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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部と、
　前記本体部内に配置され、前記本体部の前面側に向く第一の面に、複数の映像表示モジ
ュールが配設されている映像表示モジュール取付部の複数個と、
　前記複数個の映像表示モジュール取付部の各々の一の端縁部を、水平あるいは垂直方向
に軸支し、各映像表示モジュール取付部を前記本体部の後方に向かって開放移動させる開
放移動機構とを、備えており、
　各前記映像表示モジュール取付部の前記本体部の後面側に向く第二の面に、配設されて
いる扉部と、
　前記扉部の一の端縁部を水平あるいは垂直方向に軸支し、前記映像表示モジュール取付
部に対して、当該扉部を前記本体部の後方に向かって扉開放させる扉開放機構とを、さら
に備えている、
ことを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　前記開放移動機構は、
　前記本体部の内部に水平あるいは垂直方向に配設されている支柱部と、
　前記支柱部と前記映像表示モジュール取付部の前記一の端縁部とを接続する第一のヒン
ジとを、備えている、
ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
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【請求項３】
　前記映像表示モジュール取付部を開放状態から前記本体部の前方に向かって回動させる
動きに対して、当該映像表示モジュール取付部の回動を所定の位置で制止させる映像表示
モジュール取付部制止装置を、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記映像表示モジュール取付部を、前記映像表示モジュール取付部制止装置による制止
状態で固定する映像表示モジュール取付部固定装置を、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項３に記載の映像表示装置。
【請求項５】
　前記映像表示モジュール取付部には、
　前記映像表示モジュールを取付可能な第一の穴と、
　前記映像表示モジュールへの配線が挿通可能な第二の穴とが、
穿設されている、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記扉開放機構は、
　前記扉部の前記一の端縁部と前記映像表示モジュール取付部とを接続する第二のヒンジ
を、備えている、
ことを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記扉部は、電磁波遮蔽機能を有している、
ことを特徴とする請求項１または請求項６に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　前記映像表示モジュール取付部の前記第一の面および前記第二の面間の空間に、空気を
循環させることができる空気循環装置を、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１、請求項６および請求項７のいずれかに記載の映像表示装置。
【請求項９】
　前記映像表示モジュール取付部に対する前記扉部の閉じた状態を固定する扉部閉蓋固定
装置を、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１、請求項６、請求項７および請求項８のいずれかに記載の映像
表示装置。
【請求項１０】
　前記支柱部は、垂直方向に配設されており、当該支柱部には、左右一対の前記映像表示
モジュール取付部が接続されている、
ことを特徴とする請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項１１】
　前記開放移動機構は、
　前記映像表示モジュール取付部の下部に配設されるローラ部と、
　前記本体部内に配設されており、前記ローラ部が輪転可能なガイドレールとを、さらに
備えている、
ことを特徴とする請求項１０に記載の映像表示装置。
【請求項１２】
　前記映像表示モジュール取付部と前記本体部との間に接続される映像表示モジュール取
付部ストップステーを、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の映像表示装置。
【請求項１３】
　前記支柱部は、各前記映像表示装置モジュール取付部ごとに水平方向に配設されており
、
　前記本体部と前記映像表示モジュール取付部との間に接続されており、前記映像表示モ
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ジュール取付部の開閉力を調整すると共に開放状態を維持する映像表示モジュール取付部
開放維持装置を、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項１４】
　前記本体部の後方を開閉自由な後面カバーを、さらに備えている、
ことを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれかに記載の映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、映像表示装置に係る発明であって、例えば、映像表示モジュールを複数個
配列することにより構成される大型映像表示装置に適用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　従来の大型映像表示装置として、次のような機構を有する装置が存在している。つまり
、大型映像表示装置の保守、調整を行う際に、当該大型映像表示装置の本体前面側に設け
られている保護ガラス部を前方上向きに開放し、当該開放状態おいて、本体内部に収めれ
ている表示部を、観音開き式に開閉する機構を有する装置が存在している（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平８－７６６９４号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に示されたような大型映像表示装置では、映像表示装置の本
体部のサイズが大きくなった場合、例えば３ｍ×３ｍといった大型表示装置となった場合
、保護ガラス部を開放するためには、前方に３ｍのスペースが必要であった。
【０００５】
　よって、上記のような大きなスペースが必要となるため、特許文献１に示されている大
型映像表示装置をメンテナンスする際には、メンテナンススペースの制約があった。
【０００６】
　また、上記サイズの場合、保護ガラス部は重さ約１１２．５ｋｇとなり、重量物の移動
による安全上の問題をもっていた。
【０００７】
　あるいは、保護ガラス部を分割（例えば、３ｍ×３ｍの保護ガラス部を１．５ｍ×３ｍ
の２枚保護ガラス部に分割）して開放する場合も考えられるが、２枚の保護ガラス部が合
わさる部分において、映像の歪みの発生、または防水上の問題が発生する。
【０００８】
　本発明に係る映像表示装置は、上記のような問題点を解消するためになされたものであ
り、当該映像表示装置の保守、調整の際に、保護ガラス部を本体部に固定したまま、本体
部の後面より作業を実施することにより、メンテナンススペースの削減、設置場所の制約
、安全上の問題を解消し、さらに保守、調整の際の操作を迅速かつ容易に行える安価な映
像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る請求項１に記載の映像表示装置は、本体部
と、前記本体部内に配置され、前記本体部の前面側に向く第一の面に、複数の映像表示モ
ジュールが配設されている映像表示モジュール取付部の複数個と、前記複数個の映像表示
モジュール取付部の各々の一の端縁部を、水平あるいは垂直方向に軸支し、各映像表示モ
ジュール取付部を前記本体部の後方に向かって開放移動させる開放移動機構とを、備えて
いる。さらに、各前記映像表示モジュール取付部の前記本体部の後面側に向く第二の面に
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、配設されている扉部と、前記扉部の一の端縁部を水平あるいは垂直方向に軸支し、前記
映像表示モジュール取付部に対して、当該扉部を前記本体部の後方に向かって扉開放させ
る扉開放機構とを、さらに備えている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の請求項１に記載の映像表示装置は、本体部と、前記本体部内に配置され、前記
本体部の前面側に向く第一の面に、複数の映像表示モジュールが配設されている映像表示
モジュール取付部の複数個と、前記複数個の映像表示モジュール取付部の各々の一の端縁
部を、水平あるいは垂直方向に軸支し、各映像表示モジュール取付部を前記本体部の後方
に向かって開放移動させる開放移動機構とを、備えている。さらに、各映像表示モジュー
ル取付部の本体部の後面側に向く第二の面に、配設されている扉部と、扉部の一の端縁部
を水平あるいは垂直方向に軸支し、映像表示モジュール取付部に対して、当該扉部を本体
部の後方に向かって扉開放させる扉開放機構とを備えている。したがって、当該映像表示
装置の保守、調整の際に、ガラス等で構成されている、広大で高重量の保護ガラス部を前
方上向きに開放する必要が無くなる。したがって、保護ガラス部を本体部の前面に固定し
たまま、本体部の後面より作業を実施することにより、安全上の問題を解消することがで
きる。また、映像表示モジュール取付部の一部は、開放状態において、本体部内に存する
ので、本体部外におけるメンテナンススペースの削減を図ることができ、設置場所の制約
を緩和することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、この発明をその実施の形態を示す図面に基づいて具体的に説明する。
【００１２】
　＜実施の形態１＞
　図１～６は、本発明の実施の形態１に係る大型映像表示装置を説明するための図である
。
【００１３】
　図１は、本実施の形態１である大型映像表示装置を示す前方概観斜視図である。また、
図２は、本実施の形態１である大型映像表示装置を示す後方概観斜視図であり、後面カバ
ー３が取り外されている様子を示している。また、図３は、本実施の形態１である大型映
像表示装置の内部構成を示す上方断面図である。
【００１４】
　また、図４は、本実施の形態１である大型映像表示装置の内部稼動部の稼動方式を示す
上方断面図である。また、図５は、本実施の形態１である大型映像表示装置の映像表示モ
ジュール取付部５を示す拡大概略斜視図である。また、図６は、本実施の形態１である大
型映像表示装置が有するローラ部１０の周辺を示す、拡大側断面図である。
【００１５】
　本実施の形態１における大型映像表示装置１００は、例えば反射型液晶ディスプレイで
ある。図１に示すように、大型映像表示装置１００の本体部１は、前面において、映像を
表示するための映像表示モジュール２を複数個有している。また、当該映像表示モジュー
ル２は、本体部１の外周部に固定されている額縁状の保護ガラス部３０によって、覆われ
ている。
【００１６】
　保護ガラス部３０は、映像表示モジュール２を紫外線等から保護するためのものである
。また、保護ガラス部３０は、大型映像表示装置１００内部の温度が急激に変化しないよ
うに、当該大型映像表示装置１００内の温度を所定の温度に保つためのものである。した
がって、保護ガラス部３０の材質は、透明であることが望ましく、アクリルガラスやポリ
カーボネイト等が用いられる。
【００１７】
　大型映像表示装置１００の前面には、上述の通り、保護ガラス部３０が固定されており
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、本体部１と保護ガラス部３０との間から浸水しないように防水構造が取られている。ま
た、大型映像表示装置１００の後面には、本体部１の後方を閉蓋する後面扉等の後面カバ
ー３を有している。そして、当該後面カバー３は、メンテナンスが可能なように、開閉自
由な構造としており、本体部１と後面カバー３との境界にはパッキンを設け、防水構造と
している。
【００１８】
　また、図３に示すように、大型映像表示装置１００の内部には、２分割されている映像
表示モジュール取付部５が設けられている。また、図５に示すように、映像表示モジュー
ル取付部５の第一の面５ａに対して、映像表示モジュール２は離脱可能な構成になってお
り、各映像表示モジュール取付部５には、複数の映像表示モジュール２がマトリクス状に
配列されている。さらに、映像表示モジュール取付部５は、本体部１内部に設けられてい
る開放移動機構により、大型映像表示装置１００の後方に開放自在となっている。
【００１９】
　当該開放移動機構は、図３，６等に示すように、支柱部４、映像表示モジュール取付部
固定ヒンジ６、ローラー部１０およびガイドレール１１により構成されている。
【００２０】
　開放移動機構において、支柱部４は、本体部１内の左右中央位置に、映像表示装置１０
０の設置高さ方向（以下、垂直方向と称する）に配置されている。また、映像表示モジュ
ール取付部５の一の端縁部は、映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６（第一のヒンジと
把握することができる）により、支柱部４に取付けられており、当該映像表示モジュール
取付部５は、映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６と支柱部４とにより、垂直方向に支
持されている。また、一の支柱部４には、上記構成により左右一対の映像表示モジュール
取付部５が接続されている。さらに、映像表示モジュール取付部５の下部には、ローラー
部１０が設けられており、当該ローラ部１０は、本体部１内に敷かれたガイドレール１１
上を転がる。ここで、ローラー部１０は、映像表示モジュール取付部５の一の端縁部の反
対側の下部に設置することが望ましい。また、ローラー部１０は、本体部１内では当該本
体部１内に敷かれたガイドレール１１を輪転するが、本体部１外では大型映像表示１００
の設置面から浮いた状態となる。
【００２１】
　上記開放移動機構において、映像表示モジュール取付部５の他の端縁部（一の端縁部と
反対側）を映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６を軸に本体部１の後方に向かって回動
させると、ローラー部１０はガイドレール１１上を転がり、当該映像表示モジュール取付
部５は本体部１の後方へと開放される。当該映像表示モジュール取付部５の開放の様子を
、図２，４（図４においては、支柱部４の右側）に示す。
【００２２】
　開放移動機構により、開放された映像表示モジュール取付部５を本体部１の内部に戻す
際に、映像表示モジュール取付部５が本体部１の前方へ回動し過ぎて、当該映像表示モジ
ュール取付部５が保護ガラス部３０と接触しないように、図６に示すように、本体部１内
の上部及び下部には、映像表示モジュール取付部制止装置２３（以下、単にストッパ２３
と称する）が設置されている。つまり、映像表示モジュール取付部５の本体部１内部への
回動は、ストッパ２３により制止され、当該ストッパ２３により、映像表示モジュール取
付部５が所定の位置より前方へ回動することを防止することができる。さらに、図６に示
すように、映像表示モジュール取付部５とストッパ２３とは、映像表示モジュール取付部
固定金具２４（映像表示モジュール取付部固定装置と把握できる）により固定可能となっ
ている。
【００２３】
　また、図５に示すように、映像表示モジュール取付部５は平板状の取付面（第一の面５
ａ）を有しており、当該取付面には、複数の映像表示モジュール２を取付けることができ
る。具体的に、映像表示モジュール取付部５の取付面には、複数の映像表示モジュール取
付用穴４０（第一の穴と把握できる）が穿設されており、他方で、映像表示モジュール２
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の取付面側には、突起部が形成されている。当該構成において、上記突起部を映像表示モ
ジュール取付用穴４０に挿入し、嵌合させることにより、映像表示モジュール取付部５に
映像表示モジュール２を取付けることができる。ここで、映像表示モジュール２の垂直水
平方向の取付精度は、平板状の取付面に穿設されている映像表示モジュール取付用穴４０
の加工精度のみに依存している。
【００２４】
　さらに、平板状の取付面には、映像表示モジュール配線用穴４１（第二の穴と把握でき
る）が穿設されている。したがって、映像表示モジュール配線用穴４１を通して、映像表
示モジュール２の背面に対して配線の取付け取外し作業を行うことができる。
【００２５】
　また、図３等に示すように、映像表示モジュール取付部５には、映像表示モジュール２
の取付面の反対側において、電気部品取付部８（扉部と把握できる）が設けられている。
電気部品取付部８には、映像表示モジュール２を稼動させる電気部品７が取付けられてい
る。また、電気部品取付部８は、映像表示モジュール取付部５の第一の面５ａの裏面にお
いて開閉自在であり、後方に向かって当該電気部品取付部８が開放可能となるなるように
扉機構を備えている。
【００２６】
　当該扉機構は、電気部品取付部固定ヒンジ９（第二のヒンジと把握できる）により構成
されている。つまり、電気部品取付部８の一の端縁部は、電気部品取付部固定ヒンジ９に
より、映像表示モジュール取付部５に取付けられおり、当該電気部品取付部８は、電気部
品取付部固定ヒンジ９と映像表示モジュール取付部５とにより、垂直方向に支持されてい
る。
【００２７】
　上記扉機構において、電気部品取付部８の他の端縁部（一の端辺部の反対側）を電気部
品取付部固定ヒンジ９を軸に映像表示モジュール取付部５の後方に向かって引っ張ること
により、当該電気部品取付部８は回動し、後方に向けて開放可能となる。当該電気部品取
付部８の開放の様子を、図４（支柱部４の左側）に示す。
【００２８】
　また、図３等に示すように、電気部品取付部８の他の端縁部には、電気部品取付部固定
金具２１（扉部閉蓋固定装置と把握できる）が設けられている。したがって、電気部品取
付部８を閉じる際には、当該電気部品取付部固定金具２１により、電気部品取付部８は映
像表示モジュール取付部５に固定され、電気部品取付部８の閉じた状態が維持される。
【００２９】
　さらに、扉機構により、電気部品取付部８を扉開放する際に、当該電気部品取付部８が
支柱部４と接触しないように、図３に示すように、支柱部４の下部に支柱部ストッパ２０
が設置されている。
【００３０】
　また、図３に示すように、電気部品取付部８の対応位置には、支柱部ストッパ固定金具
２２（開放維持装置と把握できる）が設けられている。したがって、扉機構により電気部
品取付部８を扉開放した後に、支柱部ストッパ固定金具２２により、電気部品取付部８と
支柱部ストッパ２０とを固定することができ（図４の支柱部４の左側参照）、電気部品取
付部８の開放状態を維持することができる。
【００３１】
　なお、支柱部ストッパ２０は、映像表示モジュール取付部５を開放移動機構により本体
部１の後方へ回動する際に、映像表示モジュール取付部５と支柱部４との接触を避けるの
にも有効である（図４の支柱部４の右側参照）。また、電気部品取付部８を映像表示モジ
ュール取付部５に固定した状態で、当該映像表示モジュール取付部５を開放移動機構によ
り開放した後に、支柱部ストッパ固定金具２２により、映像表示モジュール取付部５と支
柱部ストッパ２０とを固定することもでき、当該映像表示モジュール取付部５の開放状態
を維持することができる。
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【００３２】
　また、電気部品取付部８は、ノイズ遮蔽機能（電磁波遮蔽機能）を有している。したが
って、映像表示モジュール２と電気部品７との間に電気部品取付部８が配置されることに
より、電気部品７からのノイズの影響が映像表示モジュール２へ及ぶことを防止すること
ができる。ここで、当該ノイズ遮蔽機能は、電子部品取付部８を鉄板等の磁性体で形成し
、当該電子部品取付部８を接地等の固定電位に接続することにより、実現することができ
る。
【００３３】
　また、図６に示すように、映像表示モジュール取付部５は、その第一の面５ａと電気部
品取付部８とを壁とするダクト構造を有している。さらに、本体部１内の底部には、ファ
ン部１２およびスペースヒーター部１３（これらの部材１２，１３は、空気循環装置と把
握できる）が設置されている。したがって、映像表示モジュール取付部固定金具２４によ
り、映像表示モジュール取付部５とストッパ２３とを固定している状態において、ファン
部１２およびスペースヒーター部１３により、図６に示すように、ファン部１２から映像
表示モジュール取付部５が有するダクト構造に流れる空気の経路を形成させることができ
、当該ダクト内に空気を循環させることができる。
【００３４】
　次に、開放移動機構および扉機構を用いた、大型映像表示装置１００の保守・調整の仕
方について、図３，４，６等に基いて説明する。
【００３５】
　まず、大型映像表示装置１００内部の保守・調整を行うに際して、本体部１に設けられ
ている後面扉等の後面カバー３を開放または取外し、後方から本体部１の内部が見える状
態にする。
【００３６】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、本体部１内の映像表示モジュール取付部
５に取付けられている電気部品取付部８を、後方に向かって扉開放する。当該扉開放によ
り、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状態となる。
【００３７】
　そして、扉開放した電気部品取付部８が閉まらないように、支柱部ストッパ固定金具２
２により、電気部品取付部８を支柱部ストッパ２０に固定する。
【００３８】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１００は、図４の支柱部４の左側に図示されて
いる状態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５内の映像表示
モジュール２の背面配線部の取外し、および背面清掃等のメンテナンスを行う。
【００３９】
　さて、次に、支柱部ストッパ固定金具２２を解除して、電気部品取付部８を閉める。そ
して、電気部品取付部８が開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用いるこ
とにより、当該電気部品取付部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【００４０】
　次に、図６で示した映像表示モジュール取付部固定金具２４を解除し、映像表示モジュ
ール取付部５の下部に設定したローラー部１０を本体部１内に配置したガイドレール１１
に沿わせ、映像表示モジュール取付部５を後方に向かって開放移動させる。当該開放動作
により、映像表示モジュール取付部５の前面が後方脇より視認することができる。
【００４１】
　そして、開放移動した映像表示モジュール取付部５が閉まらないように、支柱部ストッ
パ固定金具２２により、映像表示モジュール取付部５を支柱部ストッパ２０に固定する。
【００４２】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１００は、図４の支柱部４の右側に図示されて
いる状態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５の前面に取付
けられている映像表示モジュール２の取り替え・清掃、および保護ガラス部３０の内側の
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清掃等のメンテナンスを行う。
【００４３】
　さて、映像表示モジュール２や保護ガラス部３０のメンテナンスが終了した後は、支柱
部ストッパ固定金具２２を解除し、映像表示モジュール取付部５を前方に向かって回動さ
せる。これにより、映像表示モジュール取付部５の下部に設定したローラー部１０が本体
部１内に配置したガイドレール１１に沿って転がり、映像表示モジュール取付部５が本体
部１内に納められる。この際、図６に示すように、映像表示モジュール取付部５の本体部
１内部への回動は、ストッパ２３により制止され、当該ストッパ２３により、映像表示モ
ジュール取付部５が所定の位置より前方へ回動することを防止することができる。
【００４４】
　次に、映像表示モジュール取付部５が開放移動しないように、図６で示した映像表示モ
ジュール取付部固定金具２４を用いて映像表示モジュール取付部５をストッパ２３に固定
する。
【００４５】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、電気部品取付部８を後方に向かって扉開
放する。これにより、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状態となる。
【００４６】
　そして、扉開放した電気部品取付部８を閉まらないように、支柱部ストッパ固定金具２
２により、電気部品取付部８を支柱部ストッパ２０に固定する。
【００４７】
　当該動作までにより、大型映像表示装置は、図４の支柱部４の左側に図示されている状
態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５内における映像表示
モジュール２の背面配線作業等を行う。
【００４８】
　その後、支柱部ストッパ固定金具２２を解除し、電気部品取付部８を閉める。そして、
電気部品取付部８が開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用いることによ
り、当該電気部品取付部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【００４９】
　最後に、後面カバー３により本体部１の後面を閉じる（図３参照）。
【００５０】
　以上のように、本実施の形態１に係る大型映像表示装置では、本体部１の前面に配設さ
れている保護ガラス部３０を本体部１に閉じた状態で固定したまま、映像表示モジュール
取付部５を本体部１の後方に開放し、映像表示モジュール２等の保守・調整等を行ってい
る。よって、広大で高重量物である保護ガラス部３０の開放移動を行うことが無いので、
当該大型映像表示装置の保守等の際の安全性を向上させることができ、保護ガラス部３０
を開放しない分メンテナンススペースの削減も図ることができる。
【００５１】
　また、映像表示モジュール取付部５の開放機構は、単純な支柱部４と映像表示モジュー
ル取付部固定ヒンジ６等によるものなので、大型映像表示装置の保守、調整の際の操作を
迅速かつ容易に行え、簡易で安価な大型映像表示装置を提供することができる。
【００５２】
　また、映像表示モジュール取付部５の一部は、開放状態において、本体部１内部に存す
るので、本体部１外におけるメンテナンススペースの削減を図ることができ、本実施の形
態１に係る大型映像表示装置の設置場所の制約の緩和を図ることができる。
【００５３】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置には、ストッパ２３を備えているので、
映像表示モジュール取付部５を開放状態から本体部１内に収める際に、当該ストッパ２３
が当該映像表示モジュール取付部５を所定の位置より前方に回動することを防止できる。
したがって、映像表示モジュール取付部５が保護ガラス部３０と接触することを防止する
ことができる。
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【００５４】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置には、映像表示モジュール取付部固定金
具２４を備えているので、映像表示モジュール取付部５をストッパ２３による制止位置で
、固定することができる。したがって、映像表示モジュール取付部５が必要で無いときに
、回動することを防止することができる。よって、当該映像表示装置の動作時（映像表示
時）に、映像の振れを防止することができる。
【００５５】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置が有する映像表示モジュール取付部５に
は、映像表示モジュール取付用穴４０が穿設されているので、当該映像表示モジュール取
付用穴４０と映像表示モジュール２とを勘合させることができ、映像表示モジュール取付
部５に対する映像表示モジュール２の脱着を、容易に行うことがでる。また、映像表示モ
ジュール２の取付精度を、映像表示モジュール取付用穴４０の穿設加工精度にのみ依存さ
せることができ、取付精度の向上を図ることができる。さらに、当該映像表示モジュール
取付部５には、映像表示モジュール配線用穴４１も穿設されているので、映像表示モジュ
ール配線用穴４１を通して、映像表示モジュール２の背面に対して配線の取付け取外し作
業を行うことができる。
【００５６】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置が有する電気部品取付部８は、映像表示
モジュール取付部５の後側において、電気部品取付部固定ヒンジ９を介して支持されてい
るので、簡易な構成により、電気部品取付部８の後方への扉開放を容易に行うことができ
る。したがって、簡単な作業により、映像表示モジュール取付部５に取付けられている映
像表示モジュール２の配線作業を行うことができる。
【００５７】
　また、本実施の形態１に係る映像表示装置が有する電気部品取付部８は、電磁波遮蔽機
能を有しているので、映像表示モジュール２に対する電気部品７の電気的影響を抑制する
ことができる。
【００５８】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置は、電機部品取付部８の閉じた状態でダ
クト構造を有する映像表示モジュール取付部５、ファン部１２とスペースヒーター部１３
とを有しているので、当該ダクト部に空気を循環させることができ、動作時における映像
表示モジュール２の温度調整を行うことができる。
【００５９】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置は、電気部品取付部固定金具２１を有し
ているので、電気部品取付部８が映像表示モジュール取付部５に対して、不本意に扉開放
されることを防止することができる。
【００６０】
　また、本実施の形態１に係る映像表示装置は、本体部１内に垂直方向に設置されている
支柱部４に対して、左右一対の映像表示モジュール取付部５が各映像表示モジュール取付
部固定ヒンジ６を介して接続されている。そして、当該支柱部４を軸に、映像表示モジュ
ール取付部５は後方に開放されるので、特許文献１に係る発明と比較して、以下に示す効
果を奏することができる。
【００６１】
　つまり、特許文献１に係る発明のように、映像表示モジュール取付部５を観音開きする
構造にした場合、お互いの映像表示モジュール取付部５の接続部端（映像表示モジュール
取付部５の回動軸と反対側の端縁部）の軌道距離が大きく膨らむことになる。これにより
、分割されている映像表示モジュール取付部５が合さった状態での、当該映像表示モジュ
ール取付部５の位置合わせ精度の向上を図ることができず、映像の歪みが発生する可能性
が大きかった。
【００６２】
　しかし、上記構成の本実施の形態１に係る大型映像表示装置を採用することにより、お
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互いの映像表示モジュール取付部５の接続部端（映像表示モジュール取付部５の回動軸と
同じ側の端縁部）の軌道距離を小さくすることができる。これにより、分割されている映
像表示モジュール取付部５が合さった状態での位置合わせの精度を向上させることができ
、映像の歪みの発生を防止することができる。
【００６３】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置は、映像表示モジュール取付部５の下部
に配設されているローラー部１０と、当該ローラー部１０が輪転するガイドレール１１と
を備えているので、映像表示モジュール取付部５の開放作業を容易に行うことができる。
また、映像表示モジュール取付部５を本体部１内に収める際には、当該映像表示モジュー
ル取付部５は、ガイドレール１１上を輪転するローラー部１０によっても垂直方向に支持
される。したがって、映像表示モジュール取付部５が合さった状態における垂直方向での
、当該映像表示モジュール取付部５の位置精度を向上させることができ、両映像表示モジ
ュール取付部５の接合部における、映像の歪みを防止することができる。
【００６４】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置が有する支柱部４には、支柱部ストッパ
２０が配設されているので、映像表示モジュール取付部５または電気部品取付部８の開放
の際、映像表示モジュール取付部５または電気部品取付部８が支柱部４に接触することを
防止することができる。
【００６５】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置が有する電気部品取付部８には、支柱部
ストッパ固定金具２２が配設されているので、支柱部ストッパ固定金具２２を支柱部スト
ッパ２０に固定することができる。よって、当該固定により、映像表示モジュール取付部
５または電気部品取付部８の開放状態を維持することができ、作業中に自然に映像表示モ
ジュール取付部５または電気部品取付部８が閉じることを防止することができる。
【００６６】
　また、本実施の形態１に係る大型映像表示装置は、取外しまたは開閉自由な後面カバー
３を備えているので、当該映像表示装置の保守等の際にのみ後面カバー３を開放すること
ができる。
【００６７】
　＜実施の形態２＞
　図７，８は、本発明の実施の形態２に係る大型映像表示装置を説明するための図である
。
【００６８】
　図７は、本実施の形態２である大型映像表示装置の内部構成を示す上方断面図である。
また、図８は、本実施の形態２である大型映像表示装置の内部稼動部の稼動方式を示す上
方断面図である。
【００６９】
　本実施の形態２における大型映像表示装置１０１は、上記実施の形態１による大型映像
表示装置１００とほぼ同様の構成である。しかし、以下の点において両実施の形態は相違
している。
【００７０】
　つまり、実施の形態１に係る大型映像表示装置１００では、映像表示モジュール取付部
５や電気部品取付部８を後方へ開放移動した際、電気部品取付部８が支柱部４と接触しな
いようにするため、または、映像表示モジュール取付部５または電気部品取付部８の開放
状態を固定するために、支柱部ストッパ２０および支柱部ストッパ固定金具２２が設けら
れていた。
【００７１】
　しかし、本実施の形態２に係る大型映像表示装置１０１では、映像表示モジュール取付
部５を後方へ開放移動した際、電気部品取付部８が支柱部４と接触しないようにするため
、または、映像表示モジュール取付部５の開放状態を固定するために、本体部１内の上部
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と映像表示モジュール取付部５の上部との間に、映像表示モジュール取付部ストップステ
ー２５が設置されている。さらに、電気部品取付部８を後方へ開放移動した際、電気部品
取付部８が支柱部４と接触しないようにするため、または、電気部品取付部８の開放状態
を固定するために、映像表示モジュール取付部５の上部と電気部品取付部８の上部との間
に、電気部品取付部ストップステー２６（扉部ストップステーと把握できる）が設置され
ている。
【００７２】
　以上の点において、両実施の形態は相違しており、他の部材の構成は両実施の形態にお
いて同様なので、ここでの当該他の部材の詳細な説明は省略する。
【００７３】
　次に、開放移動機構および扉機構を用いた、大型映像表示装置１０１の保守・調整の仕
方について説明する。
【００７４】
　まず、大型映像表示装置１０１内部の保守、調整を行うに際して、本体部１に設けられ
ている後面扉等の後面カバー３を開放または取外し、後方より本体部１の内部が見える状
態にする。
【００７５】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、本体部１内の映像表示モジュール取付部
５に取付けられている電気部品取付部８を、後方に向かって扉開放する。当該扉開放によ
り、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状態となる。
【００７６】
　そして、扉開放した電気部品取付部８が閉まらないように、電気部品取付部ストップス
テー２６により、電気部品取付部８の開放状態を維持する。
【００７７】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１０１は、図８の支柱部４の左側に図示されて
いる状態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５内の映像表示
モジュール２の背面配線部の取外し、および背面清掃等のメンテナンスを行う。
【００７８】
　さて、次に、電気部品取付部ストップステー２６を解除して、電気部品取付部８を閉め
る。そして、電気部品取付部８が開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用
いることにより、当該電気部品取付部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【００７９】
　次に、図６で示した、映像表示モジュール取付部固定金具２４を解除し、映像表示モジ
ュール取付部５の下部に設定したローラー部１０を本体部１内に配置したガイドレール１
１に沿わせ、映像表示モジュール取付部５を後方に向かって開放移動させる。当該開放動
作により、映像表示モジュール取付部５の前面が後方脇より視認することができる。
【００８０】
　そして、開放移動した映像表示モジュール取付部５が閉まらないように、映像表示モジ
ュール取付部ストップステー２５により、映像表示モジュール取付部５の開放状態を維持
する。
【００８１】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１０１は、図４の支柱部４の右側に図示されて
いる状態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５の前面に取付
けられている映像表示モジュール２の取り替え・清掃、および保護ガラス部３０の内側の
清掃等のメンテナンスを行う。
【００８２】
　さて、映像表示モジュール２や保護ガラス部３０のメンテナンスが終了した後は、映像
表示モジュール取付部ストップステー２５を解除し、映像表示モジュール取付部５を前方
に向かって回動させる。これにより、映像表示モジュール取付部５の下部に設定したロー
ラー部１０が本体部１内の底部に配置したガイドレール１１に沿って転がり、映像表示モ
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ジュール取付部５が本体部１内に納められる。この際、図６に示したように、映像表示モ
ジュール取付部５の本体部１内部への回動は、ストッパ２３により制止され、当該ストッ
パ２３により、映像表示モジュール取付部５が所定の位置より前方へ回動することを防止
することができる。
【００８３】
　次に、映像表示モジュール取付部５が開放移動しないように、映像表示モジュール取付
部固定金具２４を用いて映像表示モジュール取付部５をストップ２３に固定する。
【００８４】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、電気部品取付部８を後方に向かって扉開
放する。これにより、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状態となる。
【００８５】
　そして、扉開放した電気部品取付部８を閉まらないように、電気部品取付部ストップス
テー２６により、電気部品取付部８の開放状態を維持する。
【００８６】
　当該動作までにより、大型映像表示装置は、図４の支柱部４の左側に図示されている状
態となる。そして、当該状態において、映像表示モジュール取付部５内における映像表示
モジュール２の背面配線作業等を行う。
【００８７】
　その後、電気部品取付部ストップステー２６を解除し、電気部品取付部８を閉める。そ
して、電気部品取付部８が開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用いるこ
とにより、当該電気部品取付部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【００８８】
　最後に、後面カバー３により本体部１の後面を閉じる（図３参照）。
【００８９】
　以上のように、本実施の形態２に係る大型映像表示装置１０１では、映像表示モジュー
ル取付部ストップステー２５を設置し、ストップステーの機能を使って映像表示モジュー
ル取付部５の開放状態の維持、および支柱部４への接触防止を行っている。また同様に、
電気部品取付部ストップステー２６を設置し、ストップステーの機能を使って電気部品取
付部８の扉開放状態の維持、および支柱部４への接触防止を行っている。
【００９０】
　したがって、上記実施の形態１に比べて支柱部ストッパ２０、支柱部ストッパ固定金具
２２等の部材を省略することができる。また、動作においても支柱部ストッパ固定金具２
２による固定、および解除といった動作を省略することができる。よって、安価で且つメ
ンテナンス作業効率のよい大型映像表示装置を得ることができる。
【００９１】
　＜実施の形態３＞
　図９～１１は、本発明の実施の形態３に係る大型映像表示装置を説明するための図であ
る。
【００９２】
　図９は、本実施の形態３である大型映像表示装置を示す後方概観斜視図である。ここで
、図９に示されている大型映像表示装置１０２において、後面カバー３は取り外されてい
る。また、図１０は、本実施の形態３である大型映像表示装置の内部構成を示す側断面図
である。また、図１１は、本実施の形態３である大型映像表示装置の内部稼動部の稼動方
式を示す側断面図である。
【００９３】
　本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２は、上記実施の形態２に係る大型映像表
示装置１０１とほぼ同様の構成内容であるが、以下の点において異なる。
【００９４】
　つまり、実施の形態２に係る大型映像表示装置１０１では、本体部１の内部において一
端が垂直方向に固定された状態で、映像表示モジュール取付部５や電気部品取付部８は水
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平方向に開放していた。
【００９５】
　しかし、本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２では、本体部１内部において一
端が水平方向に固定された状態で、映像表示モジュール取付部５や電気部品取付部８は垂
直方向に開放される。
【００９６】
　以下、変更点を中心に本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２の構成について説
明する。
【００９７】
　大型映像表示装置１０２は、支柱部４、映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６および
映像表示モジュール取付部ダンパー２７（映像表示モジュール取付部開放維持装置と把握
できる）により構成される、映像表示モジュール取付部５の開放移動機構を有している。
そして、当該開放移動機構により、本体部１内に収められている映像表示モジュール取付
部５は、大型映像表示装置１０２の後方下向きに開放可能となっている。ここで、上記開
放移動機構は、本体部１内部に設けられている。
【００９８】
　開放移動機構において、支柱部４は、本体部１内に、大型映像表示装置１０２の設置高
さ方向に対して垂直な方向（以下、単に水平方向と称する）に上下２本配置されている。
また、映像表示モジュール取付部５の一の端縁部（すなわち、下側の端縁部）は、映像表
示モジュール取付部固定ヒンジ６により、支柱部４に取付けられており、当該映像表示モ
ジュール取付部５は、映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６と支柱部４とにより、水平
方向に支持されている。
【００９９】
　上記開放移動機構において、映像表示モジュール取付部５の一の端辺部の反対側（他の
端縁部。すなわち、上側の端縁部。）を映像表示モジュール取付部固定ヒンジ６を軸に本
体部１の後方に向かって回動させると、当該映像表示モジュール取付部５は、本体部１の
後方下向きに開放される。当該映像表示モジュール取付部５の開放の様子を、図９，１１
（図１１においては、２段構成となっている映像表示モジュール取付部５の下段側）に示
す。
【０１００】
　開放移動機構により、開放された映像表示モジュール取付部５を本体部１の内部に戻す
際に、映像表示モジュール取付部５が本体部１の前方へ回動し過ぎて、当該映像表示モジ
ュール取付部５が保護ガラス部３０と接触する恐れがある。
【０１０１】
　そこで、本実施の形態３においても、実施の形態１の図６で示したような、ストッパ２
３および映像表示モジュール取付部固定金具２４を本体部１内の上部等に設置させる。こ
こで、ストッパ２３は、実施の形態１で説明したように、映像表示モジュール取付部５の
本体部１内部への回動を制止させ、映像表示モジュール取付部５が所定の位置より前方へ
回動することを防止する機能を有する。また、映像表示モジュール取付部固定金具２４は
、実施の形態１で説明したように、映像表示モジュール取付部５とストッパ２３とを固定
する機能を有している。
【０１０２】
　さて、映像表示モジュール取付部５を本体部１の後方へ回動する際、上記開放移動機構
では、映像表示モジュール取付部５の自重により容易に開放することができる。
【０１０３】
　しかし、映像表示モジュール取付部５の自重に任せて、当該映像表示モジュール取付部
５の開放を行ったのでは、映像表示モジュール取付部５の後方に配する電気部品取付部８
が支柱部４に接触してしまう。
【０１０４】
　そこで、電気部品取付部８の支柱部４への接触を防止するために、上記開放移動機構は
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、映像表示モジュール取付部ダンパー２７を備えている。
【０１０５】
　ここで、映像表示モジュール取付部ダンパー２７の一端は、本体部１内の側面に接続さ
れており、他端は、映像表示モジュール取付部５の側面に接続されている。また、映像表
示モジュール取付部ダンパー２７は、映像表示モジュール取付部５の自重に対して反力を
発生させており、映像表示モジュール取付部５の開閉力を調整すると共に開放状態を維持
する機能を有している。当該映像表示モジュール取付部５の開放状態が維持されている様
子を、図１１（図１１において、２段構成となっている映像表示モジュール取付部５の下
段側）に示す。
【０１０６】
　さて、本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２は、さらに、電気部品取付部固定
ヒンジ９および電気部品取付部ダンパー２８（扉部開放維持装置と把握できる）により構
成される、電気部品取付部８の扉機構を有している。そして、当該扉機構により、電気部
品７が取付けられている電気部品取付部８は、大型映像表示装置１０２の後方下向きに開
放可能となっている。ここで、上記扉機構は、本体部１内部に設けられている。
【０１０７】
　扉機構において、電気部品取付部８の一の端縁部（すなわち、下側の端縁部）は、電気
部品取付部固定ヒンジ９により、映像表示モジュール取付部５に取付けられており、当該
電気部品取付部８は、電気部品取付部固定ヒンジ９と映像表示モジュール取付部５とによ
り、水平方向に支持されている。
【０１０８】
　上記扉機構において、電気部品取付部８の一の端縁部の反対側（他の端縁部。すちなわ
ち、上側の端縁部。）を電気部品取付部固定ヒンジ９を軸に本体部１の後方に向かって回
動させると、当該電気部品取付部８は、本体部１の後方下向きに開放される。当該電気部
品取付部８の開放の様子を、図１１（図１１において、２段構成となっている映像表示モ
ジュール取付部５の上段側）に示す。
【０１０９】
　さて、上記扉機構においても、電気部品取付部８を本体部１の後方へ回動する際、電気
部品取付部８の自重により容易に開放することができる。
【０１１０】
　しかし、電気部品取付部８の自重に任せて、当該電気部品取付部８の開放を行ったので
は、電気部品取付部８が支柱部４に接触してしまう。
【０１１１】
　そこで、電気部品取付部８の支柱部４への接触を防止するために、上記扉機構において
も、電気部品取付部ダンパー２８を備えている。
【０１１２】
　ここで、電気部品取付部ダンパー２８の一端は、映像表示モジュール取付部５の側面に
接続されており、他端は、電気部品取付部８の側面に接続されている。また、電気部品取
付部ダンパー２８は、電気部品取付部８の自重に対して反力を発生させており、電気部品
取付部８の開閉力を調整すると共に開放状態を維持する機能を有している。当該電気部品
取付部８の開放状態が維持されている様子を、図１１（図１１におい、２段構成となって
いる映像表示モジュール取付部５の上段側）に示す。
【０１１３】
　他の部材の構成は実施の形態１のものと同様なので、ここでの説明は省略する。
【０１１４】
　次に、上記開放移動機構および上記扉機構を用いた、大型映像表示装置１０２の保守・
調整の仕方について説明する。
【０１１５】
　まず、大型映像表示装置１０２内部の保守・調整を行うに際して、本体部１に設けられ
ている後面扉等の後面カバー３を開放または取外し、後方から本体部１の内部が見える状
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態にする。
【０１１６】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、本体部１内の映像表示モジュール取付部
５に取付けられている電気部品取付部８を、後方に向かって扉開放する。当該扉開放によ
り、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状態となる。ここで、電気部品
取付部８の扉開放は、電気部品取付部８の自重により容易に開放可能であり、外力が加わ
らない限り閉まることはない。また、電気部品取付部ダンパー２８により、電気部品取付
部８の開放状態を維持される。
【０１１７】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１０２は、図１１（図１１におい、２段構成と
なっている映像表示モジュール取付部５の上段側）に図示されている状態となる。そして
、当該状態において、映像表示モジュール取付部５内の映像表示モジュール２の背面配線
部の取外し、および背面清掃等のメンテナンスを行う。
【０１１８】
　さて、次に、外力を加えて電気部品取付部８を閉める。そして、電気部品取付部８が自
重により開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用いて、当該電気部品取付
部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【０１１９】
　次に、図６で示したような映像表示モジュール取付部固定金具２４を解除し、映像表示
モジュール取付部５を後方下向きに開放移動させる。当該開放動作により、映像表示モジ
ュール取付部５の前面が後上方より視認することができる。ここで、映像表示モジュール
取付部５の開放移動は、映像表示モジュール取付部５の自重により容易に開放可能であり
、外力が加わらない限り閉まることはない。また、映像表示モジュール取付部ダンパー２
７により、映像表示モジュール取付部５の開放状態が維持されている。
【０１２０】
　当該動作までにより、大型映像表示装置１０２は、図１１（図１１において、２段構成
となっている映像表示モジュール取付部５の下段側）に図示されている状態となる。そし
て、当該状態において、映像表示モジュール取付部５の前面に取付けられている映像表示
モジュール２の取り替え・清掃、および保護ガラス部３０の内側の清掃等のメンテナンス
を行う。
【０１２１】
　さて、映像表示モジュール２や保護ガラス部３０のメンテナンスが終了した後は、外力
を加えて映像表示モジュール取付部５を前方に向かって回動させる。これにより、映像表
示モジュール取付部５が本体部１内に納められる。この際、例えば図６で示した、映像表
示モジュール取付部５の本体部１内部への回動は、ストッパ２３等の部材により制止され
、当該ストッパ等により、映像表示モジュール取付部５が所定の位置より前方へ回動する
ことを防止することができる。
【０１２２】
　次に、映像表示モジュール取付部５が自重により開放移動しないように、例えば図６で
示した、映像表示モジュール取付部固定金具２４等の部材を用いて映像表示モジュール取
付部５を本体部１に固定する。
【０１２３】
　次に、電気部品取付部固定金具２１を解除し、電気部品取付部８を自重により、後方下
向きに扉開放する。これにより、映像表示モジュール取付部５の内部が後方より見える状
態となる。
【０１２４】
　当該動作までにより、大型映像表示装置は、図１１（図１１におい、２段構成となって
いる映像表示モジュール取付部５の上段側）に図示されている状態となる。そして、当該
状態において、映像表示モジュール取付部５内における映像表示モジュール２の背面配線
作業等を行う。
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【０１２５】
　その後、外力を加えて電気部品取付部８を閉める。そして、電気部品取付部８が自重に
より開放されないように、電気部品取付部固定金具２１を用いることにより、当該電気部
品取付部８を映像表示モジュール取付部５に固定する。
【０１２６】
　最後に、後面カバー３により本体部１の後面を閉じる（図１０参照）。
【０１２７】
　以上のように、本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２では、映像表示モジュー
ル取付部５および電気部品取付部８の上端辺（他の端縁部）を、下端辺（一の端縁部）に
おいて水平方向に配した軸を中心にして、後方下向きに開放する構成を取っているので、
映像表示モジュール取付部５および電気部品取付部８は自重により容易に開放移動できる
ようになる。したがって、メンテナンス作業効率のよい大型映像表示装置が得られる。
【０１２８】
　また、本実施の形態３に係る大型映像表示装置１０２では、上記のように自重により映
像表示モジュール取付部５が開放されるので、実施の形態１に係る大型映像表示装置１０
０のように、ローラー部１０およびガイドレール１１は不要となる。したがって、安価な
大型映像表示装置が得られる。
【０１２９】
　さらに、映像表示モジュール取付部ダンパー２７または電気部品取付部ダンパー２８に
より、映像表示モジュール取付部５または電気部品取付部８の自重による開放が制御され
るので、電気部品取付部８が支柱部４に接触することを防止することができる。
【０１３０】
　また、上記各実施の形態では、２分割された映像表示モジュール取付部５の場合につい
て言及したが、支柱部４を増加設置し、３以上の数に映像表示モジュール取付部５を分割
して、上記各実施の形態に係る映像表示装置を適用してもかまわない。これにより、各映
像表示モジュール取付部５の占有面積は減少するので、当該映像表示モジュール取付部５
の後方への開放移動の省スペース化を図ることができ、より大きな大型映像表示装置に対
しても、後面スペースを縮小でき設置場所の制約が解消される。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】実施の形態１に係る映像表示装置の前方概観斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る映像表示装置の映像表示取付部が開放している状態を示す後
方外観斜視図である。
【図３】実施の形態１に係る映像表示装置における、各部材の内部構成を示す上方断面図
である。
【図４】実施の形態１に係る映像表示装置における、映像表示モジュール取付部および電
気部品取付部の開放の様子を示す上方断面図である。
【図５】映像表示モジュール取付部に映像表示モジュールを取り付ける様子を示す拡大斜
視図である。
【図６】実施の形態１に係る映像表示装置の下部周辺の内部の様子を示す拡大側断面図で
ある。
【図７】実施の形態２に係る映像表示装置における、各部材の内部構成を示す上方断面図
である。
【図８】実施の形態２に係る映像表示装置における、映像表示モジュール取付部および電
気部品取付部の開放の様子を示す上方断面図である。
【図９】実施の形態３に係る映像表示装置の映像表示取付部が開放している状態を示す後
方外観斜視図である。
【図１０】実施の形態３に係る映像表示装置における、各部材の内部構成を示す側断面図
である。
【図１１】実施の形態３に係る映像表示装置における、映像表示モジュール取付部および
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電気部品取付部の開放の様子を示す側断面図である。
【符号の説明】
【０１３２】
　１　本体部、２　映像表示モジュール、３　後面カバー、４　支柱部、５　映像表示モ
ジュール取付部、５ａ　第一の面、６　映像表示モジュール取付部固定ヒンジ（第一のヒ
ンジ）、７　電気部品、８　電気部品取付部（扉部）、９　電気部品取付部固定ヒンジ（
第二のヒンジ）、１０　ローラー部、１１　ガイドレール、１２　ファン部（空気循環装
置）、１３　スペースヒーター部（空気循環装置）、２０　支柱部ストッパ、２１　電気
部品取付部固定金具（扉部閉蓋固定装置）、２２　支柱部ストッパ固定金具（開放維持装
置）、２３　ストッパ（映像表示モジュール取付部制止装置）、２４　映像表示モジュー
ル取付部固定金具（映像表示モジュール取付部固定装置）、２５　映像表示モジュール取
付部ストップステ－、２６　電気部品取付部ストップステ－（扉部ストップステー）、２
７　映像表示モジュール取付部ダンパー（映像表示モジュール取付部開放維持装置）、２
８　電気部品取付部ダンパー（扉部開放維持装置）、３０　保護ガラス部、４０　映像表
示モジュール取付用穴（第一の穴）、４１　映像表示モジュール配線用穴（第二の穴）、
１００，１０１，１０２　映像表示装置。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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