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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面を有する表示部と、該表示部を支持する支持体とを備える表示装置であって、
　前記支持体は、前記表示面の周辺部に接着される部分、及び、該接着される部分から前
記表示部の背面側に延びる側部、を各々が有する複数の前面側支持部材と、前記表示部の
背面側に配置される背面側支持部材と、を有し、
　前記複数の前面側支持部材の各々は、前記側部の、背面側の端部に至る途中の位置で、
前記背面側支持部材に結合されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記背面側支持部材は、平板状の部材である、請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記支持体を覆う前カバー及び後カバーを備える、請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記前カバーは、前記側部の背面側の端部にて、前記前面側支持部材と結合されている
、請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記前カバーは、背面側に延びる側面部を有し、前記前面側支持部材の前記側部が前記
側面部の内面に沿って当接されている、請求項３又は４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記後カバーは、前記背面側支持部材の背面側に配置され、前記前面側支持部材の前記
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側部の背面側の端部にて、前記前面側支持部材と結合されている、請求項３乃至５のいず
れか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記支持体は、前記表示部の前記表示面の各辺に対応して配置された４つの前記前面側
支持部材を有し、互いに隣り合う前記前面側支持部材が連結部材を介して結合されている
、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記表示部の表示面と対向する面を有する光透過性の前面板を備え、
　前記前カバーは、前記前面板の周辺部を、前記前面側支持部材との間で挟持している、
請求項３乃至７のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記前カバーの前記前面板の周辺部を挟持する部分には複数の突起が設けられている、
請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記前面板は前記表示面と対向する面上に導電層を有し、
　前記前面側支持部材は導電性を有する金属材料からなり、
　前記導電層と、前記前面側支持部材とが電気的に接続されている、請求項８又は９に記
載の表示装置。
【請求項１１】
　前記背面側支持部材の背面側に配置され、前記表示部を駆動する駆動回路を備え、
　前記表示部の外周部から引き出された配線が、前記前面側支持部材の前記側部の内側を
通って前記駆動回路に接続されている、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の表示装
置。
【請求項１２】
　前記駆動回路は、前記背面側支持部材の背面上に搭載されている、請求項１１に記載の
表示装置。
【請求項１３】
　前記背面側支持部材の背面には複数の補強用リブが設けられている、請求項１乃至１２
のいずれか１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば文字や画像等の情報を表示する表示部を備える表示装置に関し、特に表
示部を支持する支持構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばテレビ、コンピュータの端末機器のモニタ、広告表示器、標識等に、電子放出素子
、プラズマ放電、液晶、蛍光表示管等を利用した薄型平面型の表示装置が用いられている
。さらに近年、いわゆる画面サイズが４０インチ型以上の壁掛け型テレビが注目されてお
り、このようなテレビは薄型平面型の表示装置の特徴を生かすものである。
【０００３】
この種の表示装置は、基本構成として、文字や画像等の情報を表示する表示部と、この表
示部を制御する電気回路部を有する制御部と、これら表示部および制御部を支持する支持
体と、これら表示部、制御部および支持体を覆う外筐とを備えている。
【０００４】
例えばプラズマ放電を用いた従来の表示装置においては、表示部の支持構造として、表示
部の背面側を両面粘着テープを介して支持体に接着して固定する構成が知られている。こ
の構成は特許文献１に開示されている。
【０００５】
また特許文献２にも表示装置の支持構造が開示されている。
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【０００６】
【特許文献１】
特開平１１－２７２１８２号公報
【特許文献２】
特開２０００－３２１９８９号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本願にかかわる発明は、表示部の良好な支持を実現することを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本願にかかわる表示装置の発明は以下のように構成される。すなわち、表示面を有する
表示部と、該表示部を支持する支持体とを備える表示装置であって、前記支持体は、前記
表示面の周辺部に接着される部分、及び、該接着される部分から前記表示部の背面側に延
びる側部、を各々が有する複数の前面側支持部材と、前記表示部の背面側に配置される背
面側支持部材と、を有し、前記複数の前面側支持部材の各々は、前記側部の、背面側の端
部に至る途中の位置で、前記背面側支持部材に結合されていることを特徴とする表示装置
、である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下の実施形態では、本願にかかわる発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
特に、表示装置全体の軽量化を実現すると同時に高剛性化を図ることができる実施の形態
を説明する。
【００１５】
また特に、表示部の背面のみを両面粘着テープで支持体に固定する構成では実現すること
が困難である、支持体および表示装置全体の軽量化と高剛性化の両立を実現できる形態を
説明する。
【００１６】
また画面サイズが比較的大きな表示装置の薄型化と軽量化の両立、製造コストおよびリサ
イクル費用の低減を図ることができる実施の形態を説明する。
【００１７】
以下、本発明の具体的な実施形態である薄型平面型の表示装置を図面を参照して説明する
。
【００１８】
図１に、本実施形態の表示装置の一部を切り欠いた斜視図を示す。図２に、表示装置の縦
断面図を示し、図３に表示装置を背面側から外筐を取り外した状態の平面図を示し、図４
に要部を拡大した縦断面図を示す。
【００１９】
図１、図２および図３に示すように、表示装置１は、文字や画像等の各種情報を表示する
表示部５と、この表示部５を制御する制御部６と、この表示部５および制御部６を支持す
る支持体７と、表示部５、制御部６および支持体７を覆う外筐である前カバー１１および
後カバー１２とを備えている。
【００２０】
表示部５は、気密容器として内部が真空に維持された真空容器１３を有している。この真
空容器１３は、ガラス基板上にＲＧＢの蛍光体膜とメタルバック膜の高電圧領域が設けら
れて表示面を構成するフェースプレート１５と、ガラス基板上にＸ方向配線、Ｙ方向配線
および電子放出素子がそれぞれ形成されて表示面を構成するリアプレート１６と、これら
フェースプレート１５とリアプレート１６との間に設けられる略枠状のスペーサ１７とを
有している。
【００２１】
また、表示部５の表示面である前面に対向する位置には、前面板２０が設けられている。
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前面板２０は、光透過性を有する例えば透明なガラス材からなり、視認される表示特性を
向上させる光学フィルタの機能、内部の電気回路から発生する電磁波を抑制する機能、お
よび内部を塵埃や物体の衝突から保護するための機能を有している。この前面板２０は、
表示部５に対向する背面上に、抵抗値１０3Ω・ｃｍ程度の導電層を成膜した機能性フィ
ルム（図示せず）が貼付されることにより、電磁波の抑制機能が確保されている。なお本
実施形態では、前面板と、フェースプレートおよびリアプレートを含む気密容器とを別体
で準備し、後述するように気密容器の前面を構成するフェースプレートの前面の周辺部を
接着で支持体に固定し、前面板は狭持により保持する構成としたが、気密容器と前面板と
を結合させたものを表示部とし、該気密容器と前面板からなる表示部の前面となる前面板
の前面の周辺部を支持体に接着する構成としても良い。
【００２２】
前カバー１１は、剛性および導電性を有する例えばアルミニウム合金を用いた押し出し加
工後に所定の寸法に切断されることにより枠状に形成されている。この前カバー１１は、
表示部５や制御部６が有する各種電気回路部品を塵埃や湿度から保護する。また、前カバ
ー１１には、前面板２０が露出する開口部１４が設けられている。
【００２３】
また、前カバー１１の内周部には、開口部１４に隣接する位置に、前面板２０の周辺部を
支持体７との間で挟持するための支持部１１ａが一体に形成されている。この支持部１１
ａには、前面板２０に当接する背面上に、複数の突起が設けられており、これら突起によ
って前面板２０の周辺部が確実に挟持されて、位置ずれを生じることが防止されている。
【００２４】
また、前カバー１１の内周部には、支持部１１ａの近傍に位置して、支持体７に係合する
断面略Ｌ字状をなす係合爪１１ｂが、押し出し加工によって一体に突出して形成されてい
る。また、前カバー１１には、表示装置１の背面側の端部に、支持体７および後カバー１
２の周辺部を支持する支持部２６が一体に形成されている。
【００２５】
後カバー１２は、剛性を有する例えばアルミニウム合金等の金属材料を用いた金型加工に
よって形成されている。この後カバー１２は、表示装置１内部に塵埃や異物が侵入を防止
するとともに、例えばメンテナンスする際等に後述する固定ネジ２８により着脱が容易な
構造に形成されている。
【００２６】
表示装置１が備える支持体７は、真空容器１３の前面側を支持する額縁形状の前面側支持
体２１と、この前面側支持体２１に対向する位置に設けられて真空容器１３の背面側を支
持する背面側支持体２２とを有している。そして、支持体７には、前面側支持体２１と背
面側支持体２２との間に真空容器１３が収容される。
【００２７】
図２および図３に示すように、前面側支持体２１は、導電性を有する金属材料を用いた押
し出し加工後に所定の寸法に切断された枠状に形成されており、真空容器１３の周辺部の
前面側から側面側に亘って包囲するように配設されている。
【００２８】
この前面側支持体２１は、図３に示すように、４つの前面側支持体部材２１ａを有してお
り、これら各前面側支持体部材２１ａが４個の金属製の連結部材２１ｂを介してそれぞれ
連結されている。各前面側支持体部材２１ａの隣接する各端部は、各連結部材２１ｂに、
固定ネジ２１ｃによってそれぞれ固定されている。これらの固定ネジ２１cをはずすこと
により前面側支持体２１は表示部の各辺に対応した４つの前面側支持体部材２１ａに分割
することが可能である。
【００２９】
前面側支持体２１は、図２に示すように、真空容器１３の周辺部の前面側に対向する位置
に、真空容器１３の前面側が接着される部分である支持部２３を有している。この支持部
２３の背面は、表示部５に対向する面である。この面は表示部５を固定するための接着部
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材である両面貼着テープ１９が貼着される面であり、平坦面となっている。両面粘着テー
プ１９は、例えばアクリル系またはポリオレフィン系の発泡基材の両面に、アクリル系粘
着材が塗工されてなる。支持部２３の背面上には、表示部５の前面となるフェースプレー
ト１５の周辺部が、両面粘着テープ１９を介して接着されて固定される。この接着により
表示部５は支持体７を構成する前面側支持体２１に支持される。なおこの実施形態では表
示部の４辺の全てにおいて支持体との接着を行う構成としたが３辺以下１辺以上のいずれ
かの辺において接着を行う構成としても良い。また、各辺においては各辺の略全長に亘っ
て接着を行う構成としたが部分的な接着であっても良い。
【００３０】
また、この支持部２３の、前面板２０の周辺部に対向する面である前面上に、前面板２０
の破損を防止するとともに前面板２０を接地するための導電性緩衝部材２７が配設されて
いる。前面側支持体２１の支持部２３の前面にはこの導電性緩衝部材２７を位置決めして
受けるための受け部２３ａが形成されている。
【００３１】
この導電性緩衝部材２７は、導電性を有する金属製メッシュの内部に発泡性樹脂が充填さ
れてなる枠状に形成されており、前面板２０の周辺部に亘って設けられている。導電性緩
衝部材２７は、発泡製樹脂の弾性により前面板２０の周辺部の稜部が欠ける等の破損を防
止するものであり、また前面板２０に貼付された機能性フィルムの導電層と金属製の前面
側支持体２１とを電気的に接続して、前面板２０をアース電位にするための電気的経路に
もなっている。こうして前面板２０の周辺部は支持部２３と前カバー１１の支持部１１ａ
との間で、導電性緩衝部材２７を介して周辺挟持され、該狭持により前面板２０は固定さ
れている。
【００３２】
なお、前面板２０を狭持ではなく接着で固定しても良い。具体的には前カバー１１の支持
部１１ａの背面上に前面板２０を接着部材（両面粘着テープ、液体状の接着剤）を用いて
接着する構成を採用できる。また狭持による支持を接着力によって補助する構成としても
よい。ただし強固な接着を行った場合には前カバー１１と前面板２０との分解作業を行う
ときに剥離の工程が必要になるため、前面板２０の固定のためには接着材を使用しないこ
と、あるいはその使用をなるべく少なくすることが好ましい。
【００３３】
また、前面側支持体２１の内周部には、背面側支持体２２に形成された後述する当接片３
６に係合される係合部２４が一体に突出して形成されている。この係合部２４は、背面側
支持体２２の外周部に位置する当接片３６と当接している。
【００３４】
また、前面側支持体２１の支持部２３には、前カバー１１の係合爪１１ｂに対応する位置
に、この係合爪１１ｂに係合される断面略Ｌ字状をなす係合爪２３ｂが、押し出し加工に
よって一体に突出して形成されている。前面側支持体２１の支持部２３の係合爪２３ｂは
、前カバー１１の係合爪１１ｂに係合されている。
【００３５】
　また、前面側支持体２１は、表示部が接着される部分である支持部２３から前記表示部
のリアプレートよりも背面側に延びる部分を構成する側部を有しており、前記係合部２４
はこの側部の途中に設けられている。またこの側部の表示装置１の背面側の端部には、後
カバー１２の周辺部が取り付けられる取り付け部２５が一体に形成されている。この取り
付け部２５には、後カバー１２を固定ネジ２８によって固定するための複数の貫通穴（図
示せず）がそれぞれ設けられている。また同様に、前カバー１１の支持部２６には、取り
付け部２５の貫通穴に対応する位置に、固定ネジ２８が固定されるネジ穴（図示せず）が
それぞれ設けられている。前面側支持体２１の取り付け部２５は、前カバー１１の支持部
２６および後カバー１２の周辺部との間に挟み込まれている。前カバー１１の支持部２６
と前面側支持体２１の取り付け部２５と後カバー１２の周辺部とは固定ネジ２８によって
互いに固定されている。
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【００３６】
前面側支持体２１は、ネジ３１によって、背面側支持体２２に結合されて支持体７を構成
している。このネジ３１は、背面側支持体２２の当接片３６に貫通して設けられた貫通穴
（図示せず）に挿通されて、前面側支持体２１の係合部２４に設けられたネジ穴（図示せ
ず）に締め込まれている。このネジ３１による背面側支持体２２と前面側支持体２１との
固定は真空容器１３の周辺部に沿った複数箇所でなされている。
【００３７】
背面側支持体２２としては、この実施形態ではプレス加工によって形成した厚み２ｍｍ程
度のアルミニウム合金の平板状の部材を用いている。背面側支持体２２には、後カバー１
２に対向する面である背面上に、制御部６が有する各種電気回路部品が搭載される複数の
電気回路部品搭載部３４がそれぞれ形成されている。これら電気回路部品搭載部３４には
、各電気回路部品を固定ネジによって固定するためのネジ穴（図示せず）が設けられてい
る。また、背面側支持体２２の背面上には、所定の剛性を確保するための複数の補強用リ
ブ３５がそれぞれ設けられている。
【００３８】
また、背面側支持体２２の外周部には、前面側支持体２１の係合部２４に当接される複数
の当接片３６がそれぞれ突出されて形成されている。これら当接片３６は、背面側支持体
２２の外周部に沿って所定の間隔をあけて、制御部６が有する後述するフレキシブルケー
ブル５３に重ならない位置にそれぞれ形成されている。
【００３９】
前カバー１１と後カバー１２および前面側支持体２１は、図２に示すように、固定ネジ２
８によって結合されている。固定ネジ２８は、後カバー１２の貫通穴（図示せず）と前面
側支持体２１の取り付け部２５に設けられた貫通穴に挿通されて、前カバー１１の支持部
２６のネジ穴に締め込まれている。
【００４０】
表示装置１において、支持体７を内部支持体と見なせば、それぞれ剛性を有する前カバー
１１および後カバー１２が外部支持体を構成している。本実施形態の表示装置１では、支
持体７を構成する前面側支持体２１と、前カバー１１を固定ネジ２８によって結合すると
ともに、この結合を行う背面以外の面である表示装置１の側面部に対応する面に亘って突
き当てて密着している。このため、表示装置１は、直交する二面方向に内部支持体が変位
することが規制されるとともに、内部支持体の剛性と外部支持体の剛性とが互いに補い合
うことにより、表示装置１全体としての高剛性を実現している。
【００４１】
表示装置１が備える制御部６は、表示用の電気駆動信号（選択駆動をパルス幅変調で）を
発生するＹ方向ドライバ回路４６と、アナログ信号をデジタル信号に変換するとともに電
気回路システムを制御する信号処理回路４７と、各電気回路に供給する定圧直流電圧を発
生する電源ユニット（図示せず）と、外部から例えばＮＴＳＣ（National Television Sy
stem Committee）信号、ビデオ信号、ＶＧＡ（Video Graphics Array）信号等の各種信号
が入力されて不要な信号を遮断する機能を有する信号入力回路（図示せず）とを備えてい
る。これらの回路および電源ユニットが駆動回路として表示部の駆動を行う。
【００４２】
また、この制御部６は、信号処理回路４７から供給された信号をＹ方向ドライバ回路４６
に伝達するための配線５０と、信号処理回路４７からの表示用の電気駆動信号（走査信号
）をリアプレート１６のマトリクス配線に供給するためのＸ方向ドライバ回路（図示せず
）とを備えている。
【００４３】
Ｙ方向ドライバ回路４６は、フレキシブルケーブル５３を介して真空容器１３のリアプレ
ート１６に電気的に接続されている。このフレキシブルケーブル５３は、Ｙ方向ドライバ
回路４６に着脱可能なコネクタを介して電気的および機械的に接続され、一方のリアプレ
ート１６側では異方性導電テープ（図示せず）を介してリアプレート１６上に印刷された
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Ｙ方向配線の端部に設けられた電極部（接続端子）に電気的および機械的に接続されてい
る。
【００４４】
Ｘ方向ドライバ回路は、表示部５の左右に各１個ずつ配設されており、リアプレート１６
のマトリクス配線にフレキシブルケーブル（図示せず）を介して供給する。フレキシブル
ケーブルは、Ｘ方向ドライバ回路に対して着脱可能なコネクタを介して電気的および機械
的に接続され、一方のリアプレート１６側が異方性導電テープ（図示せず）を介してリア
プレート１６上に印刷されたＸ方向配線の端部に設けられた電極部に電気的および機械的
に接続されている。
【００４５】
図示しないが、フェースプレート１５のメタルバック膜と高圧電源回路とを電気的に接続
する高圧ケーブルは、高圧電源回路側が高圧用のコネクタを介して電気的および機械的に
接続されており、一方のフェースプレート１５側が、リアプレート１６に設けた貫通穴に
配置した高圧端子を介してメタルバック膜に電気的および機械的に接続されている（詳細
は、特開平０７－２３５２５５号公報と同様）。
【００４６】
以上のように構成された表示装置１について、真空容器１３の動作原理を説明する。
【００４７】
真空容器１３は、表示素子として電子放出素子を用いている。ここでは特に電子放出素子
として表面伝導型放出素子を用いている。また真空容器１３の内部には電子放出素子が放
出する電子による発光する蛍光体を設け、画像等の表示を可能としている。表示部５は、
電気回路により選択されたＸ方向配線とＹ方向配線との間に、十数〔Ｖ〕の電圧を印加す
ることによって、リアプレート１６の電子放出素子から電子を放出させる。そして、この
真空容器１３は、フェースプレート１５の真空空隙側のメタルバック膜に外部高圧電源か
ら供給された十数〔ｋＶ〕の（＋）電位によって、放出された電子が加速されて蛍光体膜
に衝突して発光を生じる。
【００４８】
次に、本実施形態の表示装置１について、支持体７に表示部５が支持された状態における
各部材間の各寸法を図面を参照して説明する。
【００４９】
まず、表示装置１の内部の各部材間の各寸法Ａ，Ｂ，Ｃ1，Ｄ1をそれぞれ説明する。
【００５０】
図４に示すように、表示装置１において、表示部５のフェースプレート１５の前面と前面
板２０の背面との間の距離を寸法Ａとする。本実施形態の表示装置１においては、前面板
２０に外力が負荷された際の前面板２０の撓みや破損を考慮して、寸法Ａが５ｍｍ程度に
設定されている。この寸法Ａは、大きくするほど、表示部５に対する安全性が高まるが、
表示装置１全体の厚みが増加してしまう。
【００５１】
また、背面側支持体２２の背面と後カバー１２の前面との間の距離を寸法Ｂとする。この
寸法Ｂは、電気回路部品を収納するために確保するスペースである。本実施形態の表示装
置１においては、各種電気回路部品の高さ（背面側支持体２２の厚み方向）を低く設計し
、また各種電気素子が発生する熱を放熱するための放熱空間の大きさも考慮して最適化を
図り、寸法Ｂが３３ｍｍ程度に設定されている。これら寸法Ａおよび寸法Ｂは、外筐の構
造や、後述する参考例において表示部５の支持構造として本実施形態とは異なる構成を採
用するときにも共通に必要な距離として設定する。
【００５２】
また、表示部５の厚み方向に平行な方向の前面側支持体２１の厚み（別々に形成した複数
の部材を結合して構成される支持体の厚みではなく、一体に形成してある部分の厚み）を
寸法Ｃ1とする。この寸法Ｃ1は、大きくなることに伴って表示装置１全体のねじり剛性が
向上し、一方、寸法Ｃ1が小さくなることに伴って表示装置１全体のねじり剛性が低下す
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る。すなわち、表示部５を様々な外力から保護するためには、表示装置１全体のねじり剛
性が大きい方が望ましいので、寸法Ｃ1が大きく確保されることが好ましい。
【００５３】
また、本実施形態の表示装置１の全体厚みを寸法Ｄ1とし、この寸法Ｄ1が６１ｍｍ程度に
設定されている。
【００５４】
このように、各寸法Ａ，Ｂ，Ｃ1，Ｄ1がそれぞれ設定された本実施形態の表示装置１の有
効性を確認するために、参考例の表示装置を図面を参照して簡単に説明する。なお、参考
例の表示装置において、上述した実施形態の表示装置１と同一部材には、便宜上、同一符
号を付して説明を省略する。図５は、第１の参考例の表示装置の要部を示す縦断面図であ
り、また図６は第２の参考例の表示装置の要部を示す縦断面図である。
【００５５】
図５に示すように、第１の参考例の表示装置１０１は、表示部５を支持する断面略Ｌ字状
の支持体１１１と、この支持体１１１に背面側支持体２２を固定するための固定ネジ１１
２とを備えている。また、この表示装置１０１は、前カバー１１の支持部１１ａとの間で
前面板２０の周辺部を挟持するための挟持部材１１３を備え、挟持部材１１３の一端部と
の間に前面板２０を挟持するとともに、挟持部材１１３の他端部が前カバー１１の係合爪
１１ｂに係合されて固定ネジ１１４によって固定されている。
【００５６】
この第１の参考例の表示装置１０１は、表示部５の背面側に配置された支持体１１１に、
表示部５のリアプレート１６が、両面粘着テープ１１９によって接着されて固定されてい
る。表示部５は、リアプレート１６の背面の周辺部に亘って両面粘着テープ１１９の一方
側が貼り付けられるとともに、両面粘着テープ１１９の他方側が支持体１１１に貼り付け
られることによって、支持体１１１に支持されている。
【００５７】
支持体１１１は、表示装置１０１の背面側の端部に支持部１１７を有しており、この支持
部１１７に前カバー１１の取り付け部２６および後カバー１２の周辺部が固定ネジ２８に
よって固定されている。また、支持体１１１および背面側支持体２２には、フレキシブル
ケーブル５３を背面側支持体２２の背面側に引き出すためにフレキシブルケーブル５３が
挿通される挿通口（図示せず）がそれぞれ設けられている。
【００５８】
挿通口は、開口幅をフレキシブルケーブル５３の幅より１ｍｍから２ｍｍ程度大きくする
必要があり、開口寸法が例えば５８ｍｍ×５ｍｍ程度に形成するとともに、矩形状をなす
表示部１の長辺側に１２箇所、短辺側に８箇所にそれぞれ設ける必要がある。
【００５９】
以上のように構成された第１の参考例の表示装置１０１は、表示部５のフェースプレート
１５の前面と前面板２０との間の距離、および背面側支持体２２の背面と後カバー１２の
前面との間の距離が、本実施形態の表示装置１の寸法Ａ，Ｂにそれぞれ等しい。しかしな
がら、この表示装置１０１は、表示部５の厚み方向に平行な方向の支持体１１１の厚み寸
法Ｃ2が寸法Ｃ1よりも小さくなり、更に支持体１１１に挿通口を設けることによって、支
持体１１１の強度が、本実施形態の表示装置１の前面側支持体２１の強度より著しく低下
し、表示装置１０１全体のねじり剛性が本願発明の実施形態に比べて低下してしまう。さ
らに、第１の参考例の表示装置１０１の全体厚みＤ2は、本実施形態の表示装置１の全体
厚みＤ1よりも厚くなってしまう。
【００６０】
また、図６に示すように、第２の参考例の表示装置１０２は、外筐をなす前カバー１２１
と、この前カバー１２１との間に前面板２０を挟持するための挟持部材１２２を備え、該
挟持部材１２２の一端部との間に前面板２０を挟持するるとともに、挟持部材１２２の他
端部が前カバー１２１の係合爪１２１ｂに係合されて固定ネジ１２４によって固定されて
いる。



(9) JP 4261888 B2 2009.4.30

10

20

30

40

50

【００６１】
この第２の参考例の表示装置１０２は、表示部５の背面側に配置された背面側シャーシ１
２３に、表示部５のリアプレート１６が、複数の両面粘着テープ１２９によって接着され
て固定されている。表示部５は、リアプレート１６の背面に対して両面粘着テープ１２９
の一方側が貼り付けられるとともに、両面粘着テープ１２９の他方側が背面側シャーシ１
２３に貼り付けられることによって、背面側シャーシ１２３に支持されている。
【００６２】
枠状に形成された前カバー１２１には、前面板２０が露出する開口部１２６が設けられて
いる。前カバー１２１には、開口部１２６に隣接する位置に、前面板２０を支持する支持
部１２１ａが一体に形成されている。また、前カバー１２１には、挟持部材１２２に係合
する断面略Ｌ字状をなす係合爪１２１ｂが一体に突出して形成されている。
【００６３】
また、前カバー１２１の内周部には、背面側シャーシ１２３を支持する支持部１２７が一
体に突出して形成されており、この支持部１２７に、背面側シャーシ１２３の周辺部が固
定ネジ１３０によって固定されている。
【００６４】
また、前カバー１２１には、表示装置１０２の背面側の端部に支持部１２８が一体に形成
されており、この支持部１２８に後カバー１２の周辺部が固定ネジ２８によって固定され
ている。
【００６５】
背面側シャーシ１２３は、表示部５を外力から保護するとともに表示装置１０２の軽量化
を図るために、断面形状が、複数の補強用リブ１３２が配置された中空構造をなしている
。また、背面側シャーシ１２３には、フレキシブルケーブル５３を背面側シャーシ１２３
の背面側に引き出すためにフレキシブルケーブル５３が挿通される挿通口（図示せず）が
設けられている。
【００６６】
以上のように構成された第２の参考例の表示装置１０２によれば、背面側シャーシ１２３
単体の強度が充分に確保されているが、前カバー１２１の支持部１２７に固定される背面
側シャーシ１２３の周辺部近傍にフレキシブルケーブル５３が引き出される挿通口が位置
しているため、表示装置１０２全体のねじり剛性が、本実施形態の表示装置１に比較して
低下してしまう。
【００６７】
また、この表示装置１０２は、表示部５のフェースプレート１５の前面と前面板２０との
間の距離、および背面側シャーシ１２３の背面と後カバー１２の前面との間の距離が、本
実施形態の表示装置１の寸法Ａ，Ｂにそれぞれ等しい。しかしながら、この表示装置１０
２は、背面側シャーシ１２３の厚みに伴って、表示装置１０２の全体厚みＤ3が、本実施
形態の表示装置１の全体厚みＤ1よりも厚くなってしまう。
【００６８】
また、第２の参考例の表示装置１０２は、背面側シャーシ１２３が電気回路部品を収納し
て支持するために、電気回路部品から両面粘着テープ１２９に熱が伝わって接着力を低下
させてしまう。したがって、第２の参考例の表示装置１０２は、両面粘着テープ１２９と
して、高温特性に優れた比較的高価な両面粘着テープを使用する、あるいは両面粘着テー
プの使用量を増やす必要が生じてしまう。
【００６９】
すなわち、ここで示した本願発明の実施の形態は、以下の効果を奏するものである。
１）表示装置は、表示部を支持する支持体の厚み方向の寸法を長く設計できるため剛性を
確保しやすく、支持体の板厚（肉厚）を薄くすることができる。それにより表示装置全体
を軽くすることができる。例えば壁掛け型のテレビとして適用された表示装置を壁に掛け
る場合、表示装置の重さに耐えられるようにするための、壁の補強等の対策が不要もしく
は少なくて済み、表示装置の商品価値が向上する。
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２）表示装置は、上述した参考例のように、表示部背面の支持体の剛性を確保しつつ重量
を軽減するために、押出し加工により中空構造や補強用リブを設ける構成で、支持体の板
厚を薄くする代りに支持体の全体厚みが増加して、表示部背面のスペースを大きくする必
要性が減少する。それにより表示装置全体を薄くすることができ、壁掛け型のテレビのス
マート感を向上させることができ、商品価値が向上する。
３）表示部を構成する真空容器を全面に亘って両面粘着テープで固定する必要がなくなり
、リサイクル等のために分解する際に、両面粘着テープの粘着材を剥離することが容易に
なり、リサイクル費用を減少することができる。また、表示装置は、高温特性が確保され
た比較的高価な両面粘着テープを使用する必要性が少なく、製品コストも抑制することが
できる。
【００７０】
なお、図５および図６に示した第１および第２の参考例の表示装置１０１，１０２のよう
に、表示部５の背面側を両面粘着テープ１１９，１２９によって固定する構成を、本実施
形態の構成に組み合わせて用いても良いが、装置全体の軽量化を図る観点から表示部５の
背面側を固定しない構成、あるいは必要に応じて最低限の箇所のみを補助的に固定する構
成にとどめることが望ましい。
【００７１】
最後に、本実施形態の表示装置１を分解する分解方法について簡単に説明する。
【００７２】
表示装置１の後カバー１２の周辺部に固定された複数の固定ネジ２８を取り外して、後カ
バー１２を分離し、更に前カバー１１を分離して前面板２０を外す。フレキシブルケーブ
ル５３等の各種ケーブルをコネクターから抜き取る。Ｙ方向ドライバ回路４６等の電気回
路部品を複数の固定ネジ（図示せず）を背面側支持体２２から取り外して、表示装置１内
部より取り去る。背面側支持体２２の周辺部の各ネジ３１を取り外して、前面側支持体２
１から背面側支持体２２を取り外す。
【００７３】
つぎに、各前面側支持体部材２１ａを連結部材２１ｂによって連結した状態に固定してい
る固定ネジ２１ｃを、各連結部材２１ｂから取り外して、前面側支持体２１の４箇所の各
コーナーから全ての連結部材２１ｂを分離する。
【００７４】
最後に、表示部５と各前面側支持体部材２１ａの分離を行う。任意の（４個のいずれかの
）前面側支持体部材２１ａの取り付け部２５付近を保持して、前面側支持体部材２１ａを
表示部５の前面側（図２中の矢印Ｓ方向である剥離方向）に回転させることにより、両面
粘着テープ１９の一端側から粘着材が円滑に剥離されて、表示部５を破損させることなく
前面側支持体部材２１ａを良好に取り外すことができる。このとき、各前面側支持体部材
２１ａは、表示装置１の他の構成部材に干渉することなく、Ｓ方向に円滑に回転される。
【００７５】
上述の動作と同様に、他の前面側支持体部材２１ａを表示部５からそれぞれ分離し、分解
作業を終了する。以上説明した分解作業は、各ネジ２１ｃ，２８，３１および電気回路部
品の固定ネジ（図示せず）を取り外すためのドライバ以外の工具を使うことなく行うこと
ができる。
【００７６】
上述した実施形態の表示装置１によれば、表示部５の前面周辺部が前面側支持体２１の支
持部２３に両面粘着テープ１９を介して固定されて支持されることにより、表示装置１の
全体厚みを薄くするとともに軽量化も図られて、また両面粘着テープの使用量を減らし、
かつ接着材として耐熱性の低い比較的廉価な両面粘着テープ１９を採用することが可能に
なるため、製造コストを低減することができる。
【００７７】
また、表示装置１によれば、前カバー１１と後カバー１２と前面板２０の分解作業を容易
に行うことができるため、表示装置１の分解に要する作業時間や分解費用を低減すること
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ができる。
【００７８】
また、表示装置１によれば、表示部５と前面側支持体２１とを分解する際に、分解作業の
熟練や工具等の使用が不要となるため、容易かつ確実に分離することが可能となり、分解
作業で表示部を破損することを防止できる。このため、表示装置１によれば、取り外した
表示部５および前面側支持体２１等の各構成部材を他の表示装置に再利用することが可能
となり、再循環型製品としての価値が向上される。
【００７９】
また、支持体７は、背面側支持体２２と前面側支持体２１により構成されることにより、
略箱状をなす立体構造のため、板厚が比較的薄く形成されているが、外部からの圧力に対
して十分な剛性が確保されている。
【００８０】
また、本発明に係る表示装置１は、テレビやコンピュータの端末機器のモニタに用いられ
る以外に、広告表示器、標識や、例えばビデオカメラ等の各種電子機器に用いられて好適
である。
【００８１】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、表示部を確実に支持するとともに分解を容易に行う
ことを可能にする表示装置を実現することができる。
【００８２】
また、本発明に係る表示装置によれば、支持構造体および表示装置全体の軽量化と高剛性
化とを共に図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る実施形態の表示装置の一部を切り欠いてを示す斜視図である。
【図２】前記表示装置を示す縦断面図である。
【図３】前記第１の実施形態が備える要部を示す斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施形態を示す構造部材の縦断面図である。
【図５】第１の参考例の表示装置を示す縦断面図である。
【図６】第２の参考例の表示装置を示す縦断面図である。
【符号の説明】
１　表示装置
５　表示部
６　制御部
７　支持体
１１　前カバー
１１ａ　支持部
１１ｂ　係合爪
１２　後カバー
１３　真空容器
１４　開口部
１５　フェースプレート
１６　リアプレート
１７　スペーサ
１９　両面粘着テープ
２０　前面板
２１　前面側支持体
２１ａ　前面側支持体部材
２１ｂ　連結部材
２１ｃ　固定ネジ
２２　背面側支持体
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２３　支持部
２３ａ　受け部
２３ｂ　係合爪
２４　係合部
２５　取り付け部
２６　支持部
２７　導電性緩衝部材
２８　固定ネジ
３１　ネジ
３４　電気回路部品搭載部
３５　補強用リブ
３６　当接片
４６　Ｙ方向ドライバ回路
４７　信号処理回路
５０　配線
５３　フレキシブルケーブル
１０１　表示装置
１０２　表示装置
１１１　支持体
１１２　固定ネジ
１１３　挟持部材
１１４　固定ネジ
１１７　支持部
１１９　両面粘着テープ
１２１　前カバー
１２１ａ　支持部
１２１ｂ　係合爪
１２２　挟持部材
１２３　背面側シャーシ
１２４　固定ネジ
１２６　開口部
１２７　支持部
１２８　支持部
１２９　両面粘着テープ
１３０　固定ネジ
１３２　補強用リブ
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