
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
透明材料によって一体に形成された枠部と該枠部の内周縁に設けられた装置取付部とを有
するブラケットと、
透明材料によって略矩形状に形成されると共にブラケットの前面側に配置される平板状の
前面パネルと、
スクリーン面を有しブラケットの装置取付部に取り付けられる装置本体部と、
一方向に長く形成され横断面形状で略コ字状を為すと共に前面パネルの外縁と枠部の外縁
とを挟持して前面パネルとブラケットとを結合した状態で保持する保持部材とを備え、
上記前面パネル又はブラケットに被保持用係合部を設け、
上記保持部材には被保持用係合部に係合される保持用係合部を設けた
ことを特徴とする平面型画像表示装置。
【請求項２】
上記被保持用係合部と保持用係合部は一方が係合溝又は係合穴であり他方が係合突部であ
り、
係合溝又は係合穴が前面パネルの外周面又はブラケットの外周面に開口された導入部と該
導入部に連続し前面パネルの外周縁又はブラケットの外周縁に略沿う方向へ延びるストッ
パー部とから成り、
係合突部が導入部から挿入されストッパー部に係合されることにより前面パネルとブラケ
ットを保持部材によって保持するようにした
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ことを特徴とする請求項１に記載の平面型画像表示装置。
【請求項３】
上記保持部材の内面に保持用係合部を設けた
ことを特徴とする請求項１に記載の平面型画像表示装置。
【請求項４】
上記ブラケットの下端部に前面パネルを載置するための載置部を設けた
ことを特徴とする請求項１に記載の平面型画像表示装置。
【請求項５】
上記ブラケットの前面に前面パネル側に突出するリブを設け、該リブの少なくとも一部を
保持部材によって遮蔽した
ことを特徴とする請求項１に記載の平面型画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は平面型画像表示装置に関する。詳しくは、装置本体部が取り付けられるブラケッ
トと該ブラケットの前面側に配置される前面パネルとの良好な組立性を確保する技術分野
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
スクリーンに画像を表示する平面型画像表示装置には、例えば、スクリーンとしてプラズ
マディスプレイパネル（ＰＤＰ）等を用いたものがある。
【０００３】
平面型画像表示装置は、ベゼルと称される枠部に囲われるようにしてスクリーンが配置さ
れたタイプが普及されているが、近年の市場の要請に応えるべく、デザイン性を追求した
様々なタイプの平面型画像表示装置の普及が見込まれている。
【０００４】
デザイン性を追求した平面型画像表示装置の一例として、例えば、ガラスや樹脂等によっ
て形成された透明な前面パネルを有し、該前面パネルの後側に配置された透明なブラケッ
トにスクリーンを有する装置本体部が取り付けられているものが開発されつつある。この
ような平面型画像表示装置にあっては、ブラケットの前面側に透明な前面パネルが配置さ
れているため、平面型画像表示装置を視認したときにスクリーンが宙に浮いたような状態
に見え、また、ベゼルを有しないため視認者にとってはデザイン的に開放的な感覚を受け
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のような前面パネルとブラケットを有するタイプの平面型画像表示装置に
おいては、前面パネルとブラケットを前後で結合した状態で保持する必要があり、ブラケ
ットと前面パネルの結合の手段としては、例えば、接着やネジ止めと言った手段が考えら
れる。
【０００６】
ところが、結合手段として接着剤による接着を用いた場合には、接着剤の塗布ムラ、接着
剤の経年変化等による変色等の不具合を生じるおそれがあり、特に、透明な前面パネルを
用いたにも拘わらず接着剤を塗布した部分だけが曇ったり色付いて見えたりしてしまうと
、デザイン性を悪化させてしまう。
【０００７】
また、結合手段として両面テープによる接着を用いた場合には、テープ表面の粘着剤の経
年変化等による変色や剥がれ等の不具合を生じるおそれがある。
【０００８】
さらに、結合手段としてネジ止めを用いた場合には、取付ネジが見えてしまい、やはりデ
ザイン性を悪化させる。また、ネジ止め作業は使用する取付ネジの数に応じた分だけ複数
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回行う必要があり、特に、近年のスクリーンの大型化に伴って使用する取付ネジの数が多
くなり、作業に時間がかかる等の不都合が生じてしまう。
【０００９】
そこで、本発明は、デザイン性の悪化を来すことなくブラケットと前面パネルの結合に際
しての良好な組立性を確保することを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明平面型画像表示装置は、透明材料によって一体に形成された枠部と該枠部の内周縁
に設けられた装置取付部とを有するブラケットと、透明材料によって略矩形状に形成され
ると共にブラケットの前面側に配置される平板状の前面パネルと、スクリーン面を有しブ
ラケットの装置取付部に取り付けられる装置本体部と、一方向に長く形成され横断面形状
で略コ字状を為すと共に前面パネルの外縁と枠部の外縁とを挟持して前面パネルとブラケ
ットとを結合した状態で保持する保持部材とを設け、上記前面パネル又はブラケットに被
保持用係合部を設け、上記保持部材には被保持用係合部に係合される保持用係合部を設け
たものである。
【００１１】
従って、本発明平面型画像表示装置にあっては、被保持用係合部と保持用係合部とが係合
されて保持部材によって前面パネルとブラケットが結合された状態で保持される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明平面型画像表示装置の詳細を添付図面を参照して説明する。尚、以下に示
した実施の形態は、スクリーンとしてプラズマディスプレイパネルが用いられた平面型画
像表示装置に適用したものである。
【００１３】
平面型画像表示装置１は、前面パネル２とブラケット３と装置本体部４とを備えている（
図１参照）。
【００１４】
前面パネル２は横長の矩形状に形成され、ガラス、ポリカーボネート、アクリル等の透明
材料によって形成されている。前面パネル２の前面５の全面には、外光の反射を防止する
ための反射防止フィルム６が貼付されている（図２参照）。
【００１５】
前面パネル２の後面７は、貼付部７ａと非貼付部７ｂとによって構成されており、後面７
の外周部を除く部分が貼付部７ａとされ外周部が非貼付部７ｂとされている（図２参照）
。前面パネル２の貼付部７ａには、赤外線吸収フィルム８が貼付されている。従って、非
貼付部７ｂには赤外線吸収フィルム８は貼付されていない。
【００１６】
前面パネル２の非貼付部７ｂには、その外周縁を除く部分に枠状を為す遮蔽層９が設けら
れている（図２及び図３参照）。遮蔽層９は、例えば、黒色のセラミック印刷によって形
成されている。従って、前面パネル２を正面側から視認したときには、遮蔽層９によって
、その後側の部分が遮蔽されて見えないようにされている。
【００１７】
遮蔽層９の後面には、枠状を為す導電層１０が設けられている（図２参照）。導電層１０
は遮蔽層９の外周部及び内周部を除く部分に設けられている。導電層１０は、例えば、金
属材料によって形成されたメッシュ状のフィルム層であり、後述する金属製の本体用カバ
ーが取り付けられてアースをとる役割を果たすものである。
【００１８】
遮蔽層９の導電層１０が設けられていない部分のうち内周側の部分には、赤外線吸収フィ
ルム８の外周縁が後方側から貼付されている（図２参照）。
【００１９】
遮蔽層９の導電層１０が設けられていない部分のうち外周側の部分には、例えば、マスキ
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ング技術によって径の小さな透過孔９ａが形成されている（図２及び図３参照）。透過孔
９ａは、リモートコントロール装置１００から発光された赤外光を透過させるための孔で
ある（図２参照）。透過孔９ａは、例えば、遮蔽層９の右下側の部分に形成されている（
図３参照）が、透過孔９ａの形成位置は任意であり、遮蔽層９のうち赤外線吸収フィルム
８及び導電層１０が設けられていない部分であれば何れの位置に形成してもよい。
【００２０】
ブラケット３は枠部１１と装置取付部１２と部品取付部１３、１３、・・・とが、例えば
、ポリカーボネート、アクリル等の透明な樹脂材料によって一体に形成されている（図１
、図４乃至図６参照）。
【００２１】
枠部１１は外形が前面パネル２より一回り大きい横長の矩形状に形成され、上下に延び左
右に位置する垂直部１４、１４と左右に延び上下に位置する水平部１５、１５とによって
厚みの薄い形状に形成されている。枠部１１には前面パネル２が配置される浅い配置凹部
１１ａが形成され、該配置凹部１１ａは上方及び前方に開口されている（図１及び図５参
照）。
【００２２】
配置凹部１１ａが形成されることにより、枠部１１には、その下端部に左右に長く前方へ
突出された載置部１１ｂが設けられている（図１、図５及び図７参照）。
【００２３】
枠部１１の前面の外周縁及び内周縁には、それぞれ前方へ突出されたリブ１６、１７が設
けられている（図５及び図７参照）。リブ１６、１７には、それぞれ４つずつの配置用切
欠１６ａ、１６ａ、・・・、１７ａ、１７ａ、・・・が形成されている（図８参照）。配
置用切欠１６ａ、１６ａ、・・・は垂直部１４、１４の上下方向における略中央部に位置
するリブ１６の部分に形成され、２つずつが上下に離間して形成されている。配置用切欠
１７ａ、１７ａ、・・・は、それぞれ配置用切欠１６ａ、１６ａ、・・・の内側の位置に
形成されている。
【００２４】
枠部１１の垂直部１４、１４には、それぞれ２つずつの第１の端子取付部１８、１８、・
・・が設けられている（図８参照）。第１の端子取付部１８、１８、・・・は、それぞれ
リブ１６、１６の配置用切欠１６ａ、１６ａ、・・・の直ぐ外側の位置に設けられている
。第１の端子取付部１８、１８、・・・にはそれぞれ前方に開口されたネジ穴１８ａ、１
８ａ、・・・が形成されている。
【００２５】
装置取付部１２は枠部１１の内周縁から後方へ突出されて設けられている（図１及び図６
等参照）。
【００２６】
装置取付部１２の前縁には、それぞれ左右に２つずつの第２の端子取付部１９、１９、・
・・が設けられている（図８参照）。第２の端子取付部１９、１９、・・・は、それぞれ
リブ１７、１７の配置用切欠１７ａ、１７ａ、・・・の直ぐ内側の位置に設けられている
。第２の端子取付部１９、１９、・・・は、それぞれ前方に開口されたネジ穴１９ａ、１
９ａ、・・・と、前方へ突出された第１の位置決め突部１９ｂ、１９ｂ、・・・と、同じ
く前方へ突出された第２の位置決め突部１９ｃ、１９ｃ、・・・とを有している。
【００２７】
部品取付部１３、１３、・・・は、それぞれ枠部１１の上下両端部から左方又は右方へ突
出されて設けられている（図１、図５及び図６参照）。
【００２８】
部品取付部１３、１３、・・・の後面には、それぞれ被保持用係合部として機能する係合
溝２０、２０、・・・が形成されている（図６参照）。係合溝２０は、部品取付部１３の
上面又は下面に開口され略上下に延びる導入部２０ａと、該導入部２０ａに連続し左右に
延びるストッパー部２０ｂとから成り、導入部２０ａは部品取付部１３の上面又は下面に
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近付くに従って溝幅が広くなるように形成されている。
【００２９】
ブラケット３の第１の端子取付部１８、１８、・・・と第２の端子取付部１９、１９、・
・・との間には、それぞれ導電部材２１、２１、・・・が取り付けられる（図８及び図９
参照）。
【００３０】
導電部材２１は第１の端子部２２と第２の端子部２３とが左右に長い連結部２４によって
連結されて成り、板状の金属材料によって形成されている。第１の端子部２２は連結部２
４の外側の端部に連結され、連結部２４に連続する被取付部２２ａと該被取付部２２ａか
ら上方又は下方へ突出された接続部２２ｂとから成り、被取付部２２ａにネジ挿通孔２２
ｃが形成されている。第２の端子部２３は連結部２４の内側の端部に連結され、連結部２
４に連続する被取付部２３ａと該被取付部２３ａから斜め後方へ突出された接続部２３ｂ
とから成る。被取付部２３ａにはネジ挿通孔２３ｃ、第１の位置決め孔２３ｄ及び第２の
位置決め孔２３ｅがそれぞれ形成されている。
【００３１】
ブラケット３には上記した導電部材２１、２１、・・・の他に、アース用配線シート２５
、２５が取り付けられる（図８及び図９参照）。アース用配線シート２５は横長の枠状を
為すベース部２６と該ベース部２６から右方又は左方へ突出された接続用突部２７、２８
とが導電性を有するシート状の材料によって形成されている。
【００３２】
ベース部２６は上下に延び左右に位置する短手部２６ａ、２６ａと左右に延び上下に位置
する長手部２６ｂ、２６ｂとから成り、接続用突部２７が外側に位置する長手部２６ｂの
上下方向における略中央部から外方へ突出され、接続用突部２８が内側に位置する長手部
２６ｂの上下方向における略中央部から内方へ突出されている。
【００３３】
アース用配線シート２５は、接続用突部２７、２８の各先端部を除く部分が絶縁用ラミネ
ート２９によって被覆されている（図８参照）。
【００３４】
以下に、ブラケット３への導電部材２１、２１、・・・とアース用配線シート２５、２５
の取付手順を説明する（図８及び図９参照）。尚、例として、右側に位置される導電部材
２１、２１とアース用配線シート２５とを取り付ける際の手順について説明する。
【００３５】
先ず、アース用配線シート２５の長手部２６ｂ、２６ｂをブラケット３のリブ１６、１７
の配置用切欠１６ａ、１７ａ、１６ａ、１７ａに挿入して配置する。
【００３６】
次に、導電部材２１、２１の連結部２４、２４を、それぞれアース用配線シート２５の長
手部２６ｂ、２６ｂに前方から重ね合わせて配置用切欠１６ａ、１７ａ、１６ａ、１７ａ
に挿入する。
【００３７】
このとき、ブラケット３の第２の端子取付部１９、１９の第１の位置決め突部１９ｂ、１
９ｂと第２の位置決め突部１９ｃ、１９ｃとを、それぞれ導電部材２１、２１の第１の位
置決め孔２３ｄ、２３ｄと第２の位置決め孔２３ｅ、２３ｅとに挿入し、各ネジ挿通孔２
２ｃ、２２ｃ、２３ｃ、２３ｃを挿通された取付ネジ３０、３０、・・・を各ネジ穴１８
ａ、１８ａ、１９ａ、１９ａに螺合し、被取付部２２ａ、２２ａ、２３ａ、２３ａをそれ
ぞれ第１の端子取付部１８、１８と第２の端子取付部１９、１９に取り付ける。
【００３８】
最後に、導電部材２１、２１の各接続部２２ｂ、２２ｂ、２３ｂ、２３ｂ及びアース用配
線シート２５の各接続用突部２７、２８の先端部を、それぞれ図示しない所定の接続端子
やリード線等に接続する。
【００３９】

10

20

30

40

50

(5) JP 3786063 B2 2006.6.14



上記のように、ブラケット３への導電部材２１、２１、・・・及びアース用配線シート２
５、２５の取付は、アース用配線シート２５、２５を所定の位置に配置し、その前側から
導電部材２１、２１、・・・を重ね合わせてネジ止めするだけであるため、取付が容易で
あり取付作業における作業性の向上を図ることができる。
【００４０】
前面パネル２とブラケット３は保持部材３１、３１によって結合された状態で保持される
（図１及び図７参照）。
【００４１】
保持部材３１は左右方向に長く形成され、その長さがブラケット３の左右に位置する部品
取付部１３、１３の外端間の間隔と略同じに形成されている。保持部３１は、基部３２と
、該基部３２の前縁からこれと直交する方向へ突出された前側挟持部３３と、基部３２の
後縁からこれと直交する方向へ突出され前側挟持部３２に対向して位置された後側挟持部
３４とが、金属材料によって一体に形成されて成る（図１０及び図１１参照）。
【００４２】
前側挟持部３３の内面には、左右に延び後側挟持部３４側へ突出された押し当てリブ３３
ａ、３３ａが上下に離間して設けられている。後側挟持部３４の内面には、前側挟持部３
３側へ突出された係合突部３４ａ、３４ａが設られている。係合突部３４ａ、３４ａは、
それぞれ後側挟持部３４の左端寄りの位置と右端寄りの位置とに設けられ、ブラケット３
に形成された係合溝２０、２０に挿入されて係合される保持用係合部として機能する。
【００４３】
以下に、前面パネル２とブラケット３との結合の手順を説明する（図１２乃至図１４参照
）。尚、例として、上側に位置される保持部材３１によって前面パネル２とブラケット３
を結合する際の手順について説明する。
【００４４】
先ず、前面パネル２をブラケット３の配置凹部１１ａに挿入して配置する。このとき前面
パネル２はブラケット３の下端部に設けられた載置部１１ｂに載置されるため、前面パネ
ル２を配置凹部１１ａに容易に配置することができ、また、前面パネル２のブラケット３
からの脱落を防止することができる。
【００４５】
次に、保持部材３１の係合突部３４ａ、３４ａを、それぞれブラケット３の係合溝２０、
２０の導入部２０ａ、２０ａの上方に位置させ（図１２参照）、保持部材３１を押し下げ
て係合突部３４ａ、３４ａをそれぞれ導入部２０ａ、２０ａに挿入する（図１３参照）。
導入部２０ａ、２０ａは、上記したように、上方へ行くに従って溝幅が広くなるように形
成されているため、係合突部３４ａ、３４ａの導入部２０ａ、２０ａの挿入を容易に行う
ことができる。
【００４６】
次いで、保持部材３１をブラケット３の上縁に沿ってスライドさせ、係合突部３４ａ、３
４ａをそれぞれストッパー部２０ｂ、２０ｂに挿入して係合する（図１４参照）。
【００４７】
他方の保持部材３１も上記と同様に係合突部３４ａ、３４ａをそれぞれストッパー部２０
ｂ、２０ｂに挿入して係合し、前面パネル２とブラケット３との結合作業を完了する。
【００４８】
以上のようにして、保持部材３１、３１によって前面パネル２とブラケット３を結合した
状態においては、保持部材３１、３１に設けられた押し当てリブ３３ａ、３３ａが前面パ
ネル２の前面５の上下両端部にそれぞれ押し当てられている（図７参照）。従って、前面
パネル２と保持部材３１、３１との接触部分が小さくなり、前面パネル２と保持部材３１
、３１とのこすれによる粉塵等が発生し難い。また、粉塵等が発生したとしても、該粉塵
等が保持部材３１、３１の内部に残留するため、平面型画像表示装置１を視認したときに
粉塵等が目立つことがなく、平面型画像表示装置１の良好なデザイン性の維持を図ること
ができる。
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【００４９】
また、前面パネル２とブラケット３が結合された状態においては、前面パネル２がブラケ
ット３に設けられたリブ１６、１７に押し付けられ、前面パネル２とブラケット３とが僅
かな隙間を置いて配置される（図７参照）。従って、前面パネル２とブラケット３とのこ
すれによる粉塵等が発生し難く、また、両者の摩耗を防止することができる。
【００５０】
さらに、前面パネル２とブラケット３が結合された状態においては、ブラケット３に設け
られたリブ１６が保持部材３１、３１によって遮蔽される（図７参照）。従って、前面パ
ネル２の下面とブラケット３の載置部１１ｂとのこすれや前面パネル２とリブ１６とのこ
すれ等によりたとえ粉塵等が発生したとしても、該粉塵等が保持部材３１、３１の内部に
残留するため、平面型画像表示装置１を視認したときに粉塵等が目立つことがなく、平面
型画像表示装置１の良好なデザイン性の維持を図ることができる。
【００５１】
尚、平面型画像表示装置１にあっては、リブ１６の上下に延び左右に位置する部分が後述
するスピーカーユニットによって遮蔽され、リブ１７が遮蔽層９によって遮蔽される。従
って、これらのリブ１６、１７が位置する部分に粉塵等が発生しても、該粉塵が遮蔽され
て平面型画像表示装置１を視認したときに目立つことがない。
【００５２】
以上に記載した通り、前面パネル２とブラケット３との結合は、保持部材３１、３１の係
合突部３４ａ、３４ａ、・・・とブラケット３の係合溝２０、２０、・・・との係合によ
り簡易に行うことができるため、結合作業における作業性の向上を図ることができる。
【００５３】
また、接着によって前面パネル２とブラケット３を結合する場合のように、経年変化等に
よる剥がれ等の不具合や接着剤の変色によるデザイン性の悪化という不具合を生じること
がない。
【００５４】
さらに、前面パネル２とブラケット３との結合は、保持部材３１、３１を所定の方向へス
ライドし係合突部３４ａ、３４ａ、・・・をブラケット３の係合溝２０、２０、・・・の
ストッパー部２０ｂ、２０ｂ、・・・に係合するだけで行うことができるため、作業の容
易化及び作業時間の短縮化を図ることができる。
【００５５】
加えて、保持部材３１、３１の内面に係合突部３４ａ、３４ａ、・・・が設けられている
ため、保持部材３１、３１によって前面パネル２とブラケット３とが結合された状態にお
いては、係合突部３４ａ、３４ａ、・・・と係合溝２０、２０、・・・とが係合された部
分が視認されず、平面型画像表示装置１の良好なデザイン性の維持を図ることができる。
【００５６】
尚、上記には、保持部材３１、３１に係合突部３４ａ、３４ａ、・・・を設け、ブラケッ
ト３に係合溝２０、２０、・・・を形成した例を示したが、逆に、保持部材３１、３１に
係合溝を形成し、ブラケット３に係合突部を設けて両者を係合するようにしてもよい。
【００５７】
また、ブラケット３に代えて、前面パネル２に係合突部又は係合溝を形成し、保持部材３
１、３１に形成した係合溝又は係合突部と係合するようにしてもよい。
【００５８】
さらには、係合溝に代えて係合穴を形成し被保持用係合部として用いることも可能である
。
【００５９】
上記のようにして前面パネル２とブラケット３とが結合された状態においては、先にブラ
ケット３に一部が重ねられた状態で取り付けられている導電部材２１、２１、・・・とア
ース用配線シート２５、２５とが前面パネル２とブラケット３との境界部に配置される（
図１５参照）。従って、前面パネル２とブラケット３との境界部には導電部材２１、２１
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、・・・とアース用配線シート２５、２５とが配置される配置空間が形成されることにな
り、この配置空間は各種の電気信号の経路となる信号路３５、３５とされる（図１５参照
）。
【００６０】
装置本体部４は、その前面にスクリーン面４ａを有し、スクリーンとしてプラズマディス
プレイパネル（ＰＤＰ）が用いられている。装置本体部４には、ＰＤＰの駆動を行うため
の図示しない駆動回路が設けられている。
【００６１】
装置本体部４の前面には、例えば、その右下の位置にリモートコントロール操作による赤
外光を受光する受光部３６が設けられている（図１及び図２参照）。
【００６２】
装置本体部４は、ブラケット３の装置取付部１２にネジ止め等の適宜の手段によって取り
付けられる。装置本体部４が装置取付部１２に取り付けられた状態においては、スクリー
ン面４ａに対向して前面パネル２の貼付部７ａに貼付された赤外線吸収フィルム８が位置
され、受光部３６の前方に、前面パネル２に設けられた遮蔽層９に形成された透過孔９ａ
が位置される（図２参照）。
【００６３】
装置本体部４が装置取付部１２に取り付けられた状態においては、前面パネル２に設けら
れた遮蔽層９によって、装置本体部４の装置取付部１２への取付部分及びブラケット３の
内周側の部分が遮蔽され、装置本体部４の装置取付部１２への取付部分及びブラケット３
のリブ１７から内側の部分が正面から視認できないようになっている。
【００６４】
上記のように、平面型画像表示装置１にあっては、赤外線吸収フィルム８を前面パネル２
のスクリーン面４ａに対向する貼付部７ａにのみ貼付し、非貼付部７ｂの後方に受光部３
６が配置されるようにしている（図２参照）。従って、スクリーンを保持するベズルと称
される保持枠を必要としない平面型画像表示装置１においても、リモートコントロール装
置１００による外部からの操作を行うことができ、平面型画像表示装置１の機能性の向上
を図ることができる。
【００６５】
また、受光部３６を前面パネル２の前面側に配置する必要がなく、平面型画像表示装置１
の良好なデザイン性の維持を図ることができる。
【００６６】
さらに、平面型画像表示装置１にあっては、前面パネル２にブラケット３の装置取付部１
２を遮蔽する遮蔽層９を形成し、該遮蔽層９にリモートコントロール装置１００から発光
される赤外光が透過される径の小さな透過孔９ａを形成しているため、遮蔽層９による遮
蔽機能とリモートコントロール装置１００による操作機能との両立を図ることができる。
【００６７】
装置本体部４が装置取付部１２に取り付けられるときには、ブラケット３に取り付けられ
た導電部材２１、２１、・・・の第２の端子部２３、２３、・・・が所定の接続端子やリ
ード線等を介して装置本体部４の図示しない制御回路に接続される。
【００６８】
装置本体部４が装置取付部１２に取り付けられた状態において、ブラケット３の後面に装
置本体部４を覆う本体用カバー３７が取り付けられる（図１参照）。本体用カバー３７に
は電源コード等を引き出すための引出孔３７ａが形成されている。
【００６９】
ブラケット３の左右両端部には、それぞれスピカーユニット３８、３８が取り付けられる
（図１、図３及び図４参照）。スピーカーユニット３８、３８はブラケット３の部品取付
部１３、１３、・・・に取り付けられる。
【００７０】
スピーカーユニット３８はスピーカーグリル３９とスピーカーボックス４０とスピーカー

10

20

30

40

50

(8) JP 3786063 B2 2006.6.14



ケース４１とを備え、該スピーカーケース４１に図示しないスピーカーが配置されている
。スピーカーは、電気信号を受信して音声を出力する機能を発揮する機能部としての役割
を有している。スピーカーユニット３８は、スピーカーグリル３９とスピーカーボックス
４０とがブラケット３の上下に位置する部品取付部１３、１３を前後で挟むようにして配
置され、スピーカーボックス４０の後面にスピーカーケース４１が取り付けられる。
【００７１】
ブラケット３にスピーカーユニット３８、３８が取り付けられた状態においては、スピー
カーグリル３９、３９とスピーカーボックス４０、４０とによって保持部材３１、３１の
左右両端部が前後から挟持されて閉塞される（図４参照）。
【００７２】
ブラケット３にスピーカーユニット３８、３８が取り付けられた状態においては、スピー
カーグリル３９、３９によって枠部１１の左右両端部が遮蔽され、ブラケット３のリブ１
６から外側の部分が正面から視認できないようになっている。
【００７３】
このようにスピーカーグリル３９によって枠部１１の左右両端部が遮蔽され、また、上記
したように、前面パネル２に設けられた遮蔽層９によってブラケット３の内周側の部分が
遮蔽されるため、平面型画像表示装置１を正面から視認したときには、前面パネル２の左
右両端部に対応する透明部分には、導電部材２１、２１、・・・の細幅の直線状に形成さ
れた連結部２４、２４、・・・のみしか見えない（図３参照）。従って、平面型画像表示
装置１の良好なデザイン性が維持され、見た目の違和感を来たすことがない。
【００７４】
スピーカーユニット３８、３８が部品取付部１３、１３、・・・に取り付けられるときに
は、ブラケット３に取り付けられた導電部材２１、２１、・・・の第１の端子部２２、２
２、・・・が所定の接続端子やリード線等を介してスピーカーの図示しない音声出力回路
に接続される。
【００７５】
以上に記載した通り、平面型画像表示装置１にあっては、装置本体部４とスピーカーとの
間の電気信号の送受信を行うための信号路３５、３５、・・・を前面パネル２とブラケッ
ト３の境界部に形成したので、導電部材２１、２１、・・・やアース用配線シート２５、
２５が剥き出しとなるようなことがない。また、導電部材２１、２１、・・・やアース用
配線シート２５、２５が剥き出しとなることがないため導電部材２１、２１、・・・やア
ース用配線シート２５、２５を覆うカバーも必要とせず、部品点数の削減による製造コス
トの低減を図ることができる。
【００７６】
また、信号路３５、３５、・・・が前面パネル２やブラケット３の外面側に存在しないた
め、平面型画像表示装置１を視認したときに見た目の違和感がなく、平面型画像表示装置
１の良好なデザイン性を維持することができる。
【００７７】
さらに、平面型画像表示装置１にあっては、金属板によって形成された導電部材２１、２
１、・・・を信号路３５、３５に配置して電気信号の送受信を行うようにしているため、
電気信号の送受信を確実に行うことができ、電気信号の送受信を行うためにリード線、導
電シート、導電性の印刷層を用いた場合のような電流容量の不足を生じることがない。
【００７８】
さらにまた、アース用配線シート２５、２５も信号路３５、３５、・・・に配置している
ため、導電部材２１、２１、・・・を配置するためのスペースの他にアース用配線シート
２５、２５を配置するための別のスペースを必要としない。
【００７９】
加えて、導電部材２１、２１、・・・の連結部２４、２４、・・・をアース用配線シート
２５、２５の長手部２６ｂ、２６ｂ、・・・に前後で重ね合わせた状態で信号路３５、３
５、・・・に配置しているため、導電部材２１、２１、・・・とアース用配線シート２５
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、２５とを信号路３５、３５、・・・に配置するための作業が容易であると共に、アース
用配線シート２５、２５が導電部材２１、２１、・・・によって遮蔽されるため、平面型
画像表示装置１を視認したときに見た目の違和感がなく、平面型画像表示装置１の良好な
デザイン性を維持することができる。
【００８０】
尚、上記には、導電部材２１、２１、・・・の連結部２４、２４、・・・の後側にアース
用配線シート２５、２５の長手部２６ｂ、２６ｂ、・・・を重ね合わせた例を示したが、
逆に、導電部材２１、２１、・・・の連結部２４、２４、・・・の前側にアース用配線シ
ート２５、２５の長手部２６ｂ、２６ｂ、・・・を重ね合わせるようにしてもよい。
【００８１】
上記には、信号路３５、３５、・・・に導電部材２１、２１、・・・及びアース用配線シ
ート２５、２５を配置した例を示したが、例えば、これらに代えて信号路３５、３５、・
・・に透明の導電部材を配置することも可能である。透明な導電部材を配置することによ
り、平面型画像表示装置１を視認したときに見た目の違和感が全くなくなり、平面型画像
表示装置１の良好なデザイン性を維持することができる。
【００８２】
また、例えば、信号路３５、３５、・・・を赤外光の光路として形成し、赤外光を介して
装置本体部４とスピーカーとの間の電気信号の送受信を行うようにすることも可能である
。このように赤外光を用いれば、信号路３５、３５、・・・に導電部材２１、２１、・・
・等の有体物を配置する必要がなく、平面型画像表示装置１を視認したときに見た目の違
和感が全くなくなり、平面型画像表示装置１の良好なデザイン性を維持することができる
。
【００８３】
さらに、赤外光を用いれば、リブ１６、１７に配置用切欠１６ａ、１６ａ、・・・、１７
ａ、１７ａ、・・・を形成する必要もなく、例えば、ブラケット３の内部を信号路として
利用することもできる。
【００８４】
尚、上記には、電気信号を受信して音声出力を行うスピーカーを機能部の例として説明し
たが、機能部は、電気信号を送受信して所定の機能を発揮する部分であればよく、例えば
、機能部としては、指令信号を受信して作動する各種の信号入出力部、音声の入力が行わ
れるマイクロフォン、指令信号を送信する各種の操作部等であってもよい。
【００８５】
上記した実施の形態において示した各部の形状及び構造は、何れも本発明を実施するに際
して行う具体化のほんの一例を示したものにすぎず、これらによって本発明の技術的範囲
が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【００８６】
【発明の効果】
以上に記載したところから明らかなように、本発明平面型画像表示装置は、透明材料によ
って一体に形成された枠部と該枠部の内周縁に設けられた装置取付部とを有するブラケッ
トと、透明材料によって略矩形状に形成されると共にブラケットの前面側に配置される平
板状の前面パネルと、スクリーン面を有しブラケットの装置取付部に取り付けられる装置
本体部と、一方向に長く形成され横断面形状で略コ字状を為すと共に前面パネルの外縁と
枠部の外縁とを挟持して前面パネルとブラケットとを結合した状態で保持する保持部材と
を備え、上記前面パネル又はブラケットに被保持用係合部を設け、上記保持部材には被保
持用係合部に係合される保持用係合部を設けたことを特徴とする。
【００８７】
従って、前面パネルとブラケットとの結合を、被保持用係合部と保持用係合部との係合に
より簡易に行うことができるため、結合作業における作業性の向上を図ることができる。
【００８８】
また、接着によって前面パネルとブラケットを結合する場合のように、経年変化等による
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剥がれ等の不具合や接着剤の変色によるデザイン性の悪化という不具合を生じることがな
い。
【００８９】
請求項２に記載した発明にあっては、上記被保持用係合部と保持用係合部は一方が係合溝
又は係合穴であり他方が係合突部であり、係合溝又は係合穴が前面パネルの外周面又はブ
ラケットの外周面に開口された導入部と該導入部に連続し前面パネルの外周縁又はブラケ
ットの外周縁に略沿う方向へ延びるストッパー部とから成り、係合突部が導入部から挿入
されストッパー部に係合されることにより前面パネルとブラケットを保持部材によって保
持するようにしたので、係合突部を係合溝又は係合穴に係合するだけで前面パネルとブラ
ケットを結合することができるため、結合作業の容易化及び結合作業時間の短縮化を図る
ことができる。
【００９０】
請求項３に記載した発明にあっては、上記保持部材の内面に保持用係合部を設けたので、
被保持用係合部と保持用係合部とが係合された部分が視認されず、平面型画像表示装置の
良好なデザイン性の維持を図ることができる。
【００９１】
請求項４に記載した発明にあっては、上記ブラケットの下端部に前面パネルを載置するた
めの載置部を設けたので、前面パネルをブラケットに容易に配置することができ、また、
前面パネルのブラケットからの脱落を防止することができる。
【００９２】
請求項５に記載した発明にあっては、上記ブラケットの前面に前面パネル側に突出するリ
ブを設け、該リブの少なくとも一部を保持部材によって遮蔽したので、前面パネルとブラ
ケットのこすれ等により粉塵等が発生しても、該粉塵等が保持部材の内部に残留されるた
め、平面型画像表示装置を視認したときに粉塵等が目立つことがなく、平面型画像表示装
置の良好なデザイン性の維持を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図２乃至図１５と共に本発明の実施の形態を示すものであり、本図は平面型画像
表示装置の概略分解斜視図である。
【図２】前面パネルと受光部との位置関係を示す拡大断面図である。
【図３】平面型画像表示装置の正面図である。
【図４】平面型画像表示装置の平面図である。
【図５】ブラケットの正面図である。
【図６】ブラケットの背面図である。
【図７】前面パネルとブラケットとが保持部材によって結合された状態を示す拡大断面図
である。
【図８】導電部材とアース用配線シートとブラケットの一部とを示す拡大分解斜視図であ
る。
【図９】ブラケットに導電部材とアース用配線シートが取り付けられた状態を示す拡大斜
視図である。
【図１０】保持部材の拡大斜視図である。
【図１１】保持部材の拡大断面図である。
【図１２】図１３及び図１４と共に保持部材の係合突部がブラケットの係合溝に係合され
るときの手順を示すものであり、本図は係合溝の上方に係合突部が位置された状態を示す
概念図である。
【図１３】係合突部が係合溝の導入部に挿入された状態を示す概念図である。
【図１４】係合突部が係合溝のストッパー部に係合された状態を示す概念図である。
【図１５】前面パネルとブラケットが結合されて信号路が形成された状態を示す拡大断面
図である。
【符号の説明】
１…平面型画像表示装置、２…前面パネル、３…ブラケット、４…装置本体部、４ａ…ス

10

20

30

40

50

(11) JP 3786063 B2 2006.6.14



クリーン面、１１…枠部、１１ｂ…載置部、１２…装置取付部、１６…リブ、１７…リブ
、２０…係合溝（被保持用係合部）、２０ａ…導入部、２０ｂ…ストッパー部、３１…保
持部材、３４ａ…係合突部（保持用係合部）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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