材１２Ｄの反射面１５に対応して、複数個例えば７個
の光源としての発光ダイオード（ＬＥＤ）１６を設け、この複数個の発光ダイオード１６
よりの光がこの下透明部材１２Ｄの内部を通過するようにする。
【００２５】
　本例においては、下透明部材１２Ｄの反射面１５に対応する複数個の発光ダイオード１
６よりの光が通過する部分（側面入光部）に図８に示す如く複数のＶ溝が並列に設けられ
たレンズシート１７及び拡散シート１８を重ね合わせて、接着等により固定する。
【００２６】
　このレンズシート１７として例えば住友スリーエム株式会社製「ビキュイティ」ＢＥＦ
２輝度上昇フィルム等が使用できる。
【００２７】
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　本例においては、発光ダイオード１６と下透明部材１２Ｄの入光部との間にレンズシー
ト１７及び拡散シート１８を挿入したので、従来発光ダイオード１６の複数本の光線に見
えていたものが均一な滑らかな光となって文字等の記号１４をイルミネーション（照明）
することとなり、良好なイルミネーションを行うことができる。
【００２８】
　また本例においては、図８に示す如く、この下透明部材１２Ｄの下側端面にグラデーシ
ョン（ぼかし）デザインのシルク印刷１９を施す。この場合、グラデーションデザインの
シルク印刷１９により、発光ダイオード１６よりの光がこの下透明部材１２Ｄの下側外部
に漏れることがなくなる。
【００２９】
　図９に図３の矢印Ａの方向から見たグラデーションデザインのシルク印刷１９の詳細を
示している。グラデーションデザインのシルク印刷１９はＢ部とその左右に連続している
Ｃ部とからなっている。Ｂ部は記号１４の幅に対応して配置された発光ダイオード１６の
光が下透明部材１２Ｄの下側外側に漏れないような範囲にベタ状に印刷されている。また
２つのＣ部はＢ部から離れるにつれて印刷密度が薄くなる所謂グラデーション状に印刷さ
れている。
【００３０】
　またグラデーションデザインのシルク印刷１９のインクをシルバーとしたときには発光
ダイオード１６よりの光が、この下透明部材１２Ｄの下端面のグラデーションデザインの
シルク印刷１９により反射され、文字等の記号１４のイルミネーションの輝度が略２倍に
なり、より高品位に照らされる効果を生み出すことができる。
【００３１】
　従って本例によれば、フラットパネルディスプレイで浮遊感のある文字等の記号１４の
イルミネーションの品位及び光漏れを改善することができる。
【００３２】
　再び、図１に戻って説明するに、このフロント組立体１の組立は、先ず枠体１０の上及
び下側端の係合孔１０ｃに上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄの対向端の係合突起１２ａ
をスライド係合する。次に枠体１０の左及び右側端の係合孔１０ｂに左及び右スピーカ取
り付け板１１Ｌ及び１１Ｒの夫々の内側端の係合突起１１ａを夫々スライド係合する。こ
の時、あらかじめ枠体１０にスライド係合されている上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄ
の両端部から突出している弾性力を有する係合突起１２ｂを、左及び右スピーカ取り付け
板１１Ｌ及び１１Ｒの夫々の端部に設けられた係合孔１１ｂにはめ込むことにより行われ
る。
【００３３】
　次に、この枠体１０の裏側の所定位置にこのプラズマディスプレイパネル４の映像表示
画面よりやや大きい矩形のフィルターガラス２を配置し、その後、鉄板を加工した上側フ
ロントフレーム２０ａ、下側フロントフレーム２０ｂ、左及び右側フロントフレーム２０
ｃ及び２０ｄと鉄板を加工した４個のコーナブラケット２１ａ，２１ｂ，２１ｃ及び２１
ｄを使用し、ビス等を用いてこの枠体１０と左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ及び１１
Ｒと上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄとフィルターガラス２とを図２に示す如く一体に
固定する。
【００３４】
　本例においては、図２に示す如く組立てられたフロント組立体１と所定形状のリアカバ
ー３との間に図５，図６に示す如く、プラズマディスプレイパネル４、その駆動回路、ス
ピーカ５等を組み込むと共に発光ダイオード１６を下透明部材１２Ｄと図８に示す如き構
成で組み込む如くする。
【００３５】
　斯る本例によれば、フロント組立体を枠体１０と、左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ
及び１１Ｒと、上及び下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄとの５ピース構成としたので、このフ
ロント組立体１の各ピースの金型は大型化せず比較的安価となると共に製造性、寸法精度
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が改善され且つ５ピース構成による斬新なデザインを実現できる。例えば上及び下透明部
材１２Ｕ及び１２Ｄにより映像画面を視認したときに映像画面が宙に浮いたような状態に
見え、視聴者にデザイン的に開放的な感覚を与える。
【００３６】
　また本例によれば、枠体１０と左及び右スピーカ取り付け板１１Ｌ及び１１Ｒと上及び
下透明部材１２Ｕ及び１２Ｄとをスライド係合するようにしたので、このフロント組立体
の薄型化を図ることができると共に映像表示装置の薄型化を図ることができる。本例によ
れば、このＰＤＰフラットパネルディスプレイの映像表示画面を例えば４２インチとし、
この奥行きを例えば９．８ｃｍと極めて薄くできる。
【００３７】
　尚、本発明は上述例に限ることなく本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成
が採り得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明フロント組立体を実施するための最良の形態の例を示す背面側から見た分
解斜視図である。
【図２】本発明フロント組立体を実施するための最良の形態の例を示す背面側から見た斜
視図である。
【図３】本発明映像表示装置を実施する最良の形態の例を示す正面斜視図である。
【図４】図３の背面斜視図である。
【図５】図３の正面から見た分解斜視図である。
【図６】図３の背面から見た分解斜視図である。
【図７】要部の例を示す断面図である。
【図８】要部の例を示す構成図である。
【図９】図３の矢印Ａ方向から見た要部の例の斜視図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１……フロント組立体、２……フィルターガラス、３……リアカバー、４……プラズマ
ディスプレイパネル、５……スピーカ、１０……枠体、１１Ｌ……左スピーカ取り付け板
、１１Ｒ……右スピーカ取り付け板、１２Ｕ……上透明部材、１２Ｄ……下透明部材
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