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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置の筺体に収容されるディスプレイモジュールの背面側と表示装置を筺体外部か
ら支持するための外部支持材との間に介在してディスプレイモジュールを支持するための
中間支持材を備える、ディスプレイモジュール支持構造において、
　上記中間支持材は、上記ディスプレイモジュールの背面側に固定される第１固定面と、
第１固定面に対して略平行な面であって上記外部支持材を固定するための固定部を所定位
置に形成する第２固定面と、第１固定面と第２固定面とを連結する面であって第１固定面
および第２固定面に対して略垂直な連結面とを有し、
　上記連結面は、第１固定面と連結する端部とは逆側の端部において、第１固定面からの
高さが異なる各部位を有し、上記第２固定面は、連結面の端部における第１固定面からの
高さが最も高い部位と連結し、
　上記ディスプレイモジュールの背面側に搭載される回路基板よりも外側の左右位置に、
上記中間支持材をそれぞれ固定したことを特徴とするディスプレイモジュール支持構造。
【請求項２】
　上記各中間支持材は、第１固定面の端部であって上記背面側に固定されたときに上記回
路基板よりも遠い側となる端部から連結面が起立し、連結面の第１固定面と連結する端部
とは逆側の端部から第２固定面が連結面を挟んで第１固定面とは逆側に突出する形状であ
ることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイモジュール支持構造。
【請求項３】
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　上記連結面は、面内の所定範囲に面状の凹部を形成していることを特徴とする請求項１
または請求項２のいずれかに記載のディスプレイモジュール支持構造。
【請求項４】
　上記第１固定面と第２固定面との少なくとも一方は、連結面と連結する端部とは逆側の
端部の全部または一部を折り曲げた形状であることを特徴とする請求項１～請求項３のい
ずれかに記載のディスプレイモジュール支持構造。
【請求項５】
　上記第２固定面は固定部によって、表示装置を壁掛け状態で支持可能な外部支持材を固
定することを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載のディスプレイモジュール
支持構造。
【請求項６】
　液晶テレビジョンの筺体に収容される液晶モジュールの背面側と液晶テレビジョンを筺
体外部から支持するための外部支持材との間に介在して液晶モジュールを支持する中間支
持材を備える液晶テレビジョンにおいて、
　上記中間支持材は、全体が板金からなり、かつ、
　　上記液晶モジュールの背面側に固定される長板状の面であって、段違いの複数の面か
らなる第１固定面と、
　　上記第１固定面の長手方向に沿う両端部のうち一方の端部の略全範囲から第１固定面
に対して略垂直に起立する長板状の面であって、面内の所定範囲に面状の凹部を形成し、
かつ第１固定面と連結する端部とは逆側の端部において第１固定面からの高さが異なる各
部位を有する連結面と、
　　上記連結面の端部における第１固定面からの高さが最も高い部位の略全範囲から、連
結面を挟んで第１固定面とは逆側にかつ第１固定面と略平行に突出する長板状の面であっ
て、上記外部支持材を固定するためのネジ孔を所定位置に形成する第２固定面とを有し、
　２つの上記中間支持材を、上記液晶モジュールの背面の略中央領域に搭載される回路基
板であって液晶テレビジョンの駆動を実現するための電子部品を実装した回路基板よりも
外側の左右位置において、長手方向が液晶モジュールの背面の上下方向を向き、かつ、各
第２固定面が回路基板の外側に突出する状態で固定し、
　上記第１固定面および第２固定面は、連結面と連結する端部とは逆側の端部の一部を略
直角に折り曲げた形状であり、
　上記第２固定面は、液晶テレビジョンを壁掛け状態で支持可能な外部支持材を上記ネジ
孔を介したネジ止めによって固定することを特徴とする液晶テレビジョン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイモジュール支持構造および当該構造を採用する電子機器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　図６は、従来のディスプレイモジュール支持構造を採用した液晶モジュール（ディスプ
レイモジュール）１を、背面側から簡易的に示している。
　図７は、液晶モジュール１を含む装置（液晶テレビジョン９）全体を壁２から支持した
状態を液晶モジュール１の左側面側から簡易的に示している。
　液晶モジュール１の背面３には、中間支持材としてのブラケット４が２本固定される。
各ブラケット４は、背面３に搭載された回路基板８上を上下方向に跨ぐ状態で、かつ背面
３の中心（図６の一点鎖線）を挟んで左右対称の位置にそれぞれ配設される。ここで言う
上下左右は、液晶モジュール１に前面側から正対したときの上下左右を基準とする。回路
基板８は、液晶モジュール１の稼動を実現するための各種回路や電子部品を実装した基板
である。
【０００３】
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　ブラケット４は板金素材からなる略アーチ状の部材であり、概略、背面３における上側
の領域に接続する上側橋脚部４ａと、背面３における下側の領域に接続する下側橋脚部４
ｂと、上側橋脚部４ａと下側橋脚部４ｂとを連結する橋梁部４ｃとからなる。上側橋脚部
４ａおよび下側橋脚部４ｂは、それらの末端（前側の端部）に、背面３に当接するための
当接面４ａ１，４ｂ１を形成している。ブラケット４は、各当接面４ａ１，４ｂ１がそれ
ぞれ背面３にネジ止めされることにより、背面３に固定される。橋梁部４ｃは、ブラケッ
ト４が背面３に固定されたときに背面３に対して平行となる。
【０００４】
　図６に示すように、橋梁部４ｃや、上側橋脚部４ａおよび下側橋脚部４ｂの先端（後側
の端部）の面には、ネジ孔４ｃ１が複数形成されている。ネジ孔４ｃ１は、液晶テレビジ
ョン９を壁２に対し固定するための壁掛け用支持具５（外部支持材）とブラケット４とを
固定する際に利用されるネジ孔である。つまり、背面３に左右のブラケット４を固定し、
左右のブラケット４の背後側に対して壁掛け用支持具５をネジ孔４ｃ１を利用したネジ止
めによって固定し、そして壁掛け用支持具５を壁２に固定することにより、液晶モジュー
ル１を含む液晶テレビジョン９を壁掛け状態で支持する。実際の装置においては、液晶モ
ジュール１の前面側にフロントキャビネット６が取り付けられ、かつ、ブラケット４を含
めて液晶モジュール１の背面側を覆うようにリアキャビネット７が取り付けられる（図７
の二点鎖線を参照）。リアキャビネット７の上記ネジ孔４ｃ１に対応する箇所には、ブラ
ケット４と壁掛け用支持具５とを固定するネジを挿通させるための貫通孔７ａが形成され
る。
【０００５】
　ディスプレイ装置のリヤカバーに固定されるフックユニットと壁に固定されるプレート
ユニットとから構成される壁掛け支持装置によって、ディスプレイ装置を壁掛け支持する
技術が知られている（特許文献１参照。）。
　また、ディスプレイ装置の足（回転台）を、そのサイズや形状に関係なく固定すること
が可能なディスプレイ装置固定装置が知られている（特許文献２参照。）。
【０００６】
　また、壁掛け用の取り付け金具、天吊り用の取り付け金具及びフロアスタンド用の取り
付け金具として共用可能なディスプレイ側ユニバーサルマウントユニットが知られている
（特許文献３参照。）。
　また、フロントキャビネットに取り付けた本体側ブラケットと、スタンドが有する支持
ブラケットとを用いて、スタンドにてＴＶ本体を支持する技術が知られている（特許文献
４参照。）。
【特許文献１】特開２００６‐３０３１０号公報
【特許文献２】特開２００１‐１３８９０号公報
【特許文献３】特開２０００‐２０６９０１号公報
【特許文献４】実用新案登録第３１１６０８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のような略アーチ状のブラケット４によって液晶モジュール１を支持する構造には
、以下の各課題があった。
　つまり、ブラケット４を回路基板８を跨ぐ状態で液晶モジュール１に固定するため、回
路基板８上を通過する橋梁部４ｃの存在により、回路基板８に実装する部品の高さに制限
が生じていた。具体的には、橋梁部４ｃ下に位置する所定の部品Ｃについては回路基板８
からの高さＨ１を、回路基板８を背面３に搭載したときの回路基板８から橋梁部４ｃまで
の高さＨ２よりも低くする必要があった。そのため、ときには所定の部品Ｃを回路基板８
上において寝かせて実装する等の必要性が生じ、多数の電子部品やパターン等が密集する
回路基板８の設計を困難なものにしていた。
【０００８】
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　また、背面３における回路基板８の配設位置は上側橋脚部４ａと下側橋脚部４ｂとによ
って挟まれた範囲内に限定されてしまうため、回路基板８の配設位置の自由度が低かった
。
　また、ブラケット４を固定する前に回路基板８を液晶モジュール１に固定する必要があ
り、また、ブラケット４を一度固定した後は、回路基板８を液晶モジュール１から取り外
そうとする場合ブラケット４を先に取り外す必要があり、作業性が非常に悪かった。
【０００９】
　また、ブラケット４の成形時においては、上側橋脚部４ａと下側橋脚部４ｂとの間に回
路基板８を配設可能な分の空間を確保する必要があるため、上側橋脚部４ａと下側橋脚部
４ｂとの間の板金を橋梁部４ｃの部分を残して切り取ることとなる。当該切り取られた部
分はブラケット４として使用されることなく廃棄されるため、不経済かつ資源の無駄であ
った。
　また、上側橋脚部４ａと下側橋脚部４ｂとの間が橋梁部４ｃを残して大きく切り取られ
る分、ブラケット４全体としての強度が不足しがちであった。
　また、回路基板８よりも背後に橋梁部４ｃが位置するため、橋梁部４ｃ自体の厚みＤの
分、液晶モジュール１を含む装置全体の厚みが増してしまい、当該装置の薄型化の妨げの
一因となっていた。
【００１０】
　また、上記文献１～３は、ディスプレイ装置の筺体外部に取り付けられてディスプレイ
装置を外部から支持するための手段を開示するものであり、上述した略アーチ状のブラケ
ットを用いてディスプレイ装置の筺体内部においてディスプレイモジュールを支持する際
に生じる上記各課題を解決するものではなかった。同様に文献４も、略アーチ状のブラケ
ットを用いてディスプレイ装置の筺体内部においてディスプレイモジュールを支持する際
に生じる上記各課題を解決するものではなかった。
【００１１】
　本発明は上記課題にかんがみてなされたもので、回路基板に実装される部品に従来要求
されていた高さの制限を解消し、回路基板の配設位置の自由度を高め、回路基板の取り付
けおよび取り外し作業の効率を高め、素材の無駄を減じて製造コストを抑え、支持強度を
向上させ、また、製品の薄型化に貢献することの可能な、ディスプレイモジュール支持構
造および当該構造を採用した液晶テレビジョン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】
【００１２】
　上記目的を達成するため、本発明のディスプレイモジュール支持構造は、表示装置の筺
体に収容されるディスプレイモジュールの背面側と表示装置を筺体外部から支持するため
の外部支持材との間に介在してディスプレイモジュールを支持するための中間支持材を備
える。上記中間支持材は、ディスプレイモジュールの背面側に固定される第１固定面と、
第１固定面に対して略平行な面であって上記外部支持材を固定するための固定部を所定位
置に形成する第２固定面と、第１固定面と第２固定面とを連結する面であって第１固定面
および第２固定面に対して略垂直な連結面とを有する。そして、ディスプレイモジュール
支持構造は、ディスプレイモジュールの背面側に搭載される回路基板よりも外側の左右位
置に、上記中間支持材をそれぞれ固定する。
【００１３】
　本発明によれば、中間支持材はディスプレイモジュールの背面側において回路基板より
外側の左右位置に取り付けられるため、従来のように、回路基板に実装される部品の基板
からの高さが回路基板上を跨ぐブラケットによって制限されることが無い。また、同背面
側における回路基板の配設位置の自由度も従来よりも向上し、特に、同背面における上下
方向の配設位置の自由度が上がる。また、ディスプレイモジュールに対する回路基板の取
り付けおよび取り外し作業を、中間支持材に干渉されることなく自由に何度でも行うこと
ができる。また本発明の中間支持材は、従来のような上側橋脚部と下側橋脚部との間を橋
梁部を残して切り取った形状とする必要が無いため、素材が無駄にならず、かつ支持強度
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も向上する。また、第１固定面から第２固定面までの高さは、同背面から回路基板上の部
品までの高さに対応していればよいため、従来のブラケットのように、橋梁部の存在によ
ってディスプレイモジュールを含む装置の厚みを増加させてしまうといったことも無い。
【００１４】
　各中間支持材は、第１固定面の端部であって上記背面側に固定されたときに上記回路基
板よりも遠い側となる端部から連結面が起立し、連結面の第１固定面と連結する端部とは
逆側の端部から第２固定面が連結面を挟んで第１固定面とは逆側に突出する形状であると
してもよい。つまり、左右の中間支持材における各第２固定面は、それぞれ回路基板の外
側に向かって突出した状態であるため、第２固定面と回路基板とが干渉し合うことが一切
無くなる。そのため、回路基板の取り付けおよび取り外し作業を非常にスムーズに行うこ
とが可能となる。
【００１５】
　上記連結面は、第１固定面と連結する端部とは逆側の端部において、第１固定面からの
高さが異なる各部位を有し、上記第２固定面は、連結面の端部における第１固定面からの
高さが最も高い部位と連結する構成としてもよい。つまり、連結面の第１固定面と連結す
る端部とは逆側の端部上に段差を形成する。かかる構成とすれば、例えば、ディスプレイ
モジュールの背面側であって左右の中間支持材によって挟まれた領域外の位置に配設され
た部品と、上記回路基板とをつなぐケーブル類について、上記段差部分を通過させること
ができる。その結果、当該ケーブル類を第２固定面よりもディスプレイモジュールに近い
側に収めることが可能となる。
【００１６】
　上記連結面は、面内の所定範囲に面状の凹部を形成しているとしてもよい。当該面状の
凹部を形成すれば、連結面を単純な平面とするよりも中間支持材の強度が向上する。
　上記第１固定面と第２固定面との少なくとも一方は、連結面と連結する端部とは逆側の
端部の全部または一部を折り曲げた形状であるとしてもよい。このような端部を折り曲げ
ることにより、中間支持材の強度が向上する。
　なお、上記第２固定面は固定部によって、表示装置を壁掛け状態で支持可能な外部支持
材を固定するとしてもよい。かかる構成とすれば、従来よりも強固にかつ製品にかかる素
材を無駄にすることなく、表示装置を壁掛け状態で支持することが可能となる。
【００１７】
　これまではディスプレイモジュール支持構造という視点で本発明にかかる技術的思想を
説明したが、当該構造を採用したテレビジョンなどの電子機器も一つの発明として把握す
ることができる。そこで、上述したディスプレイモジュール支持構造の全ての特徴を含み
さらに具体的な発明として、液晶テレビジョンの筺体に収容される液晶モジュールの背面
側と液晶テレビジョンを筺体外部から支持するための外部支持材との間に介在して液晶モ
ジュールを支持する中間支持材を備える液晶テレビジョンにおいて、
　上記中間支持材は、全体が板金からなり、かつ、上記液晶モジュールの背面側に固定さ
れる長板状の面であって、段違いの複数の面からなる第１固定面と、上記第１固定面の長
手方向に沿う両端部のうち一方の端部の略全範囲から第１固定面に対して略垂直に起立す
る長板状の面であって、面内の所定範囲に面状の凹部を形成し、かつ第１固定面と連結す
る端部とは逆側の端部において第１固定面からの高さが異なる各部位を有する連結面と、
上記連結面の端部における第１固定面からの高さが最も高い部位の略全範囲から、連結面
を挟んで第１固定面とは逆側にかつ第１固定面と略平行に突出する長板状の面であって、
上記外部支持材を固定するためのネジ孔を所定位置に形成する第２固定面とを有し、２つ
の上記中間支持材を、上記液晶モジュールの背面の略中央領域に搭載される回路基板であ
って液晶テレビジョンの駆動を実現するための電子部品を実装した回路基板よりも外側の
左右位置において、長手方向が液晶モジュールの背面の上下方向を向き、かつ、各第２固
定面が回路基板の外側に突出する状態で固定し、上記第１固定面および第２固定面は、連
結面と連結する端部とは逆側の端部の一部を略直角に折り曲げた形状であり、上記第２固
定面は、液晶テレビジョンを壁掛け状態で支持可能な外部支持材を上記ネジ孔を介したネ
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ジ止めによって固定する構成を把握することができる。
【００１８】
　このような、より具体的な構成においても、上述したディスプレイモジュール支持構造
と同様の作用および効果を発揮する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下では、本発明の一実施形態を図面を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態にかかるディスプレイモジュール支持構造を採用したテレビジョン
（以下、ＴＶと略す。）１０の内部を、背面側から簡易的に示している。ＴＶ１０は、表
示装置の一例である。同図においては、ＴＶ１０の筺体の一部としてのフロントキャビネ
ット２０の内部を示している。フロントキャビネット２０内には、ディスプレイモジュー
ル３０が収容される。言い換えると、ディスプレイモジュール３０の周囲にフロントキャ
ビネット２０が取り付けられる。フロントキャビネット２０の取り付けは、例えば、ディ
スプレイモジュール３０の上下左右の縁部を覆う枠状の部材（不図示）と、フロントキャ
ビネット２０とを複数箇所においてネジ止めすることにより実現する。
　本実施形態における上下左右は、ＴＶ１０に前面側から正対したときの上下左右を基準
とする。
【００２０】
　同図では、ディスプレイモジュール３０の背面３１を示している。本実施形態では、デ
ィスプレイモジュール３０は液晶モジュールである。従ってＴＶ１０は、液晶ＴＶである
とも言える。液晶モジュールは、概略、前面側の液晶パネルと液晶パネルの背面側のバッ
クライトモジュールとからなる。よって、背面３１はバックライトモジュールの背面とも
言える。同図ではディスプレイモジュール３０に隠れているが、フロントキャビネット２
０の前面には、ディスプレイモジュール３０の表示パネル（液晶パネル）を外部に露見さ
せるための開口が形成されていることは言うまでも無い。
【００２１】
　背面３１の略中央領域には、ＴＶ１０の駆動を実現するための電子部品を実装した回路
基板が配設されている。例えば、回路基板５１は、ＴＶ１０の電源回路やチューナ回路を
実装した基板であり、回路基板５２はＴＶ１０による映像・音声出力を実現するために必
要な各種デジタル信号処理を行なう１チップＩＣ等を実装した基板である。また、回路基
板５１，５２の上方には、タイミングコントロール回路５３が配設されている。タイミン
グコントロール回路５３は、回路基板５２が生成した映像信号を入力するとともに当該映
像信号を所定のタイミングで液晶パネルに出力するタイミングコントローラを備える。
【００２２】
　本実施形態のディスプレイモジュール支持構造では、背面３１上であって回路基板５１
，５２よりも外側の左右位置に、中間支持材４１，４２を固定する。回路基板５１，５２
よりも左側に中間支持材４１を、回路基板５１，５２よりも右側に中間支持材４２を固定
する。中間支持材４１，４２は板金によって成形された部材であり、ディスプレイモジュ
ール３０の背面側とＴＶ１０を筺体外部から支持するための外部支持材との間に介在して
ディスプレイモジュール３０等を支持する。中間支持材４１，４２は、ＴＶ１０の上下方
向の中心線（図１の一点鎖線）を挟んで略左右対称の位置に、長手方向を上下に配向させ
た状態で取り付けられる。
【００２３】
　背面３１上であって、２本の中間支持材４１，４２に挟まれた領域よりも外側の位置に
は、インバータ５４，５５が配設されている。インバータ５４，５５は、回路基板５１，
５２側とケーブル９０で接続されており、回路基板５１，５２側からの制御に基づいて、
上記バックライトモジュールが内部に備えるバックライトに電源を供給し、バックライト
を点灯させる。
【００２４】
　中間支持材４１は、概略、背面３１に略接して固定される長板状の第１固定面４１ａと
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、第１固定面４１ａと略平行な面であって、壁掛け用支持具（外部支持材の一種）を固定
するための固定部４１ｂ１を所定位置に複数形成する長板状の第２固定面４１ｂと、第１
固定面４１ａと第２固定面４１ｂとを連結する面であって第１固定面４１ａおよび第２固
定面４１ｂに対して略垂直な長板状の連結面とを有する。
　中間支持材４２は、概略、背面３１に略接して固定される長板状の第１固定面４２ａと
、第１固定面４２ａと略平行な面であって、壁掛け用支持具を固定するための固定部４２
ｂ１を所定位置に複数形成する長板状の第２固定面４２ｂと、第１固定面４２ａと第２固
定面４２ｂとを連結する面であって第１固定面４２ａおよび第２固定面４２ｂに対して略
垂直な長板状の連結面とを有する。
【００２５】
　本実施形態においては、固定部４１ｂ１，４２ｂ１は、第２固定面４１ｂ，４２ｂをそ
れぞれ貫通するネジ孔である。また、第１固定面４１ａ，４２ａの所定位置にも、第１固
定面４１ａ，４２ａを背面３１に固定するための複数の固定部４１ａ４，４２ａ４が形成
されている。固定部４１ａ４，４２ａ４も、第１固定面４１ａ，４２ａを貫通するネジ孔
である。
　中間支持材４１と中間支持材４２は略左右対称の形状をしている。そのため以下では、
中間支持材４１を例に中間支持材の形状例を説明する。
【００２６】
　図２は、背面３１に固定された際の中間支持材４１を右側から簡易的に示している。　
　図３は、図２におけるＡ‐Ａ線による断面図を簡易的に示している。
　図４は、図２におけるＢ‐Ｂ線による断面図を簡易的に示している。
　連結面４１ｃの長手方向に沿う前後の端部のうち前側の端部の略全範囲からは、第１固
定面４１ａが連結している。第１固定面４１ａは全体的に、連結面４１ｃから右側に向か
って、つまり回路基板５１，５２に近づく方向に突出している。連結面４１ｃの長手方向
に沿う前後の端部のうち後側の端部からは、第２固定面４１ｂ等が連結している。第２固
定面４１ｂは全体的に、連結面４１ｃから左側に向かって、つまり回路基板５１，５２か
ら離れる方向に突出している。従って、中間支持材４１（４２）は断面が略Ｚ字状である
とも言える。
【００２７】
　連結面４１ｃは、第１固定面４１ａと連結する端部とは逆側の端部において、第１固定
面４１ａからの高さが異なる複数の部位（本実施形態では２つの部位）を有している。そ
して、このような高さが異なる２つの部位のうち、高い方の部位の略全範囲から上記第２
固定面４１ｂを連結しており、低い方の部位の略全範囲から面４１ｄを連結している。面
４１ｄは、第２固定面４１ｂと略平行な面であり、第２固定面４１ｂと同様に、回路基板
５１，５２から離れる方向に突出している。第２固定面４１ｂと面４１ｄとの間には、前
後方向において段差Ｄが生じている。なお、中間支持材４２の側においても、上記面４１
ｄに対応する面４２ｄが形成されている。
【００２８】
　第２固定面４１ｂおよび面４１ｄはそれぞれ、連結面４１ｃと連結する端部とは逆側の
端部すなわち第２固定面４１ｂの先端および面４１ｄの先端を、略直角に折り曲げること
により、先端折り曲げ部４１ｂ２，４１ｄ１を形成している。先端折り曲げ部４１ｂ２は
、第２固定面４１ｂの連結面４１ｃと連結する端部とは逆側の端部の全範囲に形成しても
よいし、一部範囲に形成してもよい。先端折り曲げ部４１ｄ１は、面４１ｄの連結面４１
ｃと連結する端部とは逆側の端部の全範囲に形成してもよいし、一部範囲に形成してもよ
い。このように先端を折り曲げることで、第２固定面４１ｂや面４１ｄの強度を向上させ
ることができ、その結果、中間支持材４１全体の強度を向上させることができる。
【００２９】
　連結面４１ｃには、面状の凹部４１ｃ１を形成してもよい。凹部４１ｃ１は、連結面４
１ｃ内の略中央領域を同面内の他の位置よりも左側に一段階凹ませることにより形成され
る。このような凹部４１ｃ１を形成することにより、単なる平面とするよりも連結面４１
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ｃの強度を向上させることができ、その結果、中間支持材４１全体の強度を向上させるこ
とができる。
【００３０】
　第１固定面４１ａも、その形状は一様な面である必要はなく、幾つかの変形を施しても
良い。具体的には、図３，４に示すように、第１固定面４１ａの途中の２箇所をそれぞれ
略直角に折ることにより、段違いの二つの面（連結面４１ｃから近い順に、面４１ａ１、
面４１ａ２とする。）を形成する。面４１ａ１，４１ａ２はそれぞれ上記固定部４１ａ４
を有する。また、第１固定面４１ａの連結面４１ｃと連結する端部とは逆側の端部すなわ
ち面４１ａ２の先端を、略直角に折り曲げることにより、先端折り曲げ部４１ａ３を形成
する。先端折り曲げ部４１ａ３は、第１固定面４１ａの連結面４１ｃと連結する端部とは
逆側の端部の全範囲に形成してもよいし、一部範囲に形成してもよい。このように、第１
固定面４１ａを段違いの複数の面によって構成したり、先端を折り曲げたりすることで、
第１固定面４１ａの強度を向上させることができ、その結果、中間支持材４１全体の強度
を向上させることができる。
【００３１】
　図５は、ＴＶ１０を壁掛け用支持具６０によって壁７０に固定した状態を、左側面側か
ら簡易的に示している。
　同図に示すように、ディスプレイモジュール３０の背面３１に固定された中間支持材４
１の第２固定面４１ｂに対し、所定の壁掛け用支持具６０を固定するとともに、壁掛け用
支持具６０の第２固定面４１ｂに固定された側とは逆側の所定の部位を、壁７０に対し固
定する。その結果、ＴＶ１０が壁掛け状態で支持される。背面３１への中間支持材４１の
固定は、第１固定面４１ａが有する上記固定部４１ａ４と背面３１側に形成されたネジ孔
（不図示）を介したネジ止めによって実現する。なお、背面３１側に、第１固定面４１ａ
の上記面４１ａ１，４１ａ２や先端折り曲げ部４１ａ３の形状に合わせた凹凸（不図示）
を形成しておけば、第１固定面４１ａを背面３１に対し安定して固定できる。
【００３２】
　中間支持材４１と壁掛け用支持具６０との固定は、第２固定面４１ｂが有する上記固定
部４１ｂ１と壁掛け用支持具６０側に形成されたネジ孔（不図示）を介したネジ止めによ
って実現する。壁７０に対する壁掛け用支持具６０の固定方法は特に限られず、公知の手
法により固定すればよい。なお、図５においては中間支持材４１に隠れているが、中間支
持材４２も背面３１に対し固定されており、当該中間支持材４２に対し壁掛け用支持具６
０が固定されていることは言うまでもない。
【００３３】
　図５では、ＴＶ１０の筐体としてのフロントキャビネット２０およびリアキャビネット
８０の位置を二点鎖線によって示している。フロントキャビネット２０は、ディスプレイ
モジュール３０を前側から覆う。リアキャビネット８０は、背面３１に固定された中間支
持材４１，４２の背後からＴＶ１０内部を覆ってフロントキャビネット２０の後端に取り
付けられる。リアキャビネット８０は、その内面８１の一部において第２固定面４１ｂ，
４２ｂに略当接する。従って、リアキャビネット８０は、第２固定面４１ｂ，４２ｂに略
当接する範囲における上記固定部４１ｂ１，４２ｂ１に対応する各位置に、第２固定面４
１ｂ，４２ｂと壁掛け用支持具６０とを固定するネジを挿通させるための貫通孔８２を形
成している。なお、壁掛け用支持具６０は、ＴＶ１０の背後と壁７０との間に介在してＴ
Ｖ１０を空中に支持可能なものでればよく、その形状等は特に限定されない。
【００３４】
　また本実施形態では、第２固定面４１ｂ（４２ｂ）と面４１ｄ（４２ｄ）との段差Ｄを
利用して、中間支持材４１，４２で挟まれた領域内の部品と当該領域外の部品とを接続す
るケーブル９０を通過させている。つまり、リアキャビネット８０の内面８１が第２固定
面４１ｂ，４２ｂに略当接する状態にあっても、面４１ｄ，４２ｄは内面８１から段差Ｄ
に略相当する距離だけ離れているため、かかる面４１ｄ，４２ｄと内面８１と隙間を利用
することにより、容易にケーブル９０の引き回しを実現できる。
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【００３５】
　このように本実施形態のディスプレイモジュール支持構造では、ディスプレイモジュー
ル３０の背面３１に搭載される回路基板５１，５２よりも外側の左右位置において、断面
が略Ｚ字状の中間支持材４１，４２を、長手方向を上下に配向させた状態で、それらの第
１固定面４１ａ，４２ａを固定することにより取り付け、かつ、中間支持材４１，４２の
第２固定面４１ｂ，４２ｂに対して外部支持材を固定するとしたため、以下のような各効
果を発揮する。
【００３６】
　つまり、回路基板５１，５２の上（背後側）を中間支持材４１，４２が跨ぐことが無い
ため、回路基板５１，５２とリアキャビネット８０の内面８１との間に、回路基板５１，
５２上に実装される各種電子部品の高さの障害となる物が無くなる。特に、回路基板５１
，５２には、電源回路のトランスや、各種ヒートシンクや、各種シールドボックス等、あ
る程度背の高さを要する部品が実装されるため、従来のようにこれらの部品を基板上で寝
かせて配置したり、わざわざ背の低い部品を選んで回路を設計する必要がなくなり、回路
基板５１，５２の設計が容易となる。
【００３７】
　また、中間支持材４１，４２は背面３１上において、回路基板５１，５２よりも外側に
固定されるため、背面３１上における回路基板５１，５２の配設位置の自由度も向上する
。特に、従来の中間支持材（ブラケット４）の上下橋脚部４ａ，４ｂによって完全に固定
されていた上下方向の配設位置の自由度が大きく向上する。
　また、背面３１に対する中間支持材４１，４２や回路基板５１，５２の、取り付けおよ
び取り外しの作業性が大きく向上する。つまり、中間支持材４１，４２と回路基板５１，
５２とは、互いに干渉し合わない位置に固定されるため、取り付けの順番も問われなくな
り、また、中間支持材４１，４２を取り付けた後で回路基板５１，５２を背面３１から取
り外す作業も極めて容易となる。
【００３８】
　また、中間支持材４１，４２は、従来のような上側橋脚部４ａと下側橋脚部４ｂとの間
を橋梁部４ｃを残して切り取った略アーチ状ではないため、中間支持材４１，４２の形成
に用いられる板金が無駄にならず、その分、ＴＶ１０の製造コストを抑えることが可能と
なる。加えて、中間支持材４１，４２は、上記略アーチ状ではないため、従来の中間支持
材と比較して強度も向上したものとなる。
【００３９】
　また、中間支持材４１，４２の形状は、ＴＶ１０の薄型化にも貢献する。つまり、第１
固定面４１ａ，４２ａから第２固定面４１ｂ，４２ｂまでの高さは、同背面３１から回路
基板５１，５２上の部品の頂上部までの高さに対応していればよい。言い換えれば、回路
基板５１，５２上の部品の頂上部とリアキャビネット８０の背面８１との間に、従来の中
間支持材における橋梁部４ｃのようなものが存在しなくなるため、かかる橋梁部４ｃが無
い分、ＴＶ１０の前後方向の幅を薄くすることが可能となる。
　また、左右の中間支持材４１，４２を回路基板５１，５２よりも外側に配設したため、
従来よりも左右の中間支持材の間隔が広くなった。そのため、ＴＶ１０を壁掛け状態で支
持する際の支持強度が、左右の中間支持材の間隔が狭かった従来と比較して向上した。
【００４０】
　なお本実施形態のディスプレイモジュール支持構造は、液晶モジュール以外にも、例え
ばＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）等の各種パネル型表示装置に適用可能である。
さらにＴＶ１０は、壁掛け用支持具６０によって壁掛け状に支持されるだけでなく、これ
に加え、スタンド部材１００（図１参照）によって床上から支持されるとしてもよい。こ
の場合、スタンド部材１００の土台部１００ｃから上方に起立する左の脚部１００ａを中
間支持材４１の下端部４１ｅに固定し、かつ、土台部１００ｃから上方に起立する右の脚
部１００ｂを中間支持材４２の下端部４２ｅに固定する。脚部１００ａ，１００ｂは、各
中間支持材４１，４２の第１固定面、連結面、第２固定面のいずれか一つの面あるいは２
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つ以上の面とネジ止め等によって固定される。この意味で、スタンド部材１００も外部支
持材の一種と言える。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施形態にかかるＴＶ内部の背面図。
【図２】中間支持材の側面図。
【図３】中間支持材の断面図。
【図４】中間支持材の断面図。
【図５】ＴＶを壁掛け状態としたときの側面図。
【図６】従来のディスプレイモジュールと中間支持材との関係等を示した背面図。
【図７】従来のディスプレイモジュールと中間支持材との関係等を示した側面図。
【符号の説明】
【００４２】
１０…ＴＶ
２０…フロントキャビネット
３０…ディスプレイモジュール
３１…背面
４１，４２…中間支持材
４１ａ，４２ａ…第１固定面
４１ｂ，４２ｂ…第２固定面
４１ａ１，４１ａ２，４１ｄ，４２ｄ…面
４１ａ４，４１ｂ１，４２ａ４，４２ｂ１…固定部
４１ａ３，４１ｂ２，４１ｄ１…先端折り曲げ部
４１ｃ…連結面
４１ｃ１…凹部
５１，５２…回路基板
６０…壁掛け用支持具
８０…リアキャビネット
９０…ケーブル
１００…スタンド部
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