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(57)【要約】
　
【課題】強度の向上を図ることができる電子機器を提供
する。
【解決手段】一つの実施形態によれば、電子機器は、略
水平方向に延びた縁部を有した筐体と、前記筐体内に設
けられた第１突起と、前記筐体内に設けられた第２突起
と、前記第１突起と前記第２突起との間の領域に位置し
て前記第１突起及び前記第２突起に比べて前記縁部から
離れた第３突起と、前記第１乃至第３の突起に支持され
た光学シートと、前記縁部と前記第１突起との間に位置
した第１部分と前記縁部と前記第３突起との間に位置し
た第２部分とを有した部材と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略水平方向に延びた縁部を有した筐体と、
　前記筐体内に設けられた第１突起と、
　前記筐体内に設けられた第２突起と、
　前記第１突起と前記第２突起との間の領域に位置し、前記第１突起及び前記第２突起に
比べて前記縁部から離れた第３突起と、
　前記第１乃至第３の突起に支持された光学シートと、
　前記縁部と前記第１突起との間に位置した第１部分と、前記縁部と前記第３突起との間
に位置して前記第１部分よりも太い第２部分とを有したミドルフレームと、
　を備えた映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１の記載において、
　前記光学シートは、前記第１突起が通される第１開口と、前記第２突起が通される第２
開口と、前記第３突起が通される第３開口とが設けられて、前記第１乃至第３の突起に掛
けられた映像表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２の記載において、
　前記第２突起は、前記縁部から前記第１突起と略同じだけ離れ、
　前記ミドルフレームは、前記縁部と前記第２突起との間に位置して前記第２部分よりも
細い第３部分を有した映像表示装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項３の記載において、
　前記第３突起は、前記第１突起に比べて、鉛直方向の厚さが薄い映像表示装置。
【請求項５】
　請求項１または請求項４の記載において、
　前記ミドルフレームは、前記第２部分に金属部材が取り付けられることで前記第２部分
が前記第１部分よりも太い映像表示装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項５の記載において、
　前記ミドルフレームは、前記第１突起、第２突起及び第３突起のいずれか一つの先端部
が挿入される開口又は窪みが設けられた映像表示装置。
【請求項７】
　請求項６の記載において、
　筐体に収容された表示パネルをさらに備え、
　前記ミドルフレームは、前記表示パネルを支持した支持面を含む壁を有し、
　前記開口は、前記壁に設けられて前記支持面まで貫通し、
　前記第１突起、第２突起及び第３突起のいずれか一つの先端部は、前記開口に挿入され
るとともに、前記支持面に比べて前記表示パネルから離れた映像表示装置。
【請求項８】
　略水平方向に延びた縁部を有した筐体と、
　前記筐体内に設けられた第１突起と、
　前記筐体内に設けられた第２突起と、
　前記第１突起と前記第２突起との間の領域に位置し、前記第１突起及び前記第２突起に
比べて前記縁部から離れた第３突起と、
　前記第１乃至第３の突起に支持された光学シートと、
　前記縁部と前記第１突起との間に位置した第１部分と、前記縁部と前記第３突起との間
に位置した第２部分とを有した部材と、
　を備えた電子機器。
【請求項９】
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　請求項８の記載において、
　前記部材の第２部分に取り付けられ、前記縁部と前記第３突起との間に位置した補強部
材を備えた電子機器。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９の記載において、
　筐体に収容された表示パネルをさらに備え、
　前記部材は、前記表示パネルと前記光学シートとの間に位置して前記表示パネルを支持
した第１壁と、前記第１部分と前記第２部分とを含んで前記第１乃至第３突起と前記縁部
との間に挿入された第２壁とを有した電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、映像表示装置を含む電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学シートを備えた液晶表示装置が提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１３９５７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　映像表示装置のような電子機器は、例えば薄型化に伴い強度の向上が要望されている。
【０００５】
　本発明の目的は、強度の向上を図ることができる映像表示装置及び電子機器を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施形態によれば、電子機器は、略水平方向に延びた縁部を有した筐体と、前記
筐体内に設けられた第１突起と、前記筐体内に設けられた第２突起と、前記第１突起と前
記第２突起との間の領域に位置して前記第１突起及び前記第２突起に比べて前記縁部から
離れた第３突起と、前記第１乃至第３の突起に支持された光学シートと、前記縁部と前記
第１突起との間に位置した第１部分と前記縁部と前記第３突起との間に位置した第２部分
とを有した部材と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係る映像表示装置を示す図。
【図２】図１中に示された映像表示装置の断面図。
【図３】図１中に示された映像表示装置のバックベゼルの内面を示す正面図。
【図４】図２中に示されたミドルフレームの背面図。
【図５】図１中に示された映像表示装置のバックベゼルの内面を示す正面図。
【図６】図４中に示されたミドルフレームの一部を拡大して示す背面図。
【図７】図４中に示されたミドルフレームの別の一部を拡大して示す背面図。
【図８】図５中に示された第１突起を示す正面図。
【図９】図８中に示された第１突起のＦ９－Ｆ９線に沿う断面図。
【図１０】図５中に示された第３突起を示す正面図。
【図１１】図１０中に示された第１突起のＦ１１－Ｆ１１線に沿う断面図。
【図１２】第２実施形態に係る映像表示装置の正面図。
【図１３】図１２中に示された係合部を示す断面図。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本明細書では、いくつかの要素に複数の表現の例を付している。なおこれら表現の例は
あくまで例示であり、上記要素が他の表現で表現されることを否定するものではない。ま
た、複数の表現が付されていない要素についても、別の表現で表現されてもよい。
【０００９】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。　
　（第１実施形態）　
　図１は、第１実施形態に係る映像表示装置１を開示している。映像表示装置１は、「電
子機器」の一例である。なお本実施形態及び後述の実施形態は、映像表示装置１に限らず
、種々の電子機器に広く適用可能である。
【００１０】
　映像表示装置１は、装置本体２と、該装置本体２を支持したスタンド３とを備える。ス
タンド３は、例えばテレビ台の上に据え付けられる。装置本体２は、鉛直方向に起立する
ようにスタンド３に支持されている。なお映像表示装置１は、スタンド３を有さず、例え
ば壁などに据え付けられてもよい。
【００１１】
　図１及び図２に示すように、装置本体２は、筐体１１、ミドルフレーム１２、表示パネ
ル１３、及びバックライトモジュール１４を有する。
【００１２】
　筐体１１は、例えば偏平な四角い箱状である。筐体１１は、フロントベゼル１６（第１
部材、第１カバー、フロントカバー）と、バックベゼル１７（第２部材、第２カバー、バ
ックカバー）とを有する。フロントベゼル１６及びバックベゼル１７は、例えば合成樹脂
製である。
【００１３】
　フロントベゼル１６は、筐体１１の前壁を構成する。前壁は、視聴者と向かい合うよう
に略垂直に起立している。フロントベゼル１６は、四角い枠状に形成され、表示パネル１
３の表示画面１３ａが露出する開口１６ａが設けられている。
【００１４】
　図１及び図２に示すように、バックベゼル１７は、フロントベゼル１６を背後から覆う
ようにフロントベゼル１６に組み合わされている。バックベゼル１７は、後壁１８（背壁
）及び周壁１９を有する。後壁１８は、例えば四角い形状を有するとともに、フロントベ
ゼル１６と向かい合うように起立している。周壁１９は、後壁１８の周縁からフロントベ
ゼル１６に向けて延びている。周壁１９は、後壁１８の周方向に連続するとともに、その
先端がフロントベゼル１６の周縁部に接している。バックベゼル１７の後壁１８及び周壁
１９は、其々、筐体１１の後壁（背壁）及び周壁を構成する。
【００１５】
　図３に示すように、バックベゼル１７は、第１乃至第４の縁部１７ａ，１７ｂ，１７ｃ
，１７ｄを有する。第１縁部１７ａ（第１稜、上縁部）及び第２縁部１７ｂ（第２稜、下
縁部）は、筐体１１の幅方向に略水平方向に延びるとともに、筐体１１の高さ方向に間隔
を空けて略平行に配置されている。第３縁部１７ｃ（第３稜、左縁部）及び第４縁部１７
ｄ（第４稜、右縁部）は、略鉛直方向に延びるとともに、筐体１１の幅方向に間隔を存し
て略平行に配置されている。なお、バックベゼル１７の第１乃至第４の縁部１７ａ，１７
ｂ，１７ｃ，１７ｄは、其々、筐体１１の上縁部、下縁部、左縁部、及び右縁部の一例で
ある。
【００１６】
　図２に示すように、ミドルフレーム１２（補強部、取付部）は、筐体１１に収容され、
フロントベゼル１６とバックベゼル１７との間に位置する。ミドルフレーム１２は、筐体
１１内に取り付けられる「部材」の一例である。図４に示すように、ミドルフレーム１２
は、第１乃至第４の辺部１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄを有した四角い枠状である。
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【００１７】
　第１辺部１２ａ（上辺部）は、バックベゼル１７の第１縁部１７ａに沿うように延びて
いる。第２辺部１２ｂ（下辺部）は、バックベゼル１７の第２縁部１７ｂに沿うように延
びている。第３辺部１２ｃ（左辺部）は、バックベゼル１７の第３縁部１７ｃに沿うよう
に延びている。第４辺部１２ｄ（右辺部）は、バックベゼル１７の第４縁部１７ｄに沿う
ように延びている。第１乃至第４の辺部１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄは、互いに協働
して四角い開口１２ｅを規定している。
【００１８】
　図２に示すように、ミドルフレーム１２は、第１壁２１と、第２壁２２とを有する。第
１壁２１は、略鉛直方向に延び、表示パネル１３とバックライトモジュール１４との間に
位置する。第１壁２１は、表示パネル１３の背面に向かい合う平坦な支持面２１ａを有す
る。支持面２１ａは、表示パネル１３の周端部を受けて、表示パネル１３を支持する。
【００１９】
　第２壁２２は、第１壁２１とは交差する方向（例えば略直交した方向）に延びている。
第２壁２２は、例えば第１壁２１から後方に向いて、略水平方向に延びている。第２壁２
２は、バックライトモジュール１４とバックベゼル１７の周壁１９との間に挿入される。
第１壁２１及び第２壁２２は、開口１２ｅを取り囲むようにミドルフレーム１２の周方向
に連続している。なお、ミドルフレーム１２の形状については、後ほど詳しく説明する。
【００２０】
　図２に示すように、表示パネル１３（表示体、セル、表示モジュール）は、筐体１１に
収容されている。表示パネル１３の一例は、液晶表示パネルであるが、これに限定される
ものではない。なおここで言う「表示パネル」は、いわゆるオープンセルであり、例えば
表面保護シートや液晶セル、駆動回路などを含む厚さ数ミリの平板であり、導光板などの
発光部品を有さない。
【００２１】
　図２に示すように、表示パネル１３は、ミドルフレーム１２の支持面２１ａとフロント
ベゼル１６の内面との間に挟まれて支持される。なお、表示パネル１３とミドルフレーム
１２の支持面２１ａとの間、及び表示パネル１３とフロントベゼル１６の内面との間には
、例えばクッション材などが設けられてもよい。
【００２２】
　図２に示すように、バックライトモジュール１４は、筐体１１に収容されている。バッ
クライトモジュール１４は、バックベゼル１７の後壁１８に設けられた保持部２４（例え
ば突起部）と、ミドルフレーム１２の第１壁２１との間に挟まれて支持される。バックラ
イトモジュール１４は、導光板３１、反射シート３２、複数の光学シート３３，３４，３
５、及び図示しない光源モジュールを備える。
【００２３】
　導光板３１は、表示パネル１３とバックベゼル１７との間に位置する。導光板３１は、
例えば表示パネル１３と略同じ大きさを有した四角い板状であり、透光性を有する。導光
板３１は、ミドルフレーム１２の第１壁２１とバックベゼル１７の後壁１８との間に位置
し、ミドルフレーム１２の開口１２ｅに向かい合う。反射シート３２（裏面シート）は、
導光板３１の背面に積層されている。すなわち、反射シート３２は、導光板３１とバック
ベゼル１７の後壁１８との間に位置する。
【００２４】
　複数の光学シート３３，３４，３５（表面シート）は、第１プリズムシート３３、第２
プリズムシート３４、及び光拡散シート３５を含む。第１プリズムシート３３は、導光板
３１の前面に積層されている。第２プリズムシート３４は、第１プリズムシート３３の前
面に積層されている。光拡散シート３５は、第２プリズムシート３４の前面に積層されて
いる。
【００２５】
　本実施形態では、３枚の光学シート３３，３４，３５によって、光学シート部３６が構
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成されている。なお、導光板３１の前側に設けられる光学シートは、上記３枚に限らず、
必要な機能に応じて少なくとも１枚あればよい。
【００２６】
　導光板３１の下方には、図示しない光源モジュールが設けられている。光源モジュール
から放射された光は、導光板３１の下面から導光板３１に入射される。導光板３１に入射
された光は、３枚の光学シート３３，３４，３５を透過して表示パネル１３に向かう。一
方で、導光板３１に入射された光のうち、バックベゼル１７に向かう光は、反射シート３
２で反射される。この反射された光は、導光板３１及び３枚の光学シート３３，３４，３
５を透過して表示パネル１３に向かう。
【００２７】
　図５に示すように、筐体１１には、第１乃至第３の突起４１，４２，４３（リブ、係り
部、支持部、位置決め部、位置決めリブ）が設けられている。第１乃至第３の突起４１，
４２，４３は、其々、バックベゼル１７の後壁１８の内面から筐体１１内に突出している
。第１乃至第３の突起４１，４２，４３は、筐体１１内において、互いに水平方向に分か
れた位置に設けられている。
【００２８】
　第１突起４１は、筐体１１の上端部の左端部（左端領域、第１領域）に位置する。第２
突起４２は、筐体１１の上端部の右端部（右端領域、第２領域）に位置する。第３突起４
３は、第１突起４１と第２突起との間の領域に位置する。第３突起４３は、筐体１１の上
端部の中央部（中央領域、第３領域）に位置する。
【００２９】
　図５に示すように、第１突起４１及び第２突起４２は、バックベゼル１７の第１縁部１
７ａ（すなわち筐体１１の上縁部）から第１距離Ｌ１だけ離れている。一方で、第３突起
４３は、第１突起４１及び第２突起４２に比べて、バックベゼル１７の第１縁部１７ａか
ら離れている。すなわち、第３突起４３は、第１距離Ｌ１よりも大きな第２距離Ｌ２だけ
、バックベゼル１７の第１縁部１７ａから離れている。
【００３０】
　つまり本実施形態では、第１乃至第３の突起４１，４２，４３は、水平方向に並んでい
ない。真ん中に位置した第３突起４３は、両側に位置した第１突起４１及び第２突起４２
に比べて、下がった位置（表示パネル１３の中心に寄った位置）に設けられている。
【００３１】
　これにより、第１突起４１とバックベゼル１７の第１縁部１７ａとの間には、第１距離
Ｌ１に対応した第１隙間ｇ１が設けられている。同様に、第２突起４２とバックベゼル１
７の第１縁部１７ａとの間には、第１距離Ｌ１に対応した第２隙間ｇ２が設けられている
。第３突起４３とバックベゼル１７の第１縁部１７ａとの間には、第２距離Ｌ２に対応し
た第３隙間ｇ３が設けられている。第３隙間ｇ３は、第１隙間ｇ１及び第２隙間ｇ２に比
べて大きい。
【００３２】
　図５に示すように、第１突起４１及び第２突起４２は、左右対称であることを除けば、
互いに略同じ形状である。第１突起４１及び第２突起４２の先端部は、例えば、略水平方
向に延びた第１部分４５ａと、該第１部分４５ａに対して交差した方向（例えば略直交し
た方向、略鉛直方向）に延びた２つの第２部分４５ｂとを有する。
【００３３】
　これにより、第１突起４１及び第２突起４２は、２つの交差部を有し、比較的強度が大
きい。第１突起４１及び第２突起４２は、例えば第３突起４３よりも強度（例えば鉛直方
向の荷重に対する強度）が大きい。第１突起４１及び第２突起４２は、鉛直方向に第１厚
さｈ１を有する。
【００３４】
　一方で、第３突起４３は、第１突起４１及び第２突起４２とは形状が異なる。第３突起
４３の先端部は、略水平方向に延びた部分だけを有し、略鉛直方向に延びた部分を有しな
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い。これにより、第３突起４３は、鉛直方向に第２厚さｈ２を有する。第２厚さｈ２は、
第１厚さｈ１よりも薄い。第２厚さｈ２が第１厚さｈ１よりも薄いことは、第１隙間ｇ１
及び第２隙間ｇ２に比べて第３隙間ｇ３を大きく確保することに寄与する。
【００３５】
　図３に示すように、３枚の光学シート３３，３４，３５（以下、光学シート部３６）は
、第１乃至第３の開口５１，５２，５３が設けられている。第１開口５１は、第１突起４
１に対応した位置に設けられ、第１突起４１が通される。第２開口５２は、第２突起４２
に対応した位置に設けられ、第２突起４２が通される。第３開口５３は、第３突起４３に
対応する位置に設けられ、第３突起４３が通される。
【００３６】
　これにより、光学シート部３６は、第１乃至第３突起４１，４２，４３に引っ掛けられ
て支持（保持）される。光学シート部３６は、第１乃至第３突起４１，４２，４３に引っ
掛けられることで、位置決めされる。
【００３７】
　図３に示すように、光学シート部３６の上端部の左右の端部には、其々、張出部５５（
延長部、突出部）が設けられている。張出部５５は、例えば導光板３１の上縁よりも上方
に突出している。張出部５５は、光学シート部３６の中央部の上縁よりも上方に突出して
いる。第１開口５１及び第２開口５２は、張出部５５に設けられている。一方で、第３開
口５３は、張出部５５が設けられていない光学シート部３６の中央部の上縁に沿って設け
られている。
【００３８】
　第１開口５１及び第２開口５２は、略水平方向に延びた長穴である。第１開口５１は、
第１突起４１の厚さｈ１に対応した幅Ｗ１を有する（図８参照）。第２開口５２は、第２
突起４２の厚さｈ１に対応した幅Ｗ１を有する。一方で、第３開口５３は、略水平方向の
延びた長穴（スリット）である。第３開口５３は、第３突起４３の厚さｈ２に対応した幅
Ｗ２を有する（図１０参照）。第３開口５３は、第１開口５１及び第２開口５２に比べて
細い。
【００３９】
　次に、ミドルフレーム１２について詳しく述べる。　
　図４に示すように、ミドルフレーム１２は、合成樹脂製のフレーム本体６０（本体部、
枠部）と、該フレーム本体６０に取り付けられた複数の金属製の補強部材６１，６２，６
３（金属部材）とを有する。補強部材６１，６２，６３は、其々、フレーム本体６０に対
して部分的に設けられている。補強部材６１，６２，６３は、例えばミドルフレーム１２
よりも強度が高い金属板で形成されている。
【００４０】
　図２、図４、図６、図７に示すように、フレーム本体６０は、上述の第１壁２１及び第
２壁２２（突出部、リブ）を有する。第１壁２１は、略鉛直方向に延び、表示パネル１３
の背面に沿う。第２壁２２は、第１壁２１の背面から、支持面２１ａとは反対方向に突出
している。第２壁２２は、第１壁２１の外周縁部に沿って延びている。
【００４１】
　第２壁２２は、上述の第１乃至第３の隙間ｇ１，ｇ２，ｇ３に挿入される。すなわち、
第２壁２２は、第１乃至第３の突起４１，４２，４３とバックベゼル１７の第１縁部１７
ａとの間に挿入される。補強部材６１，６２，６３は、第２壁２２に取り付けられている
。
【００４２】
　第１補強部材６１は、ミドルフレーム１２の第１辺部１２ａの略中央部に取り付けられ
て、第１辺部１２ａに沿って延びている。第１補強部材６１は、第１辺部１２ａの左右の
両端部には設けられていない。同様に、第２補強部材６２は、ミドルフレーム１２の第３
辺部１２ｃの略中央部に取り付けられて、第３辺部１２ｃに沿って延びている。第２補強
部材６２は、第３辺部１２ｃの上下の両端部には設けられていない。第３補強部材６３は
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、ミドルフレーム１２の第４辺部１２ｄの略中央部に取り付けられて、第４辺部１２ｄに
沿って延びている。第３補強部材６３は、第４辺部１２ｄの上下の両端部には設けられて
いない。
【００４３】
　図３、図８乃至図１１に示すように、ミドルフレーム１２は、第１部分７１、第２部分
７２、及び第３部分７３を有する。第１部分７１は、第１突起４１とバックベゼル１７の
第１縁部１７ａとの間に位置する。第２部分７２は、第２突起４２とバックベゼル１７の
第１縁部１７ａとの間に位置する。第３部分７３は、第３突起４３とバックベゼル１７の
第１縁部１７ａとの間に位置する。
【００４４】
　なお、これらの「第１」乃至「第３」の名称は、必要に応じて適宜付け直してよい。例
えば別の観点では、第２壁２２は、第２部分７３と、第３部分７２とを有する。第２部分
７３は、第３突起４３とバックベゼル１７の第１縁部１７ａとの間に位置する。第３部分
７２は、第２突起４２とバックベゼル１７の第１縁部１７ａとの間に位置する。
【００４５】
　図４及び図６に示すように、第１部分７１及び第２部分７２には、第１補強部材６１は
設けられていない。第１部分７１及び第２部分７２は、合成樹脂製のフレーム本体６０が
露出され、鉛直方向に第１厚さｔ１を有する。一方で、第３部分７３には、第１補強部材
６１が設けられている。
【００４６】
　図２、図７、図１１に示すように、第１補強部材６１は、ミドルフレーム１２の第２壁
２２を挟み込む一対の挟持部７５，７６と、これら挟持部７５，７６の間を繋ぐ連結部７
７とを有する。第１補強部材６１は、ミドルフレーム１２の背後から第２壁２２を覆うよ
うに第２壁２２に嵌め込まれている。
【００４７】
　これにより、合成樹脂製のフレーム本体６０が第１補強部材６１により補強され、四角
い形状が維持されている。第１補強部材６１が設けられることで、第３部分７３は、第１
部分７１及び第２部分７２に比べて太くなっている。第３部分７３は、鉛直方向に第２厚
さｔ２を有する。第２厚さｔ２は、第１厚さｔ１よりも太い（厚い）。第１補強部材６１
は、フレーム本体６０の第２壁２２に取り付けられて、第３突起４３とバックベゼル１７
の第１縁部１７ａとの間に位置する。
【００４８】
　図９及び図１１に示すように、ミドルフレーム１２の第１壁２１は、第１乃至第３の突
起４１，４２，４３の先端部が其々挿入される複数の開口８１が設けられている。開口８
１は、第１壁２１を貫通し、支持面２１ａに開口している。第１乃至第３の突起４１，４
２，４３の先端部は、其々、開口８１の内側に挿入されている。なお、ミドルフレーム１
２の第１壁２１は、上記開口８１に代えて、第１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端
部が其々挿入される複数の窪み（凹部）を有してもよい。また、ミドルフレーム１２の第
１壁２１は、複数の開口８１又は窪みを有したものに限定されず、第１乃至第３の突起４
１，４２，４３のいずれか一つの先端部が挿入される開口又は窪みを少なくとも一つ有し
てもよい。
【００４９】
　図９及び図１１に示すように、第１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端部は、光学
シート部３６の前面よりも前方に突出している。すなわち、第１乃至第３の突起４１，４
２，４３の先端部は、光学シート部３６よりも、表示パネル１３に近い。
【００５０】
　一方で、第１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端部は、支持面２１ａに比べて、僅
かに後方に位置する。すなわち、第１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端部は、支持
面２１ａに比べて表示パネル１３から離れている。このため、第１乃至第３の突起４１，
４２，４３の先端部と表示パネル１３との間には、隙間が存在する。このため、第１乃至
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第３の突起４１，４２，４３は、表示パネル１３には接触しない。
【００５１】
　図１１に示すように、バックベゼル１７の後壁１８には、複数の座部８２が設けられて
いる。座部８２は、ミドルフレーム１２の補強部材６１が接する。これにより、ミドルフ
レーム１２の位置が定まる。図２に示すように、ミドルフレーム１２は、例えばバックベ
ゼル１７の背後から取り付けられた固定具８３（例えばねじ）によって、フロントベゼル
１６及びバックベゼル１７に固定される。
【００５２】
　このような構成によれば、電子機器の強度の向上を図ることができる。　
　近年の電子機器は、例えば薄型化や狭額縁化により、強度を確保することが容易でない
。例えば、ミドルフレームは、額縁寸法の制約により、必要十分な肉厚及び形状を確保す
ることが容易でない。ミドルフレームの強度が弱いと、例えば誤って電子機器を落下させ
てしまった場合に、ミドルフレーム自体の破損や、ミドルフレームの撓みによる表示パネ
ルの脱落や破損などの不具合が生じる可能性がある。
【００５３】
　そのため本実施形態に係る電子機器は、筐体１１内に設けられた第１乃至第３の突起４
１，４２，４３と、該第１乃至第３の突起４１，４２，４３に支持された光学シート３３
，３４，３５と、筐体１１に収容された部材（例えばミドルフレーム１２）とを有する。
第３突起４３は、第１突起４１と第２突起４２との間の領域に位置するとともに、第１突
起４１及び第２突起４２に比べて筐体１１の縁部１７ａから離れている。前記部材は、筐
体１１の縁部と第１突起４１との間に位置した第１部分（第１部分７１）と、筐体１１の
縁部と第３突起４３との間に位置した第２部分（第３部分７３）とを有する。
【００５４】
　すなわち本実施形態の構成では、３つの突起４１，４２，４３が水平方向に並んでいる
のではなく、真ん中に位置した第３突起４３が、両側に位置した第１及び第２突起４１，
４２に比べて、筐体１１の縁部から離れて設けられている。このため、筐体１１の縁部と
第３突起４３との間に形成された比較的大きな隙間を利用して補強構造を設けることで、
筐体１１の角部に比べて強度が弱くなりやすい筐体１１の中央部の強度を向上させること
ができる。これは、電子機器の強度向上に繋がる。
【００５５】
　本実施形態では、前記部材に取り付けられ、筐体１１の縁部と第３突起４３との間に位
置した補強部材６１を備える。すなわち、筐体１１の縁部と第３突起４３との間に形成さ
れた比較的大きな隙間を利用して補強部材６１を設けることで、筐体１１の中央部の強度
を向上させることができる。
【００５６】
　本実施形態では、前記部材は、表示パネル１３と光学シート部３６との間に位置して表
示パネル１３を支持した第１壁２１と、第１乃至第３突起４１，４２，４３と筐体１１の
縁部との間に挿入された第２壁２２とを有する。このような構成によれば、表示パネル１
３を支持する部材を利用して、筐体１１の強度向上を図ることができる。
【００５７】
　本実施形態では、ミドルフレーム１２の第３部分７３は、第１部分７１に比べて太い。
すなわち、筐体１１の縁部と第３突起４３との間に形成された比較的大きな隙間を利用す
ることで、ミドルフレーム１２の第１辺部１２ａの中央部分を太くすることができる。こ
れにより、角部に比べて強度が弱いミドルフレームの第１辺部１２ａの中央部分の強度向
上を図ることができる。
【００５８】
　本実施形態では、第３突起４３は、第１突起４１に比べて、鉛直方向の厚さが薄い。こ
のような構成によれば、筐体１１の縁部と第３突起４３との間の隙間ｇ３をさらに大きく
することができる。これにより、この比較的大きな隙間ｇ３を利用した補強構造を設ける
ことで、筐体１１の中央部の強度をさらに高めることができる。
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【００５９】
　本実施形態では、ミドルフレーム１２は、第３部分７３に金属製の補強部材６１が取り
付けられることで、第３部分７３が第１部分７１よりも太い。このような構成によれば、
ミドルフレームの第１辺部１２ａの中央部分をさらに強固に補強することができる。
【００６０】
　本実施形態では、ミドルフレーム１２は、第１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端
部が挿入される開口８１又は窪みが設けられている。このような構成によれば、第１乃至
第３突起４１，４２，４３を、光学シート部３６の前面を超えた位置まで、比較的大きく
突出させることができる。このような比較的大きく突出した第１乃至第３の突起４１，４
２，４３によれば、これら突起４１，４２，４３に掛けた光学シート部３６が、突起４１
，４２，４３から外れにくい。このため、電子機器の組立性を向上させることができる。
【００６１】
　本実施形態では、ミドルフレーム１２は、表示パネル１３を支持した支持面２１ａを含
む壁２１を有する。開口８１は、壁２１に設けられて支持面２１ａまで貫通している。第
１乃至第３の突起４１，４２，４３の先端部は、開口８１に挿入されるとともに、支持面
２１ａに比べて表示パネル１３から離れている。このような構成によれば、突起４１，４
２，４３が表示パネル１３に接触することが避けられるので、表示パネル１３に不具合が
生じにくい。これは、電子機器の信頼性の向上に寄与する。
【００６２】
　（第２実施形態）　
　次に、図１２及び図１３を参照して、第２実施形態に係る映像表示装置１について説明
する。なお、第１実施形態の構成と同一または類似の機能を有する構成は、同一の符号を
付してその説明を省略する。また、下記に説明する以外の構成は、第１実施形態と同じで
ある。
【００６３】
　図１２及び図１３に示すように、本実施形態では、バックベゼル１７の内面に、例えば
係止爪を有したリブ９１（保持部、立壁リブ）が設けられている。導光板３１は、光学シ
ート部３６に比べて厚く剛性がある。導光板３１の周囲は、上記リブ９１によって仮保持
される。
【００６４】
　バックベゼル１７の内面の下端部、及び／又は、バックベゼル１７の左右両端部の下端
部には、係合部９２（係止部、係止爪）が設けられている。図１３に示すように、係合部
９２の先端部は、光学シート部３６の前面に係る。これにより、光学シート部３６がバッ
クベゼル１７に仮保持される。これにより、バックベゼル１７を上下逆さまに引っくり返
しても、バックライトモジュール１４がバックベゼル１７から外れなくなる。
【００６５】
　このような構成によれば、上記第１実施形態と同様に、電子機器の強度の向上を図るこ
とができる。また本実施形態によれば、電子機器の製造性を高めることができる。すなわ
ち、例えばフロントベゼル１６をパレット上に置き、内部実装部品を積み重ねながら組み
立てた後、別で仮組みされた後筐体部分（バックライトモジュール１４が取り付けられた
バックベゼル１７）を更に積み重ねて組み立てて、ねじ固定することで、電子機器を組み
立てることが可能になる。すなわち、連続した組立作業で、フロントベゼル１６とバック
ベゼル１７の組み立てまで完了することができるので、電子機器の製造性を大きく高める
ことができる。
【００６６】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具現化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形
態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
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【００６７】
　例えば、筐体１１内に設けられる突起の数は、３つに限定されない。突起の数は、例え
ば４つ以上でもよい。また本実施形態では、フレーム本体６０に金属製の補強部材６１が
取り付けられることで、第３部分７３が第１部分７１及び第２部分７２に比べて太く形成
されているが、これに限定されない。ミドルフレーム１２は、例えば金属製の補強部材を
有さず、全体が合成樹脂製であるとともに、第３部分７３を肉厚に形成することで、第３
部分７３が第１部分７１及び第２部分７２に比べて太くてもよい。
【００６８】
　突起４１，４２，４３と筐体１１の縁部との間に挿入される「部材」は、ミドルフレー
ム１２に限られず、補強用の部材や、その他の機能を有した部材であってもよい。ミドル
フレーム１２の第３部分７３は、第１部分７１及び第２部分７２に比べて太くなくてもよ
い。この場合でも、第３突起４３と筐体１１の縁部との間の比較的大きな隙間を利用して
他の補強部材などを取り付けることで、電子機器の強度を高めることができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１…映像表示装置、２…装置本体、１１…筐体、１２…ミドルフレーム、１３…表示パ
ネル、１６…フロントベゼル、１７…バックベゼル、１７ａ…縁部、２１…第１壁、２１
ａ…支持面、２２…第２壁、３３，３４，３５…光学シート、４１…第１突起、４２…第
２突起、４３…第３突起、５１…第１開口、５２…第２開口、５３…第３開口、６０…フ
レーム本体、６１，６２，６３…補強部材。

【図１】 【図２】
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