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(57)【要約】
【課題】　本発明は、画像表示装置内部で発生する熱を
ファンや外装に設ける吸排気穴によらずに、熱伝導によ
り筐体外部へ熱移動し放熱する構造を提供する。更に筐
体外部で放熱する構造は画像表示装置の厚みが増えない
構造とした。以上により、壁掛け設置で壁面に密着して
も効率よく放熱できる薄型の画像表示装置を提供可能と
なる。
【解決手段】　画像表示パネルを背面側で支持するシャ
ーシのほぼ全面にわたり密着する熱拡散シートを設け、
該熱拡散シートをシャーシの外形より外側に延長部を設
け、該延長部の背面側に密着する放熱部は複数の凸部と
凹部が筐体外部に露出するようにした。
また、外部入力端子の配置と放熱部の凹部の配置を対応
させ、外部ケーブルを放熱部の凸部をガイドに沿わせた
。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する画像表示パネルと、該画像表示パネルを支持する支持体と、該支持体に
支持される電気回路類と、で構成される画像表示モジュールを内蔵した画像表示装置にお
いて、該画像表示モジュール内部に熱伝導手段を設け、該熱伝導手段は画像表示モジュー
ル外へ延長し、該延長した部分に外気に接触する放熱手段を設けたことを特徴とする、画
像表示装置の放熱構造。
【請求項２】
　前記熱伝導手段は支持体の画像表示パネル側表面、または電気回路類側表面、または支
持体の両面に密着配置されていることを特徴とする請求項１記載の画像表示装置の放熱構
造。
【請求項３】
　前記延長した部分は、放熱手段とは反対の面に密着する断熱手段を設け、筐体構造の一
部に固定されていることを特徴とする請求項１または請求項２記載の画像表示装置の放熱
構造。
【請求項４】
　前記電気回路には外部からの信号を入力するための接続端子を備えており、該接続端子
の直下に放熱手段の凹部が対向配置されていることを特徴とする請求項１～請求項３のい
ずれかに記載の画像表示装置の放熱構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はテレビ放送を始めとする映像信号と音声信号を出力する画像表示装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ、コンピュータの端末、広告媒体、標識などの用途に、電子放出素子を用いた表
示装置、プラズマ放電を用いた表示装置、液晶を用いた表示装置、蛍光表示管を用いた表
示装置などの薄型画像表示装置が用いられている。
【０００３】
　これらの装置の基本構造は画像表示部、電気回路部、それらを支持する構造部、更に外
装部から成っているが、近年注目されているのが、画面サイズ４０型以上の壁掛けテレビ
であり、さらに構造の薄型化を進めて商品性を高めた製品が市場に普及を始めている。
【０００４】
　ところで大型の薄型画像表示装置は機能上、消費電力が大きいために放熱設計が重要で
ある。しかしながら構造の薄型化が進行すると、従来のように外装部に空気の吸排気穴を
設けるだけでは放熱性能が不十分となるため、様々な工夫がなされている。
【０００５】
　例えば従来例のひとつとして、特許文献１（特開2000-227767フラットパネルディスプ
レイ）の構造を縦断面として図５に示す。５１は画像を表示する表示体であり、二枚のガ
ラス基板を対向させ、その向かい合う表面に電気回路や発光層を形成している。５２は前
記表示体５１を背面側から接着手段（図示せず）より支持する支持体であり、剛性を有す
る金属材を所望の形状に加工している。５３は前記表示体５１を駆動するための電装基板
であ、電力供給や信号出力を行う。５４は表示体５１や電装基板５３を保護するベゼルで
あり、正面側は画像を表示するための開口が設けられている。５５はベゼル５４と同様に
内部部品を保護するための裏カバーであり、金属材をプレス加工または樹脂材を射出成形
している。５６は支持体５２と締結し、さらに裏カバー５５の貫通部を通過して背面方向
に延長したパイプフレームであり、パイプを曲げ加工した構造体を左右に対称配置してい
る。５７は前記パイプフレーム５６を支持体５２に強固に締結する取り付け部であり、パ
イプフレーム５６を囲む部分（図示せず）と支持体５２にねじ止めする部分（図示せず）
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からなっている。５８はパイプフレーム５６に接触して熱を空気中に放出するための放熱
部であり、表面積を増やすための凹凸形状を有している。
【０００６】
　以上の構成による特徴は、パイプフレーム５６が電装基板５３の発する熱を裏カバー５
５の外部へ放熱し、更に外部に露出した部分が壁掛けの設置金具との固定に利用できるこ
とである。
【０００７】
　もうひとつの従来例として、特許文献２（特開2001-023530プラズマディスプレイ装置
）の構造を縦断面として図６に示す。６１はプラズマ放電を利用して画像を表示する画像
パネルであり、二枚のガラス基板を対向配置して構成している。６２は前記画像パネル６
１の背面部に密着した伝熱シートであり、素材のグラファイトを薄く積層した構造で面に
沿う方向への熱伝導性に優れている。６３は前記画像パネル６１の前面部の周辺に密着し
た伝熱シートであり、伝熱シート６２と同じ素材である。６４は前記画像パネル６１を背
面側で支持する基台部であり、６５は前記画像パネル６１を駆動するために信号や電力を
供給する回路部である。６６は画像パネル６１を保護する前面板であり、画像を見やすく
したり電磁波漏洩を防ぐ処理が施されたガラス製である。６７は外装の一部をなす前面枠
、６８は回路部６５の保護と外装の一部をなす筐体である。
【０００８】
　以上の構成による特徴は、画像パネル６１で発生する熱を伝熱シート６２と伝熱シート
６３により面方向に拡散して、画像パネル６１面内の温度差を小さくし、画像パネル６１
の破損を防止することにある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開2000-227767号公報
【特許文献２】特開2001-023530号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した従来の技術では以下の問題があった。
【００１１】
　特許文献１の技術では、電装基板５３の熱をパイプフレーム５６に効率よく伝達するに
は、両者の接触面積が少なく、大きな熱量の移動が見込めない、また表示器５１の熱を放
熱することも同様に困難である。更に、裏カバー後方に放熱部５８が突出する構造のため
、壁掛け設置する際に壁面に密着できずに外観性が劣る、という課題を有している。
【００１２】
　また特許文献２の技術では、画像パネル６１面内の温度差が小さくなるだけであり、筐
体外部へ放熱するための吸排気穴やファンなどの別手段が必要となる。しかしながら、吸
排気穴を設ける場合は壁掛け設置する際に背面側に空気が出入りする空隙が必要で、壁面
に密着できずに外観性が劣るし、仮に密着させた場合は筐体内部温度が上昇して、特にコ
ンデンサーなどの素子の寿命に影響する。またファンを採用する場合は、ファンを通過す
る空気流路の確保で画像表示装置の厚みが増えてしまう、という課題を有している。
【００１３】
　そこで本発明は、画像表示装置の厚みに影響せずに、壁掛け設置で壁面に密着しても効
率よく放熱でき、信頼性の高い薄型の画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】
【００１４】
　上述した課題を解決するために本発明の第一の実施例においては、
　画像表示パネルを背面側で支持するシャーシのほぼ全面にわたり略密着する熱拡散シー
トを設け、更に発生する熱量が多い発熱素子は、熱拡散シートと密着して熱伝達する構造



(4) JP 2010-256619 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

とした。
【００１５】
　熱拡散シートはシャーシの外形より外側に延長部を設け、該延長部の背面側に密着する
放熱部の複数の凸部と凹部を筐体外部に露出させた。
【００１６】
　延長部の正面側はスピーカーのエンクロージャーとの間で断熱材を挟む構造とした。放
熱部は前記断熱材、延長部を挟み、エンクロージャー及びベゼルの背面部と固定した。
【００１７】
　また、外部端子の配置と放熱部の凹部の配置を対応させ、外部端子各々の位置の直下方
向に凹部が垂直に連なるように設けた。
【００１８】
　更に、上述した課題を解決するために本発明の第二の実施例においては、
　画像表示パネルの背面側でほぼ全面にわたり密着する熱拡散シートを設け、該熱拡散シ
ートの背面側にシャーシを設けて積層構造とした。該シャーシの外形より外側に熱拡散シ
ートの延長部を設け、該延長部の背面側に密着する放熱部の複数の凸部と凹部を筐体外部
に露出させた。
【００１９】
　延長部の正面側はスピーカーのエンクロージャーとの間で断熱材を挟む構造とした。放
熱部は断熱材、延長部を挟み、エンクロージャー及びベゼルの背面部と固定した。
【００２０】
　また、外部端子の配置と放熱部の凹部の配置が対応しており、外部端子各々の位置の直
下方向に凹部が垂直に連なるように設けた。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、
　１．本画像表示装置を壁面に密着した状態において、従来必要であった吸排気穴や空冷
ファンを設けずに画像表示パネル及び回路基板類で発生する熱を筐体外に放出することが
可能となり、筐体の厚みが増さずに電気回路上の素子の耐久性も向上する。
【００２２】
　２．更に放熱部の凹凸を外部接続ケーブルのガイドとして利用可能となり、壁に密着さ
せる際に乱雑なケーブル処理で画像表示装置が壁面から浮き上がるとか、ケーブルが断線
するなどの外観上、及び信頼性上の問題が解決できる、という効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態の特徴を最もよく表わす画像表示装置の縦断面図である
。
【図２】第１の実施形態の背面側外観図である。
【図３】第１の実施形態の底面側外観図ある。
【図４】本発明の第２の実施形態の特徴を最もよく表わす画像表示装置の縦断面図である
。
【図５】従来例の、特許文献１（特開2000-227767フラットパネルディスプレイ）の構造
を示す縦断面である。
【図６】は従来例の、特許文献２（特開2001-023530プラズマディスプレイ装置）の構造
を示す縦断面である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　（実施例１）
　図１は本発明の第１の実施形態の特徴を最もよく表わす画像表示装置の縦断面図である
。
【００２５】
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　図２は同じく第１の実施形態の背面側外観図で、図３は同じく第１の実施形態の底面側
外観図である。同一部品には同一番号を記して構造を説明する。
【００２６】
　本発明の画像表示装置は、画像を表示する画像表示パネル（ディスプレイパネル）とし
て、内部が真空で維持された画像表示パネル１を備える。画像表示パネル１は、ガラス基
板上にRGBの蛍光体膜と金属導電性膜の高電圧領域を有するフェースプレート、ガラス基
板上にＸ方向配線とＹ方向配線および電子放出素子が形成されたリアプレート、および枠
部材（図示せず）により構成した。
【００２７】
　画像表示パネル１の背面は接着層（図示せず）を介してシャーシ２に支持している。該
シャーシ２はアルミニウム合金の厚さ約２ｍｍの薄板をプレス加工により所望の形状に形
成した。
【００２８】
　一方画像表示パネル１の前面側には外部からの埃の侵入や異物の衝突から画像表示パネ
ル１を保護するための前面板３を設けた。前面板３は表示する画像を見やすくするために
画像コントラストを改善する処理を施した。同じく画像表示パネル１の前方周辺部には、
内部の保護と外観性を有したベゼル４を配置した。ベゼル４の正面には矩形の開口を有し
、前面板３との嵌合構造を設けた。
【００２９】
　前記ベゼル４の背面側の周辺部に密着して複数のねじ（不図示）により締結されている
リアカバー５は、厚み０．５mmの鋼板をプレス加工により絞り形状とねじの貫通穴（不図
示）を形成し、前記ベゼル４との組み合わせにより、内部の画像表示パネル１や後述の電
気基板類を覆い、埃や異物の進入、及び電気回路類から発生する有害な電磁波の遮蔽に対
応している。
【００３０】
　前記ベゼル４の正面側の下部にはスピーカー６が正面から見て左右対称に複数配置して
、画像に合わせた音声を臨場感良く発音する機能を有している。スピーカー６の音質、特
に低音を効率よく発するために、エンクロージャー７を備えてスピーカー６を略密閉構造
とした。
【００３１】
　シャーシ２の背面にはほぼ全面に渡って密着する熱拡散シート８を備えた。熱拡散シー
ト８は基材のグラファイト（黒鉛）の積層体を絶縁性のある軟質樹脂でカバーしたシート
であり、シャーシ２に対して両面テープまたは粘着材により密着固定するように構成した
。
【００３２】
　前記熱拡散シート８の下方はシャーシ２から離れてエンクロージャー７の背面部に延長
し、その延長部８－aの背面側に放熱部９を密着させた。放熱部９はねじ（図示せず）に
よりエンクロージャー７及びベゼル４の背面部と固定しており、アルミ系合金を押し出し
加工と切削加工により、複数の凸部９－aと複数の凹部９－bを形成した。
【００３３】
　また熱拡散シートの延長部８－aの前面側には断熱材１０を配置した。断熱材１０は発
泡体の樹脂シートを所望の形状に加工して、エンクロージャー７と延長部８－a間に保持
される位置決め形状（図示せず）を有している。
【００３４】
　前記シャーシ２の背面側には複数のボスを配置していて、電源基板１１と信号入力基板
１３をねじ（図示せず）により固定した。電源基板１１は本画像表示装置の電気回路全体
へ電気を供給する機能を有していて消費電力が大きくて発熱量が大きな部品の一つである
。
【００３５】
　また、信号入力基板１３は本画像表示装置の表示する画像信号と音声信号を外部からケ
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ーブルにより受信する機能を有していて、様々な規格に準拠した丸型や角型の接続端子を
配置している。
【００３６】
　また、前記シャーシ２の周辺部に配置された駆動基板１５は、画像表示パネル１とはＦ
ＰＣ（フレキシブルな薄型配線）１６により電気的に接続されて画像選択信号を出力する
電気回路である。１７は電源基板１１、信号入力基板１３、駆動基板１５を含み、本画像
表示装置内部の図示省略したその他電気基板を含むところの、電気基板類を示している。
【００３７】
　また、電源基板１１および電気基板類１７の正面側には、電力消費の大きな発熱素子１
２および１８を実装した。発熱素子１２に対向する位置で、熱拡散シート８の一部をプレ
ス加工により切り曲げしてフォーミングした切り曲げ部８－bが発熱素子の表面に密着す
るように形成した。更に発熱素子１８の表面は、熱拡散シート８の表面に密着させた。
【００３８】
　以上の構成において、本画像表示装置を壁面に密着して設置した場合を想定し、本発明
の特徴である放熱構造について詳述を加える。本画像表示装置には幾つかの発熱要素を有
している。該発熱要素のひとつは画像表示パネル１である。背面側のリアプレートから放
出した電子が高電圧により加速されてフェースプレートの金属導電性膜に衝突してＲＧＢ
の蛍光体膜が発光して画像を表示するが、最も輝度が高い条件では画面サイズ対角５５イ
ンチで消費電力は約１５０Ｗを越える。発生した熱の一部は正面方向へ空気層を介して前
面板３を通過後、周辺の外気へと拡散していくし、残りの熱は背面方向へ接着層を介して
シャーシ２へ伝わり、更にシャーシ２の全面に渡って密着する熱拡散シート８に伝達され
る。
【００３９】
　発熱要素のもうひとつは電気基板類１７であり,最も電流を流す条件においては消費電
力が全体で約２００Ｗを越える。該電気基板類１７で発生する熱は周囲の空気の対流によ
り、一部はリアカバー５を介して壁面へと拡散していくが、多くの住居の壁面は石膏や木
材など断熱性が高いため、多くの残りの熱は熱拡散シート８に伝達される。
【００４０】
　更に発熱要素として、消費電力の高い発熱素子１２および１８においては、空気の対流
よりも効率よく熱伝達が可能となるように熱拡散シート８に密着する構造とした。図は省
略したが、発熱素子１２、１８と熱拡散シート８との間に、弾性または粘性ある熱伝導材
を介在させても良い。
【００４１】
　以上の構造により各発熱要素からの熱の多くが熱拡散シート８に伝達することを説明し
た。
【００４２】
　熱拡散シート８はその特性上、熱伝導率が面方向は数W／mk程度であるが、面に沿う方
向に約３００Ｗ／ｍｋ以上の熱伝導特性を有している。この優れた熱拡散性を利用して、
以下に説明する熱伝達経路が有効となる。
【００４３】
　つまり画像表示パネル１からシャーシ２を介して伝達された熱、電気基板類１７で発生
して周囲の空気の対流により伝達された熱、及び発熱素子１２、１８より直接伝達された
熱は、熱拡散シート８の内部を急速に拡散していく。
【００４４】
　熱拡散シート８の下方はシャーシ２から分離した先で駆動基板１５の背面部を通過し、
スピーカー６のエンクロージャー７の背面部に達する。この位置において延長部８－aは
放熱部９と密着しており、更に放熱部９は凸部９－aと凹部９－bにより、外気に触れる表
面積を増している。該放熱部９付近と各発熱要素付近との温度差が大きいため、熱拡散シ
ート８内部を拡散する熱の多くが下方へ流れ、延長部８－aから放熱部９へ伝わり周辺の
外気へ放出される。
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【００４５】
　尚、この延長部８－aの正面側はエンクロージャー７との間に断熱材１０を介在させる
ことで熱拡散シート８から伝わる熱を遮断し、放熱部９への熱移動を促進している。
【００４６】
　以上説明した放熱構造により、外部との吸排気穴を設けたり、ファンを入れるために筐
体厚みを増すなどせずに、放熱性能を向上できた。
【００４７】
　もうひとつ、放熱構造を利用した波及効果についても説明を加える。図２と図３に特徴
を示したように、放熱部９の凸部９－aと凹部９－bの配置には外部端子１４の配置と関連
性を持たせた。つまり、各外部端子１４に接続するケーブル類（図示せず）は放熱部の凹
部９－bを通過する構造とした。言い換えると、凸部９－aをケーブル類のガイドとして用
いた。それによって本画像表示装置を壁面に密着させて設置する際、各外部端子１４に接
続するケーブル類が重なり合って壁面にリアカバー５が密着しない（本画像表示装置が浮
いてしまう）とか、ケーブル同士に異常な圧力が掛かって断線するなどの心配が無くなっ
た。
【００４８】
　以上説明した本発明の特徴をまとめると以下の通りである。
【００４９】
　画像表示パネル１を背面側で支持するシャーシ２のほぼ全面にわたり略密着する熱拡散
シート８を設け、更に発生する熱量が多い発熱素子１２および１８は、熱拡散シート８と
密着して熱伝達する構造とした。
【００５０】
　熱拡散シート８はシャーシ２の外形より外側に延長部８－aを設け、該延長部８－aの背
面側に密着する放熱部９の複数の凸部９－aと凹部９－bを筐体外部に露出させた。
【００５１】
　延長部８－aの正面側はスピーカーのエンクロージャー７との間で断熱材１０を挟む構
造とした。放熱部９は前記断熱材１０、延長部８－aを挟み、エンクロージャー７及びベ
ゼル４の背面部と固定した。
【００５２】
　また、外部端子１４の配置と放熱部９の凹部９－bの配置を対応させ、外部端子１４各
々の位置の直下方向に凹部９－bが垂直に連なるように設けた。
【００５３】
　その結果以下に述べる効果が得られる。
【００５４】
　１．画像表示パネル及び回路基板類で発生する熱を効率的に吸収し、筐体外に放熱する
ことが可能となり、画像表示装置を壁面に密着した状態においても筐体内部の温度が低減
されて信頼性が向上した。更に筐体の厚みが増す原因となる放熱用のファンも不要となっ
た。
【００５５】
　２．放熱部の凹凸を外部接続ケーブルのガイドとして利用可能となり、壁に密着させる
際に乱雑なケーブル処理で画像表示装置が浮き上がるとか、ケーブルが断線するなどの外
観上、及び信頼性上の問題が解決できた。
【００５６】
　尚、本実施例において熱拡散シート８にはグラファイト（黒鉛）の基材を利用したが、
熱伝導性に優れた素材であれば、例えば金、銀、銅いずれかを含む合金からなる薄板を利
用しても同様の効果が得られる。
【００５７】
　また、本実施例において切り曲げ部８－bをプレス加工によるフォーミングで発熱素子
１２の表面に密着させたが、シャーシ２と切り曲げ部８－b間に弾性あるスペーサを介在
させて密着力を増す構造にしてもよい。
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【００５８】
　（実施例２）
　図４は本発明の第２の実施形態の特徴を最もよく表わす画像表示装置の縦断面図である
。
【００５９】
　実施例１と同一部品には同一番号を記して説明を省略する。
【００６０】
　本実施例は今後の市場要求も考慮し、画像表示パネルの画面サイズが対角５５インチか
ら８０インチを超えて、消費電力も３００Ｗ以上となるような大型の画像表示装置、更に
筐体の、より薄型構造実現のために複数の電気回路基板を別体構成とした場合における、
効果的な放熱構造について説明する。
【００６１】
　画像表示パネル２１は、背面部に熱拡散シート２２を介してシャーシ２に支持させた。
熱拡散シート２２は基材のグラファイト（黒鉛）の積層体を絶縁性のある軟質樹脂でカバ
ーしたシートであり、画像表示パネル２１及びシャーシ２に対して両面テープまたは粘着
材（図示せず）により両面を密着固定するように構成した。
【００６２】
　熱拡散シート２２の下方はシャーシ２の端部から外へ延長してエンクロージャー７の背
面部に達して、その延長部２２－aの背面側に放熱部９を密着させた。該放熱部９の固定
構造および延長部２２－aの周辺部の構造は実施例１と同様であり、説明を省略する。
【００６３】
　２３は駆動基板を示しており、実施例１の駆動基板１５の配置を上部に移動しており、
画像表示パネル１とはＦＰＣ２４で電気的に接続している。駆動基板２３とＦＰＣ２４の
機能は実施例１と同様であり、説明は省略する。
【００６４】
　以上の構成において、本画像表示装置を壁面に密着して設置した場合を想定し、本発明
の特徴である放熱構造について詳述を加える。本画像表示装置には幾つかの発熱要素を有
している。発熱要素のひとつは画像表示パネル２１である。背面側のリアプレートから放
出した電子が高電圧により加速されてフェースプレートの金属導電性膜に衝突し、ＲＧＢ
の蛍光体膜が発光して画像を表示するが、最も輝度が高い条件では画面サイズ対角８０イ
ンチでの消費電力は約３００Ｗを越える。その際に本発明の構造が有効となる。
【００６５】
　画像表示パネル２１で発生した熱の一部は正面方向へ空気層を介して前面板３を通過後
、周辺の外気へと拡散するのは実施例１と同様であるが、多くの残りの熱は背面方向に密
着する熱拡散シート２２に直接伝達される。
【００６６】
　発熱要素のもうひとつは電気基板類１７であるが、消費電力の大きい電源基板などを別
な筐体（図示せず）に移動することにより、電気基板類１７で発生する熱を積極的に放熱
する必要が無くなるため、実施例１のように効率的に熱拡散シート２２に伝達させる必要
は無い。
【００６７】
　主に画像表示パネル２１で発生した熱は、熱拡散シート２２内部で急速に拡散し、実施
例１と同様の伝達経路により延長部２２－aから効率よく放熱部９を介して外気に放出さ
れる。
【００６８】
　以上説明した本発明の特徴をまとめると以下の通りである。
【００６９】
　画像表示パネル２１の背面側でほぼ全面にわたり密着する熱拡散シート２２を設け、該
熱拡散シート２２の背面側にシャーシ２を設けて積層構造とした。更にシャーシ２の外形
より外側に熱拡散シートの延長部２２－aを設け、該延長部２２－aの背面側に密着する放
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熱部９の複数の凸部９－aと凹部９－bを筐体外部に露出させた。
【００７０】
　該延長部２２－aの正面側はスピーカーのエンクロージャー７との間で断熱材１０を挟
む構造とした。放熱部９は前記断熱材１０、延長部２２－aを挟み、エンクロージャー７
及びベゼル４の背面部と固定した。
【００７１】
　また、外部端子１４の配置と放熱部９の凹部９－bの配置が対応しており、外部端子１
４各々の位置の直下方向に凹部９－bが垂直に連なるように設けてた。
【００７２】
　その結果以下に述べる効果が得られる。
【００７３】
　１．画面サイズ５５インチ以上の大型画像表示パネルで発生する熱を効率的に吸収し、
筐体外に放熱することが可能となり、画像表示装置を壁面に密着した状態においても筐体
内部の温度が低減されて信頼性が向上した。更に騒音の原因となる放熱用のファンも不要
となった。
【００７４】
　２．放熱部の凹凸を外部接続ケーブルのガイドとして利用可能となり、壁に密着させる
際に乱雑なケーブル処理で画像表示装置が浮き上がるとか、ケーブルが断線するなどの外
観上、及び信頼性上の問題が解決できた。
【符号の説明】
【００７５】
　１　画像表示パネル
　２　シャーシ
　３　前面板
　４　ベゼル
　５　リアカバー
　６　スピーカー
　７　エンクロージャー
　８　熱拡散シート
　８-a　延長部
　８-b　切り曲げ部
　９　放熱部
　９-a　凸部
　９-b　凹部
　１０　断熱材
　１１　電源基板
　１２　発熱素子
　１３　信号入力基板
　１４　外部端子
　１５　駆動基板
　１６　ＦＰＣ
　１７　電気基板類
　１８　発熱素子
　２１　画像表示パネル
　２２　熱拡散シート
　２２-a　延長部
　２３　駆動基板
　２４　ＦＰＣ
　５１　表示器
　５２　支持体
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　５３　電装基板
　５４　ベゼル
　５５　裏カバー
　５６　パイプフレーム
　５７　取り付け部
　５８　放熱部
　６１　画像パネル
　６２　伝熱シート
　６３　伝熱シート
　６４　基台部
　６５　回路部
　６６　前面板
　６７　前面枠
　６８　筐体
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