
JP 5999241 B2 2016.9.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示機と、
　前記表示機の側面を覆う額縁と、
　前記表示機の背面側に配置される背面部材と、
　前記背面部材に固定され前記表示機の背面を押える押え機構と、を備え、
　前記押え機構は、前記背面部材に固定される固定部材、前記表示機の背面を押え前記固
定部材に対してスライド可能に連結され前記固定部材に対するスライドに応じて前記固定
部材との間隔が変化するスライド部材、を備えている、表示装置。
【請求項２】
　前記固定部材及びスライド部材の一方は、凹部を含み、
　前記固定部材及びスライド部材の他方は、前記スライドに応じて前記凹部に収容され又
は離脱する凸部を含み、
　前記凹部への前記凸部の収容又は離脱により前記固定部材及び前記スライド部材の間隔
が変化する、請求項１の表示装置。
【請求項３】
　前記固定部材は、指標を含み、
　前記スライド部材は、前記スライドに応じて前記指標を隠蔽又は露出する開口部を有す
る、請求項１又は２の表示装置。
【請求項４】



(2) JP 5999241 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

　前記額縁は、被係合部を含み、
　前記背面部材は、前記被係合部に係合するとともに前記表示機の側面と前記額縁との間
には位置せずに前記表示機の背面側に位置する係合部を含む、請求項１乃至３の何れかの
表示装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示機と、表示機の側面を覆う額縁とを備えた表示装置がある。一般的に、表示機の左
右の側面にネジ等によりブラケットを固定し、このブラケットをネジ等により額縁に固定
することにより、表示機に額縁が固定される。特許文献１、２には、表示装置に関する技
術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０‐１９１４０７号公報
【特許文献２】特開２００９‐２３７２４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようなブラケットが表示機の複数の側面のそれぞれに固定されていると、額縁の辺
の幅を狭くすることが困難になる。
【０００５】
　本発明は、辺の幅が狭い額縁を備えた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】
【０００６】
　本明細書に開示された表示装置は、表示機と、前記表示機の側面を覆う額縁と、前記表
示機の背面側に配置される背面部材と、前記背面部材に固定され前記表示機の背面を押え
る押え機構と、を備え、前記押え機構は、前記背面部材に固定される固定部材、前記表示
機の背面を押え前記固定部材に対してスライド可能に連結され前記固定部材に対するスラ
イドに応じて前記固定部材との間隔が変化するスライド部材、を備えている。
【発明の効果】
【０００７】
　辺の幅が狭い額縁を備えた表示装置を提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１Ａ、１Ｂは、本実施例の表示装置の説明図である。
【図２】図２Ａは、表示装置の正面図であり、図２Ｂは、図２ＡのＡ－Ａ断面図である。
【図３】図３Ａ～３Ｃは、板金の説明図である。
【図４】図４Ａ、４Ｂは、表示機と板金の断面図である。
【図５】図５Ａは、板金が係合した額縁の背面図であり、図５Ｂは、図５ＡのＢ－Ｂ断面
図である。
【図６】図６Ａは、板金が額縁に係合する前の状態の拡大図であり、図６Ｂは、板金が額
縁に係合した状態の拡大図である。
【図７】図７Ａは、背面枠、機構を示した斜視図であり、図７Ｂは、爪の拡大図である。
【図８】図８Ａ～８Ｃは、機構の説明図である。
【図９】図９Ａ～９Ｃは、板金の孔とスペーサの爪との係合の状態を示した図である。
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【図１０】図１０Ａ、１０Ｂは、機構と背面枠との係合の説明図であり、図１０Ｃは図１
０Ｂの拡大図である。
【図１１】図１１Ａは、機構と表示機の断面図であり、図１１Ｂは、図１１Ａの拡大図で
ある。
【図１２】図１２Ａは、機構と表示機の断面図であり、図１２Ｂは、図１２Ａの拡大図で
ある。
【図１３】図１３Ａは、図１１Ａに対応した状態での背面枠と機構を示した図であり、図
１３Ｂ、１３Ｃは、図１３Ａの拡大図である。
【図１４】図１４Ａは、図１２Ａに対応した状態での背面枠と機構を示した図であり、図
１４Ｂ、１４Ｃは、図１４Ａの拡大図である。
【図１５】図１５Ａ、１５Ｂは機構の説明図である。
【図１６】図１６Ａは、機構の断面図であり、図１６Ｂは、図１６Ａの拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１Ａ、１Ｂは、本実施例の表示装置１の説明図である。表示装置１は、額縁１０、表
示機２０ａ、板金３０、背面枠４０を含む。額縁１０は、表示機２０ａの正面側から固定
されて表示機２０ａの４つの側面を覆う。背面枠４０は、表示機２０ａの背面２２ａ側に
配置され背面２２ａを覆う。背面枠４０には背面カバーＲＣが組み付けられている。板金
３０は、額縁１０の下辺と表示機２０ａの下側面との間に配置される。額縁１０、背面枠
４０は合成樹脂性であり、板金３０は金属製であるがこれに限定されない。板金３０は、
押え部材の一例である。
【００１０】
　図２Ａは、表示装置１の正面図であり、図２Ｂは、図２ＡのＡ－Ａ断面図である。正面
２１ａには表示画面が設けられている。額縁１０の左辺１１は、表示機２０ａの左側面に
直接対向している。即ち、表示機２０ａの左右の側面と額縁１０との間には、ブラケット
等は配置されていない。これにより、額縁１０の左辺１１の幅Ｗが薄くされている。同様
に、額縁１０の右辺も表示機２０ａの右側面に直接対向しており、額縁１０の右辺の幅が
抑制されている。尚、額縁１０の左右の辺の一方のみが表示機の左右の側面の一方と直接
対向するものであってもよい。
【００１１】
　図３Ａ～３Ｃは、板金３０の説明図である。板金３０は、額縁１０の下辺と、表示機２
０ａの下側面との間に配置される。板金３０は、額縁１０の下辺、表示機２０ａの下側面
に沿うように延びている。板金３０は、ベース部３１、ベース部３１の一端で略直角に折
り曲げられた折曲部３３ａ、ベース部３１の他端で略直角に折り曲げられた折曲部３３ｂ
、を含む。ベース部３１は、対向部の一例である。折曲部３３ａ、３３ｂは、互いに逆方
向に折り曲げられている。ベース部３１には、ベース部３１の第１面から突出した複数の
突出部３２ａ、ベース部３１の第２面から突出した複数の突出部３２ｂが形成されている
。突出部３２ａ、３２ｂは、それぞれベース部３１から切り欠けられた部分が湾曲して形
成されている。突出部３２ａ、３２ｂは、押え部の一例であり、第１及び第２押え部の一
例である。ベース部３１の第２面は第１面の裏面に相当する。ベース部３１は、表示機２
０ａの下側面に対向し支持している。折曲部３３ａには、額縁１０に係合可能な爪部３５
ａ、突部３６ａが複数形成されている。折曲部３３ｂには、額縁１０に係合可能な爪部３
５ｂ、突部３６ｂが複数形成されている。折曲部３３ａ、３３ｂは、固定部の一例であり
、第１及び第２固定部の一例である。
【００１２】
　図４Ａは、表示機２０ａと板金３０の断面図である。この状態では、折曲部３３ａに形
成された爪部３５ａ、突部３６ａが額縁１０と係合し、ベース部３１に形成された突出部
３２ａが表示機２０ａの背面２２ａを押える。このように突出部３２ａが表示機２０ａの
背面２２ａを押えることにより、表示機２０ａの厚み方向での表示機２０ａの額縁１０内
で位置が安定する。従って、表示機２０ａの左右の側面に固定されるブラケットを廃止し
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ても、表示機２０ａは額縁１０内で安定して保持される。
【００１３】
　図４Ｂは、表示機２０ｂと板金３０の断面図である。ここで、表示機２０ｂの厚みは、
表示機２０ａの厚みよりも薄い。板金３０のベース部３１の第２面により表示機２０ｂを
支持することにより、突出部３２ｂが表示機２０ｂの背面２２ｂを押える。これにより、
表示機２０ｂについても保持することができる。このようにベース部３１の表面、裏面は
、選択的に表示機に対向させることができ、突出部３２ａ、３２ｂは選択的に表示機の背
面を押えることができる。
【００１４】
　図４Ａ、４Ｂに示すように、板金３０により支持される表示機の厚み方向（ベース部３
１の短手方向）でのベース部３１の一端から突出部３２ａまでの距離Ｌａと、ベース部３
１の他端から突出部３２ｂまでの距離Ｌｂとは異なっている。詳細には、距離Ｌａは、距
離Ｌｂより大きい。これにより、追加部品を用いることなく、板金３０は厚みが相違する
２種類の表示機を押さえることができる。尚、ベース部３１の第２面により表示機２０ｂ
を支持する場合には、折曲部３３ｂに形成された爪部３５ｂ、突部３６ｂが額縁１０に係
合する。
【００１５】
　次に、板金３０と額縁１０との係合について説明する。図５Ａは、板金３０が係合した
額縁１０の背面図であり、図５Ｂは、図５ＡのＢ－Ｂ断面図である。額縁１０の下辺の内
側には、複数の挟持片１５、リブ１６が形成されている。挟持片１５、リブ１６は、それ
ぞれ爪部３５ｂ、突部３６ｂ、又は爪部３５ａ、突部３６ａと係合可能である。図６Ａは
、板金３０が額縁１０に係合する前の状態の拡大図であり、図６Ｂは、板金３０が額縁１
０に係合した状態の拡大図である。図６Ａに示すように、爪部３５ｂ、突部３６ｂが挟持
片１５、リブ１６から離脱した状態から、板金３０をスライドさせることにおり、図６Ｂ
に示すように、爪部３５ｂ、突部３６ｂがそれぞれ挟持片１５、リブ１６に係合する。挟
持片１５は、額縁１０の下辺の壁部から立ち上がるようにして形成されており、板金３０
をスライドさせることにより、額縁１０の下辺の壁部と挟持片１５との間に板金３０の爪
部３５ｂが挿入される。また、突部３６ｂがリブ１６に当接して、板金３０の移動が規制
される。これにより、板金３０は額縁１０に保持される。金属製の板金３０が合成樹脂製
の額縁１０の下側の辺に係合するので、額縁１０の下側の辺の歪みが矯正される。
【００１６】
　次に、背面枠４０について説明する。図７Ａは、背面枠４０、機構Ａを示した斜視図で
ある。背面枠４０は、略コ字状に形成されている。背面枠４０は、表示機２０ａの背面２
２ａ側の上部、左右の側部を覆う。背面枠４０の左右の側部に沿って複数の爪４９が形成
されている。爪４９は、図３Ａに示した額縁１０の切欠１９に係合する。額縁１０の切欠
１９は、額縁１０の左右の辺に複数設けられている。切欠１９は、被係合部の一例である
。爪４９は、係合部の一例である。爪４９が切欠１９に係合することにより、背面枠４０
は額縁１０に組み付けられる。図７Ｂは、爪４９の拡大図である。爪４９は、背面枠４０
の内面から突出した胴体部４９１、胴体部４９１の先端に形成された鍔部４９３を含む。
胴体部４９１は、顎部４９３が額縁１０の切欠１９に係合する際には、爪４９の左右の側
辺の方向に弾性変形する。ここで、図７Ａ、３Ａからわかるように、表示機２０ａに組み
つけられた額縁１０に背面枠４０を組み付けた場合、爪４９は、表示機２０ａの背面２２
ａ側に位置する。即ち、爪４９は、額縁１０と表示機２０ａの側面との間には位置しない
。これにより、額縁１０を薄型化できる。
【００１７】
　次に、機構Ａについて説明する。図８Ａ～８Ｃは、機構Ａの説明図である。機構Ａは、
押え機構の一例である。機構Ａは、背面枠４０の上辺に固定され、表示機２０ａの背面を
押す。機構Ａは、板金５０、スペーサ６０を含む。板金５０は、固定部材の一例である。
スペーサ６０は、スライド部材の一例である。板金５０は金属製でスペーサ６０は合成樹
脂性であるがこれに限定されない。板金５０は、凹部５２ａ～５２ｃ、孔５４、５５、５
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６が形成されている。凹部５２ａ～５２ｃは、板金５０の長手方向に沿って形成されてい
る。同様に、複数の孔５４、複数の孔５５、複数の孔５６も、板金５０の長手方向に沿っ
て形成されている。凹部５２ａ～５２ｃは、図８Ａでは突出した形状であるが、逆方向か
らみた場合には窪んでいる。孔５４は、板金５０の長手方向に延びている。
【００１８】
　スペーサ６０は、突出部６２ａ～６２ｃ、つまみ６１、爪６４、開口６７を含む。開口
６７は、開口部の一例である。突出部６２ａ～６２ｃは、スペーサ６０の長手方向に沿っ
て形成されている。同様に、複数のつまみ６１、複数の爪６４、複数の開口６７も、スペ
ーサ６０の長手方向に沿って形成されている。つまみ６１は、下方に突出している。突出
部６２ａ～６２ｃは、詳しくは後述するが、表示機２０ａの背面２２ａ側に突出している
。図８Ｂ、８Ｃは、板金５０、スペーサ６０が組みつけられた状態を示している。図８Ｂ
、８Ｃに示した状態では、凹部５２ａ～５２ｃは、それぞれ突出部６２ａ～６２ｃに位置
的に対応している。
【００１９】
　図９Ａ～９Ｃは、板金５０の孔５４とスペーサ６０の爪６４との係合の状態を示した図
である。爪６４は、孔５４の長手方向に沿ってスライド可能に係合する。これにより、ス
ペーサ６０は、板金５０に対して板金５０の長手方向に所定範囲スライド可能に係合する
。板金５０に対するスペーサ６０のスライドに応じて、板金５０、スペーサ６０間の距離
が変化する。詳しくは後述する。尚、図９Ｂ、９Ｃに示すように、孔５４の一端部の内縁
には、爪６４の孔５４からの離脱を防止するストッパが形成されている。
【００２０】
　次に、機構Ａと背面枠４０との係合について説明する。図１０Ａ、１０Ｂは、機構Ａと
背面枠４０との係合の説明図である。図１０Ｃは、図１０Ｂの拡大図である。背面枠４０
の上辺の内側には、複数の爪４５、４６が形成されている。爪４５、４６は、互いに直交
する方向に延びている。爪４５は、表示装置１の厚み方向に突出し、爪４６は、表示装置
１の平面方向に突出している。爪４５、４６がそれぞれ板金５０の孔５５、５６に係合す
ることにより、板金５０は背面枠４０に保持される。背面枠４０に保持された板金５０に
スペーサ６０を係合させることにより、機構Ａは背面枠４０に保持される。金属製の板金
５０が合成樹脂性の背面枠４０に係合することにより、背面枠４０の歪みが矯正される。
【００２１】
　次に、板金５０、スペーサ６０のスライドについて詳細に説明する。図１１Ａは、機構
Ａと表示機２０ａとの断面図である。スペーサ６０の突出部６２ａ～６２ｃは、表示機２
０ａの背面２２ａを押える。これにより、表示機２０ａの位置を安定させることができる
。突出部６２ａ～６２ｃは、押え部の一例である。
【００２２】
　図１１Ｂは、図１１Ａの拡大図である。突出部６２ａ～６２ｃは、それぞれ板金５０側
に突出した凸部６２ａ１～６２ｃ１を含む。凸部６２ａ１は、突出部６２ａの表示機２０
ａの背面２２ａと当接する側の端面に対して逆側に形成されている。凸部６２ａ１～６２
ｃ１は、若干板金５０側に突出している。凸部６２ａ１～６２ｃ１の突出量はそれぞれ同
じである。凸部６２ａ１～６２ｃ１は、それぞれ凹部５２ａ～５２ｃに収容されている。
凹部５２ａ～５２ｃの深さはそれぞれ同じである。
【００２３】
　図１２Ａは、機構Ａと表示機２０ｂとの断面図である。図１２Ｂは、図１２Ａの拡大図
である。図１２Ｂに示すように、板金５０に対してスペーサ６０をスライドさせることに
より、凸部６２ａ１～６２ｃ１が凹部５２ａ～５２ｃから離脱する。これにより、これら
凸部６２ａ１～６２ｃ１が凹部５２ａ～５２ｃ以外の部分に乗り上げ、凸部６２ａ１～６
２ｃ１のそれぞれの突出量の分だけ、板金５０、スペーサ６０の間隔が大きくなる。換言
すれば、表示機の厚み方向での機構Ａの厚さが、板金５０に対するスペーサ６０のスライ
ドに応じて変化する。図１２Ａに示した機構Ａは、図１１Ａに示した機構Ａよりも厚い。
これにより、表示機２０ａよりも薄い表示機２０ｂについても押えることができる。
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【００２４】
　図１３Ａは、図１１Ａに対応した状態での背面枠４０と機構Ａを示した図である。図１
３Ａでは、突出部６２ａ～６２ｃのそれぞれ凸部６２ａ１～６２ｃ１が凹部５２ａ～５２
ｃに収容されている。図１３Ｂ、１３Ｃは、図１３Ａの拡大図である。図１４Ａは、図１
２Ａに対応した状態での背面枠４０に係合した機構Ａを示している。図１４Ｂ、１４Ｃは
、図１４Ａの拡大図である。
【００２５】
　図１３Ｂ、１３Ｃに示すように、スペーサ６０に形成された開口６７からは、板金５０
に形成された指標５７ａが露出している。指標５７ａは、板金５０、スペーサ６０の間隔
が小さい状態で対応可能な表示機の種類が記載されている。即ち、指標５７ａは、表示機
２０ａの種類が記載されている。図１４Ｂ、１４Ｃに示すように、開口６７からは板金５
０に形成された指標５７ｂが露出する。指標５７ｂは、板金５０、スペーサ６０の間隔が
大きい状態で対応可能な表示機の種類が記載されている。即ち、指標５７ｂは、表示機２
０ｂの種類が記載されている。このように、板金５０に対してスペーサ６０をスライドさ
せることにより、開口６７から指標５７ａ、５７ｂの何れか一方が露出し他方が隠蔽され
る。これにより、作業者は容易に表示機の種類に応じて板金５０、スペーサ６０の間隔を
変更できる。尚、板金５０に対してスペーサ６０をスライドさせる際にはつまみ６１をつ
かむことにより容易にスライドさせることができる。尚、表記部６９ａ、６９ｂのそれぞ
れには対応する表示機の種類と、スライド方向とが記載されている。
【００２６】
　上記実施例においては、板金３０は、表示機２０ａの下側の側面を支持するがこれに限
定されない。例えば、板金３０は、表示機２０ａの左右の側面及び上側の側面の一つと額
縁１０との間に配置してもよい。また、機構Ａを用いずに板金３０のみを用いてもよい。
また、板金３０を用いずに機構Ａのみを用いてもよい。機構Ａは、表示機の上側の側面付
近の背面を押すことに限定されない。例えば、機構Ａは表示機の左右の側面の一方の付近
の背面を押すように背面枠４０に固定してもよいし、表示機の下側の側面付近の背面を押
すように背面枠４０を固定してもよい。
【００２７】
　次に、機構Ａの変形例である機構Ｂについて説明する。尚、機構Ａと類似の部分につい
ては類似の符号を付する。図１５Ａ、１５Ｂは機構Ｂの説明図である。機構Ｂは押え機構
の一例である。図１６Ａは、機構Ｂの断面図であり、図１６Ｂは、図１６Ａの拡大図であ
る。スペーサ６０´は、板金５０´に所定範囲をスライド可能に係合されている。スライ
ドに応じて、突出部６２ａ´～６２ｃ´の凸部６２ａ´１～６２ｃ´１のそれぞれは、凹
部５２ａ´～５２ｃ´に収納又は離脱する。これにより、板金５０´、スペーサ６０´の
間隔が変更され、厚みの異なる表示機に対応することができる。機構Ｂは、背面枠４０の
何れの辺に固定してもよい。
【００２８】
　上記機構Ａにおいて、凹部５２ａ～５２ｃの深さは同じであるがこれに限定されない。
例えば、板金５０に深さの異なる凹部を複数設けて、凸部６２ａ１が深さの異なる凹部の
何れかに収容されることにより、板金５０、スペーサ６０の間隔を複数の段階に変更する
ことができる。
【００２９】
　また、上記の機構Ａにおいては、板金５０側に凹部５２ａ等が設けられ、スペーサ６０
側に凸部６２ａ１等が設けられているがこれに限定されない。例えば、スペーサ６０側に
凹部を設け、板金５０側に凸部を設けてもよい。
【００３０】
　上記の機構Ａにおいては、表示機の背面を押える突出部６２ａの反対側に凸部６２ａ１
が設けられているがこれに限定されない。例えば、突出部６２ａから離れた部分に凸部６
２ａ１が設けられていてもよい。
【００３１】
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　以上本発明の好ましい一実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【００３２】
　表示装置は、例えば、デスクトップ型のコンピュータに用いられるモニタ、コンピュー
タが内蔵されたモニタ、テレビ、オーディオ、その他の家電製品であってもよい。また、
表示装置は、携帯可能なものであってもよく、例えばタブレット型コンピュータ、携帯電
話、携帯テレビ、電子辞書、ＰＤＡ、ゲーム機、カメラ、音楽プレイヤー、ナビゲーショ
ン装置等である。
【符号の説明】
【００３３】
　１　表示装置
　１０　額縁
　１９　切欠（被係合部）
　２０ａ、２０ｂ　表示機
　３０　板金（押え部材）
　３１　ベース部（対向部）
　３２ａ、３２ｂ　突出部（第１及び第２押え部）
　３３ａ、３３ｂ　折曲部（固定部）
　４０　背面枠（背面部材）
　４９　爪（係合部）
　Ａ、Ｂ　機構（押え機構）
　５０　板金（固定部材）
　５２ａ～５２ｃ　凹部
　６０　スペーサ（スライド部材）
　６２ａ１～６２ｃ１　凸部
　６７　開口（開口部）
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