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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁に取り付けられた固定具に固定可能な画像表示装置であって、
　画像表示パネルと、
　該画像表示パネルを収容する筐体と、
　前記筐体の背面壁と画像表示パネルの背部との間に設けられ、貫通孔が設けられた隆起
部を有し画像表示パネルの背面に沿う第１平坦部と、固定具に画像表示装置を固定するた
めのボルトをねじ込むための雌ネジ部を有し筐体の背面壁に沿う第２平坦部と、第１平坦
部と第２平坦部に対して略垂直に第１平坦部と第２平坦部を互いに結合してなる第３平坦
部とを有する連結部材と、
　前記筐体の背面壁に設けられたネジ部材用貫通孔と連結部材の第１平坦部の隆起部の貫
通孔を貫通して前記画像表示パネルの背部に捻じ込まれるネジ部材と、
　前記筐体の背面壁に設けられ、前記ボルトを貫通させるためのボルト用貫通孔を備える
ことを特徴とする画像表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示パネルを具えた画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　この種の画像表示装置は、画像表示パネルを収容する筐体を具えており、該筐体の背面
を室内の壁に向けて床に設置され、或いは、室内の壁に取り付けて使用される（例えば特
許文献１参照）。特に、画像表示装置を室内の壁に取り付ける場合、画像表示装置は、室
内の壁の一定の位置に取り付けられた固定具に固定される。従来の画像表示装置において
は、筐体の背面壁に雌ネジ部が後方に向けて埋め込まれており、該雌ネジ部に、ボルト等
のネジ部材が固定具を貫通して捻じ込まれることにより、筐体が固定具に連結されて画像
表示装置が固定具に固定されていた。
【０００３】
　一方、画像表示パネルの背部には、上記ネジ部材とは別のネジ部材が筐体の背面壁を貫
通して捻じ込まれており、これにより、筐体内に画像表示パネルが固定されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２８６９８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の画像表示装置においては、画像表示パネルには、その背部を筐体
の背面壁に接触させてネジ部材が捻じ込まれていた。このため、同じ筐体を用いて、厚さ
寸法の小さな画像表示パネルを該筐体に収容した場合、画像表示パネルは、背面側へずれ
て配置されることとなる。又、該筐体には、厚さ寸法の大きな画像表示パネルを収容する
ことが出来なかった。従って、厚さ寸法の異なる画像表示パネル毎に、筐体の形状や寸法
を変更する必要があった。
【０００６】
　そこで本発明の目的は、厚さ寸法の異なる画像表示パネルにおいて筐体を共通化するこ
とが可能な画像表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る画像表示装置は、一定の位置に取り付けられた固定具に固定して設置する
ことが可能であって、画像表示パネルと、該画像表示パネルを収容する筐体とを具え、ネ
ジ部材が筐体の背面壁を貫通して画像表示パネルの背部に捻じ込まれることにより、筐体
内に画像表示パネルが固定される一方、筐体の前面壁には、画像表示パネルの画面を外部
から視認可能にする画像表示窓が設けられている。ここで、前記筐体の背面壁と画像表示
パネルの背部との間にはスペーサが介在し、前記ネジ部材は、前記筐体の背面壁とスペー
サとを貫通して前記画像表示パネルの背部に捻じ込まれている。
【０００８】
　上記画像表示装置においては、スペーサの厚さ寸法を調整することにより、画像表示パ
ネルの前後方向の位置を調整することが出来る。従って、筐体に収容する画像表示パネル
の厚さ寸法が異なる場合であっても、該厚さ寸法に応じてスペーサの厚さ寸法を調整する
ことにより、画像表示パネルを所定の位置に配置することが出来る。よって、上記画像表
示装置によれば、筐体を、厚さ寸法の異なる画像表示パネルにおいて共通化することが可
能である。
【０００９】
　上記画像表示装置の具体的構成において、画像表示装置は、前記固定具に連結されるべ
き連結部材を更に具え、該連結部材の少なくとも一部が筐体の背面壁と画像表示パネルの
背部との間に介在し、前記ネジ部材が、前記筐体の背面壁、連結部材、及びスペーサを貫
通して画像表示パネルの背部に捻じ込まれている。
【００１０】
　該具体的構成によれば、ネジ部材によって画像表示パネルが連結部材に連結されること
になる。従って、連結部材を固定具に連結した場合、画像表示パネルは、連結部材を介し
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て固定具に連結されることになる。よって、筐体が経年劣化してその強度が低下した場合
でも、画像表示パネルは固定具から脱落することがない。
　又、筐体の背面側からネジ部材を取り外すことにより、固定具への連結部材の連結を解
除することなく、画像表示パネルの筐体への固定を解除することが出来る。よって、上記
画像表示装置によれば、固定具への連結部材の連結を解除せずに画像表示パネルを筐体か
ら取り外すことが可能である。
【００１１】
　上記画像表示装置のより具体的な構成において、前記連結部材には、前記筐体の背面壁
側の表面に隆起部が形成されており、該隆起部により前記スペーサが構成されている。
【００１２】
　該具体的構成によれば、隆起部の高さ寸法を調整することにより、画像表示パネルの前
後方向の位置を調整することが出来る。
【００１３】
　上記画像表示装置の更に具体的な構成において、前記隆起部は、前記連結部材の一部を
屈曲変形させることによって形成されている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係る画像表示装置によれば、厚さ寸法の異なる画像表示パネルにおいて筐体を
共通化することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る画像表示装置を示す斜視図である。
【図２】図２は、背面側から見た該画像表示装置の分解斜視図である。
【図３】図３は、該画像表示装置の背面図である。
【図４】図４は、該画像表示装置の底面図である。
【図５】図５は、該画像表示装置の筐体を構成する第２筐体構成部材を内側から見た斜視
図である。
【図６】図６は、図５に示されるＤ領域の分解斜視図である。
【図７】図７は、図２に示されるＢ領域の分解斜視図である。
【図８】図８は、図２に示されるＡ領域の拡大図である。
【図９】図９は、上記画像表示装置が具える連結部材を示す斜視図である。
【図１０】図１０は、該連結部材を、その第１平坦部側から見た平面図である。
【図１１】図１１は、図３に示されるＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図１２】図１２は、図１１に示されるＥ領域の分解図である。
【図１３】図１３は、図１１に示されるＥ領域の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
　図１に示す様に、本発明の一実施形態に係る画像表示装置は、液晶表示パネル(１)と、
該液晶表示パネル(１)を収容する筐体(２)とを具え、該筐体(２)の前面壁(21)には、液晶
表示パネル(１)の画面(10)を外部から視認可能にする画像表示窓(20)が設けられている。
【００１７】
　図２に示す様に、筐体(２)は、筐体(２)の前面壁(21)を形成する第１筐体構成部材(2a)
と、筐体(２)の背面壁(22)を形成する第２筐体構成部材(2b)とを互いに接合して構成され
ており、画像表示窓(20)は、第１筐体構成部材(2a)に設けられている。又、筐体(２)の上
面壁、下面壁、左側面壁、及び右側面壁の殆ど部分が、第２筐体構成部材(2b)によって形
成されている。
【００１８】
　筐体(２)の上面壁、下面壁、左側面壁、及び右側面壁は、画像表示装置の前面領域が背
面領域より大きな面積を有する様に傾斜している。このため、図３に示す様に筐体(２)は
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、その高さ方向(91)に該筐体(２)の背面壁(22)の下端縁(22a)が該筐体(２)の前面壁(21)
の下端縁(21a)からずれた形状を有している。
【００１９】
　ここで図４に示す様に、筐体(２)の底面には、該筐体(２)の背面壁(22)の下端縁(22a)
から前方に向けて延びる左右一対の突起部(３)(３)が形成されており、各突起部(３)は、
図３に示す様に、筐体(２)の前面壁(21)の下端縁(21a)と対向する位置又はその近傍位置
まで突出している。
【００２０】
　図５に示す様に、筐体(２)には更に、リモートコントローラ（図示せず）からの制御信
号を受信するための受信センサ(41)、及び、筐体(２)の周囲の環境に応じて変化する情報
を取得する情報取得センサ(42)が取り付けられている。ここで、情報取得センサ(42)には
、筐体(２)又は液晶表示パネル(１)に入射する光量に応じて変化する光量情報を取得する
センサ、又は、筐体(２)の周囲の温度に応じて変化する温度情報を取得するセンサ等、様
々なセンサが含まれる。
【００２１】
　具体的には、筐体(２)を構成する第２筐体構成部材(2b)の内面に、図６に示す様に受信
センサ(41)及び情報取得センサ(42)の何れのセンサをも取り付けることが可能な取付け台
(４)が、図５に示す様に上下２箇所に設けられている。そして、上下２箇所に設けられて
いる取付け台(４)(４)から選択された上側の取付け台(４)に情報取得センサ(42)が取り付
けされ、上下２箇所に設けられている取付け台(４)(４)から選択された下側の取付け台(
４)に受信センサ(41)が取り付けられている。尚、図示していないが、各取付け台(４)へ
のセンサの取付けには、一対のネジ部材が用いられる。
　斯くして、これらの取付け台(４)(４)には、受信センサ(41)及び情報取得センサ(42)が
、これらの取付け位置を交換することが可能に取り付けられている。
【００２２】
　一方、第２筐体構成部材(2b)には、図６及び図７に示す様に、各取付け台(４)の近傍位
置に、第２筐体構成部材(2b)を内面から外面に貫通する３つのセンサ用貫通孔(23)～(23)
が設けられており、取付け台(４)に取り付けられたセンサは３つのセンサ用貫通孔(23)～
(23)に向けて配置されることになる。これにより、各センサは、３つのセンサ用貫通孔(2
3)～(23)を通じてセンシングを行うことが可能となっている。
【００２３】
　又、図７に示す様に、第２筐体構成部材(2b)の外面には、３つのセンサ用貫通孔(23)～
(23)を塞ぐシール部材(40)が貼着されている。よって、３つのセンサ用貫通孔(23)～(23)
からは水や塵が浸入し難く、その結果、取付け台(４)に取り付けられたセンサは水や塵か
ら保護されることになる。
【００２４】
　第１筐体構成部材(2a)及び第２筐体構成部材(2b)は、ＡＢＳ（Acrylonitrile　Butadie
ne　Styrene）樹脂やＰＣ（Polycarbonate）樹脂等、高い難燃性を有する樹脂から形成さ
れている。
【００２５】
　一方、図示していないが、第１筐体構成部材(2a)の外面には、該第１筐体構成部材(2a)
が有する耐候性と耐汚染性よりも高い耐候性と耐汚染性を有する被膜が形成されている。
ここで、該被膜は、耐候性と耐汚染性とを有する塗料を第１筐体構成部材(2a)の外面に塗
布することにより形成されたものである。尚、耐候性は、紫外線に対する耐性を意味し、
耐汚染性は、有機溶剤に対する耐性を意味する。又、該塗料には、カシュー社製のストロ
ンエースやアスコート等を用いることが出来る。
　同様に、第２筐体構成部材(2b)の外面には、該第２筐体構成部材(2b)が有する耐候性と
耐汚染性よりも高い耐候性と耐汚染性を有する被膜が形成されている。
【００２６】
　本実施形態の画像表示装置は、室内又は屋外に設けられている壁や柱等に設置すること
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が可能である。具体的には、画像表示装置は、壁や柱等の一定の位置に取り付けられた固
定具（図示せず）に固定されることにより、壁や柱等に設置されることになる。より具体
的な構成は、以下のとおりである。
【００２７】
　図２に示す様に、筐体(２)内には、固定具に連結されるべき左右一対の連結部材(５)(
５)が上下に一対ずつ配備されている。図８及び図１２に示す様に、各連結部材(５)は、
筐体(２)の背面壁(22)と液晶表示パネル(１)の背部との間に介在しており、連結部材(５)
には、該連結部材(５)をクランク状に屈曲させることにより、液晶表示パネル(１)の背面
(11)に沿う第１平坦部(51)と、筐体(２)の背面壁(22)に沿う第２平坦部(52)とが形成され
ている。又、第１平坦部(51)と第２平坦部(52)とは、両平坦部(51)(52)に対して略垂直に
拡がる第３平坦部(53)によって互いに結合されている。
【００２８】
　図９及び図１０に示す様に、第１平坦部(51)と第３平坦部(53)には、両平坦部(51)(53)
に対して略垂直に拡がる一対の第１補強部(54)(54)が結合されると共に、第２平坦部(52)
と第３平坦部(53)には、両平坦部(52)(53)に対して略垂直に拡がる一対の第２補強部(55)
(55)が結合されている。これにより、連結部材(５)の強度が高められている。
【００２９】
　図８及び図１２に示す様に、各連結部材(５)の第１平坦部(51)には、該第１平坦部(51)
の一部を屈曲させることによって隆起部(６)が形成されており、該隆起部(６)は、筐体(
２)の背面壁(22)側へ隆起している。隆起部(６)には、液晶表示パネル(１)を筐体(２)に
固定するためのネジ部材(７)が貫通すべき貫通孔(61)が開設されると共に、液晶表示パネ
ル(１)側の表面に、貫通孔(61)を包囲する円筒部(62)（図９及び図１０も参照）が突設さ
れている。
【００３０】
　ここで、円筒部(62)は、図１２に示す様に隆起部(６)の高さ寸法Ｔ１と略同一の高さ寸
法Ｔ２を有すると共に、図１３に示す様にネジ部材(７)が貫挿されたときに該ネジ部材(
７)と円筒部(62)の内周面との間に僅かな隙間が形成されることとなる内面形状を有して
いる。
【００３１】
　図８及び図１２に示す様に、連結部材(５)の第２平坦部(52)には、連結部材(５)を固定
具に連結するためのボルト（図示せず）が捻じ込まれるべき雌ネジ部(８)が、筐体(２)の
背面壁(22)側に向けて突設されている。
【００３２】
　一方、筐体(２)の背面壁(22)には、各連結部材(５)に対応して、画像表示装置の組立て
状態において連結部材(５)の第１平坦部(51)と対向することとなる領域に、筐体(２)の内
側に隆起した隆起部(81)が形成されると共に、画像表示装置の組立て状態において連結部
材(５)の第２平坦部(52)と対向することとなる領域に、雌ネジ部(８)が貫挿されるべき貫
通孔(80)が設けられている。ここで、隆起部(81)の先端部には、ネジ部材(７)が貫通すべ
き貫通孔(82)が開設されている。
【００３３】
　図１３に示す様に、画像表示装置の組立て状態においては、連結部材(５)の第１平坦部
(51)が液晶表示パネル(１)の背面(11)に当接し、連結部材(５)の第２平坦部(52)に突設さ
れている雌ネジ部(８)が、貫通孔(80)に貫挿されて筐体(２)の背面に露出する。
　又、連結部材(５)の第１平坦部(51)に形成されている隆起部(６)には、その背面側から
、筐体(２)の背面壁(22)に形成されている隆起部(81)が当接する。このとき、第１平坦部
(51)の隆起部(６)に設けられている貫通孔(61)と、筐体(２)の隆起部(81)に設けられてい
る貫通孔(82)とが対向する。
【００３４】
　そして、液晶表示パネル(１)の背部にはネジ孔(12)（図８及び図１２参照）が設けられ
ており、ネジ部材(７)が、両隆起部(６)(81)に設けられている貫通孔(61)(82)を貫通して
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ネジ孔(12)に捻じ込まれる。このとき、該貫通孔(61)(82)に貫挿されたネジ部材(７)は、
円筒部(62)を通過することになるので、該ネジ部材(７)が捻じ込まれるべきネジ孔(12)へ
スムーズに導かれることになる。これにより、液晶表示パネル(１)は、筐体(２)内に固定
されると共に、連結部材(５)に直接連結されることになる。
【００３５】
　ここで、上記画像表示装置においては、液晶表示パネル(１)の背面(11)に連結部材(５)
の第１平坦部(51)が当接し、更に該第１平坦部(51)（具体的には隆起部(６)）の背面に筐
体(２)の隆起部(81)が当接しているので、液晶表示パネル(１)の背部には、液晶表示パネ
ル(１)の背面(11)に近い位置からネジ部材(７)が捻じ込まれることになる。従って、液晶
表示パネル(１)と連結部材(５)との締結強度は高くなっている。
【００３６】
　上記画像表示装置を固定具に固定する場合、ボルトが固定具を貫通した状態（図示せず
）で雌ネジ部(８)に捻じ込まれることになる。これにより、連結部材(５)が固定具に連結
されることになる。ここで、雌ネジ部(８)は、貫通孔(80)に貫挿されて筐体(２)の背面に
露出している。従って、画像表示装置を固定具に固定する際に、雌ネジ部(８)は固定具に
近づくことになる。このため、固定具に近い位置にて雌ネジ部(８)にボルトが捻じ込まれ
ることになる。よって、ボルトによって連結された連結部材(５)と固定具との締結強度は
高くなる。
【００３７】
　この様に上記画像表示装置を固定具に固定することにより、液晶表示パネル(１)は、連
結部材(５)を介して固定具に連結されることになる。このため、筐体(２)が経年劣化して
その強度が低下した場合でも、液晶表示パネル(１)は固定具から脱落することがない。
【００３８】
　又、上記画像表示装置においては、液晶表示パネル(１)は、ボルトとは別のネジ部材(
７)によって連結部材(５)に連結されている。従って、筐体(２)の背面側からネジ部材(７
)を取り外すことにより、固定具への連結部材(５)の連結を解除することなく、液晶表示
パネル(１)の筐体(２)への固定を解除することが出来る。よって、筐体(２)の第１筐体構
成部材(2a)を第２筐体構成部材(2ｂ)から取り外した後、ネジ部材(７)を取り外すことに
より、固定具への連結部材(５)の連結を解除せずに液晶表示パネル(１)を筐体(２)から取
り外すことが可能である。
【００３９】
　更に、上記画像表示装置においては、連結部材(５)の第１平坦部(51)に形成されている
隆起部(６)は、筐体(２)の背面壁(22)と液晶表示パネル(１)の背部との間に介在するスペ
ーサとして機能する。即ち、第１平坦部(51)の隆起部(６)の高さ寸法Ｔ１（スペーサの厚
さ寸法）を調整することにより、液晶表示パネル(１)の前後方向の位置を調整することが
出来る。尚、第１平坦部(51)の隆起部(６)の高さ寸法Ｔ１を調整することにより、前後方
向についての第１平坦部(51)と第２平坦部(52)との間の距離、即ち第３平坦部(53)の長さ
Ｌ１（図１２参照）が変化することになる。
【００４０】
　従って、筐体(２)に収容する液晶表示パネル(１)の厚さ寸法が異なる場合であっても、
該厚さ寸法に応じて第１平坦部(51)の隆起部(６)の高さ寸法Ｔ１を調整することにより、
液晶表示パネル(１)を所定の位置に配置することが出来る。よって、上記画像表示装置に
よれば、筐体(２)を、厚さ寸法の異なる液晶表示パネル(１)において共通化することが可
能である。
【００４１】
　上述した様に、上記画像表示装置においては、筐体(２)の底面に形成されている各突起
部(３)が、筐体(２)の背面壁(22)の下端縁(22a)から前方に向けて延びると共に、筐体(２
)の前面壁(21)の下端縁(21a)と対向する位置又はその近傍位置まで突出している。このた
め、筐体(２)の前面壁(21)の下端縁(21a)と各突起部(３)の先端とが、Ｔ字状に配置され
ると共に、筐体(２)の高さ方向(91)に対して略垂直な同一平面上に揃うことになる。
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【００４２】
　従って、画像表示装置を水平面上に立てたとき、画像表示装置は、筐体(２)の前面壁(2
1)の下端縁(21a)と一対の突起部(３)(３)とによって水平面上に支持されることになる。
よって、画像表示装置を僅かな力で支えるだけで、画像表示装置を水平面上に立てておく
ことが可能である。
【００４３】
　この様な画像表示装置によれば、画像表示装置を水平面上に立てたままで画像表示装置
のメンテナンス作業や修理作業を行うことが可能である。よって、これらの作業に要する
時間や労力が削減されることになる。
【００４４】
　又、上記画像表示装置においては、第２筐体構成部材(2b)の内面の２箇所に設けられて
いる取付け台(４)(４)にはそれぞれ、受信センサ(41)及び情報取得センサ(42)が、これら
の取付け位置を交換することが可能に取り付けられている。従って、画像表示装置の設置
場所や使用態様等に応じて、受信センサ(41)及び情報取得センサ(42)の取付け位置を変更
することが出来る。例えば、上側の取付け台(４)に受信センサ(41)を取り付け、下側の取
付け台(４)に情報取得センサ(42)を取り付けることや、上下両方の取付け台(４)(４)に受
信センサ(41)或いは情報取得センサ(42)を取り付けることが可能である。
【００４５】
　更に、上記画像表示装置においては、高い難燃性を有する樹脂から形成された第１筐体
構成部材(2a)と第２筐体構成部材(2b)とから筐体(２)が構成されている。ここで、高い難
燃性を有する樹脂は着火又は延焼が生じ難い。従って、筐体(２)には、着火又は延焼が生
じ難い。
【００４６】
　一方、高い難燃性を有する樹脂は、耐候性及び耐汚染性が低下し易い。しかしながら、
上記画像表示装置においては、第１筐体構成部材(2a)と第２筐体構成部材(2b)の外面、即
ち筐体(２)の外周面が、筐体(２)が有する耐候性と耐汚染性よりも高い耐候性と耐汚染性
を有する被膜によって覆われている。
【００４７】
　従って、上記画像表示装置が、紫外線に晒された場合や、有機溶剤が飛散する環境に晒
された場合であっても、筐体(２)は、上記被膜によって紫外線や有機溶剤から保護される
ことになる。よって、上記画像表示装置においては、筐体(２)が劣化し難い。
【００４８】
　尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲
内で種々の変形が可能である。例えば、連結部材(５)と固定具との連結には、ボルトに限
らず様々な締結手段を採用することが可能である。又、連結部材(５)と液晶表示パネル(
１)との連結には、ネジ部材(７)に限らず様々な締結手段を採用することが可能である。
更に、上記画像表示装置に設けられる連結部材(５)の個数は、４つに限られるものではな
い。
【００４９】
　上記画像表示装置においては、第１平坦部(51)の隆起部(６)は、該第１平坦部(51)の一
部を屈曲変形させることによって形成されていたが、本発明はこれに限られるものではな
い。例えば、隆起部(６)を構成する別の部材を第１平坦部(51)に設け、該部材をスペーサ
として用いてもよい。この場合、ネジ部材(７)は、筐体(２)の背面壁(22)、連結部材(５)
、及びスペーサを貫通して液晶表示パネル(１)の背部に捻じ込まれることになる。
【００５０】
　上記画像表示装置においては、筐体(２)の内面の２箇所に取付け台(４)が設けられ、両
取付け台(４)にセンサが取り付けられていたが、何れか一方の取付け台(４)にのみ受信セ
ンサ(41)或いは情報取得センサ(42)を取り付けてもよい。又、取付け台(４)は、３箇所以
上の複数箇所に設けられていてもよい。この場合、筐体(２)の複数箇所に設けられた取付
け台(４)～(４)から選択された１又は複数の取付け台に、受信センサ(41)及び／又は情報
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【００５１】
　上記画像表示装置においては、筐体(２)の底面に形成された一対の突起部(３)(３)は、
筐体(２)の背面壁(22)の下端縁(22a)から前方に向けて延びていたが、本発明はこれに限
られるものではない。例えば、一対の突起部(３)(３)は、筐体(２)の背面壁(22)の下端縁
(22a)又はその近傍位置にのみ設けられていてもよい。この場合、筐体(２)の前面壁(21)
の下端縁(21a)と各突起部(３)の先端とは、筐体(２)の厚さ寸法と略同一の寸法だけ前後
方向に離間して配置されると共に、筐体(２)の高さ方向(91)に対して略垂直な同一平面上
に揃うことになる。従って、この構成においても、画像表示装置を水平面上に立てたとき
、画像表示装置は、筐体(２)の前面壁(21)の下端縁(21a)と一対の突起部(３)(３)とによ
って水平面上に支持されることになる。よって、画像表示装置を僅かな力で支えるだけで
、画像表示装置を水平面上に立てておくことが可能である。
【００５２】
　更に、上記画像表示装置に採用した各種構成は、液晶表示パネル(１)を具えた画像表示
装置に限らず、プラズマ表示パネルや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）表示パネル等、
種々の画像表示パネルを具えた画像表示装置に適用することが出来る。
【符号の説明】
【００５３】
　(１)　液晶表示パネル（画像表示パネル）
　(10)　画面
　(２)　筐体
　(20)　画像表示窓
　(21)　前面壁
　(21a) 下端縁
　(22)　背面壁
　(22a) 下端縁
　(３)　突起部
　(４)　取付け台
　(41)　受信センサ
　(42)　情報取得センサ
　(５)　連結部材
　(51)　第１平坦部
　(52)　第２平坦部
　(６)　隆起部
　(７)　ネジ部材
　(８)　雌ネジ部
　(80)　貫通孔
　(81)　隆起部
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