
JP 4749035 B2 2011.8.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作業用車両に備えられ、周辺作動機器類の作動状況や室内外の環境などを表示する画面
表示部と、各種表示のためのコントローラ及び各種の表示用スイッチ類を含むコントロー
ル部とを備えてなるモニタ装置であって、
　前記画面表示部とコントロール部とが別体として形成され、剛性あるブラケットを介し
て分離と組立一体化とが可能とされてなり、
  前記画面表示部は、その一表面に表示パネルを有し、内部に表示駆動機器類が収容され
たケース体から構成され、
　前記コントロール部は、その一表面に前記スイッチ類が配され、内部にコントローラが
収容されたケース体から構成され、
　前記表示駆動機器の端子接続部と前記コントローラの端子接続部とを接続するハーネス
付きコネクタを有し、
　前記画面表示部及び前記コントロール部の一部にハーネス付きコネクタのハーネス両端
に取り付けられた各コネクタを収容・離脱する第１及び第２の空間が形成され、各空間は
更にシール部を備えている、
ことを特徴とするモニタ装置。
【請求項２】
　前記画面表示部は、前記コントロール部の横幅よりも広い横幅を有する矩形状を呈し、
　前記コントロール部の同一表面側には、前記スイッチ類の配置領域と前記画面表示部の
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支持領域とを有し、
　前記画面表示部の前記空間は、その横幅方向の一隅角部に形成されるとともに、
　前記コントロール部の前記空間は、前記画面表示部を前記ブラケットを介して重ねたと
きの前記画面表示部の空間に対応する前記表示部支持領域の一隅角部に形成されてなる、
ことを特徴とする請求項１記載のモニタ装置。
【請求項３】
　前記画面表示部及び前記コントロール部の各空間が各ハーネス付きコネクタの挿脱開口
を有し、各挿脱開口の周縁にはシール用溝が形成され、同挿脱開口と前記シール溝とが蓋
体により閉塞可能とされてなることを特徴とする請求項１又は２に記載のモニタ装置。
【請求項４】
　前記ブラケットは金属材料から構成され、同ブラケットは前記画面表示部の背面に脱着
するためのビス挿通孔を有する第１脱着用フランジと、前記コントロール部の上面の前記
支持領域に脱着するためのビス挿通孔を有する第２脱着用フランジとを備えてなることを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のモニタ装置。
【請求項５】
　前記ブラケットは側面視で三角形状をなし、前記画面表示部の前面が斜め上方に向けら
れてなることを特徴とする請求項４記載のモニタ装置。
【請求項６】
　前記ビス挿通孔は長孔又はＨ字孔からなることを特徴とする請求項１～５のいずれかに
記載のモニタ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、油圧ショベル等の建設作業用車両に備えられ、作業状況や車両後方の撮像画
面などを表示する表示部と、作業状況や撮像画面などの表示用スイッチ及びコントローラ
を含むコントロール部と別体に製作され、表示部とコントロール部とが分離可能で且つ一
体化も可能なモニタ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建設・土木用車両等には、作業状況などを把握するための表示部と作業状況などを前記
表示部に表示させるためのコントローラ及びスイッチ類を含むコントロール部とを備えた
モニタ装置が設置されている。このモニタ装置には、表示部とコントロール部とが一体と
された一体型モニタ装置と、表示部とコントロール部とが別体となった分離型モニタ装置
とがある。
　一体型モニタ装置としては、例えば特開２００２－４７６９４号公報（特許文献１）に
開示され、分離型モニタ装置としては、例えば特開２００３－３１２３１５号公報（特許
文献２）に開示されている。
【０００３】
　特許文献１に記載された一体型のモニタ装置は、縦長矩形状パネルの上半部表面を画面
表示領域とするとともに、下半部表面を各種スイッチ等の操作領域として、パネル内部に
表示機器及びコントローラを収容している。一方、上記特許文献２に記載された分離型の
モニタ装置は、画面表示部と画面表示のためのスイッチが配された操作部とが独立分離し
て製作されており、運転室に座ったオペレータは、異なる視野の位置に設置されたモニタ
の画面操作を表示画面を確認しながら行う煩わしさをなくして、同じ視野の中で確認と操
作が実現できる分離型モニタ装置に関する。この特許文献２による分離型モニタ装置にあ
っては、画面表示部の近傍位置に、モニタの画面操作に係る操作部のスイッチとは別に、
この操作部のスイッチと同等の機能からなるスイッチを含む補助スイッチボックスを設け
て、補助スイッチボックスのスイッチを操作することにより、モニタの画面操作とモニタ
の画面の確認とを同じ視野の中で実現できるようにしている。
【特許文献１】特開２００２－４７６９４号公報
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【特許文献２】特開２００３－３１２３１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載された一体型モニタ装置は、その画面表示領域の寸法
が操作領域によって規制され、どうしても小さくなるため表示画面が見にくいばかりでな
く、画面表示部と操作部とが常に一体で配設位置が決められ、その画面表示部と操作部と
を異なる位置に配設することが不可能である。これに対して、上記特許文献２に記載され
た分離型のモニタ装置であれば、画面表示部と補助スイッチボックスとを一緒に任意の場
所に変更することができる。
【０００５】
　しかしながら、この特許文献２に記載された分離型モニタ装置は画面表示部の傍らには
常に補助スイッチボックスを配するとともに、この画面表示部をスイッチ操作部から離間
して配置することを前提とするため、例えばオペレータが運転積に座ったままモニタの画
面操作とモニタの画面の確認とを同じ視野の中で行いたいときにも、画面表示部を単独に
スイッチ操作部の近傍に配置することは難しい。
【０００６】
　本発明は、従来のこうした課題を解決すべくなされたものであり、具体的には必要に応
じて分離と一体化とを可能にするとともに、悪天候であっても画面表示部及びコントロー
ル部の各内部に水滴などが侵入せず、安全に且つ容易に分離操作と一体化操作とができる
分離／一体型のモニタ装置を提供することを主な目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するには、本発明の基本的構成の一部として、作業用車両に備えられ
、周辺作動機器類の作動状況や室内外の環境などを表示する画面表示部と、各種表示のた
めのコントローラ及び各種の表示用スイッチ類を含むコントロール部とを備えてなるモニ
タ装置であって、前記画面表示部とコントロール部とが別体として形成され、剛性あるブ
ラケットを介して分離と組立一体化とが可能とされていることが重要である。
【０００８】
　更に本発明にとって重要な基本構成として、前記画面表示部は、その一表面に表示パネ
ルを有し、内部に表示駆動機器が収容されたケース体から構成され、前記コントロール部
は、その一表面に前記スイッチ類が配され、内部にコントローラが収容されたケース体か
ら構成され、前記画面表示部及び前記コントロール部の一部に、前記表示駆動機器と前記
コントローラとの端子接続部とを接続するハーネス付きコネクタのハーネス両端に取り付
けられた各コネクタを収容・離脱できる第１及び第２空間を有しており、各空間は更にシ
ール部を備えていることがある。
【０００９】
　前記画面表示部は、前記コントロール部の横幅よりも広い横幅を有する矩形状を呈し、
前記コントロール部の同一表面側には、前記スイッチ類の配置領域と前記画面表示部の支
持領域とを有し、前記画面表示部の前記空間は、その横幅方向の一隅角部に形成されると
ともに、前記コントロール部の前記空間は、前記画面表示部を前記ブラケットを介して重
ねたときの前記画面表示部の空間に対応する前記表示部支持領域の一隅角部に形成される
ことが望ましい。
【００１０】
　前記画面表示部及び前記コントロール部の各空間が各ハーネス付きコネクタの挿脱用開
口を有し、各開口の周縁にはシール用段差を形成し、同開口が前記段差を介して蓋材によ
り閉塞可能とするとができる。この態様では、同開口の周縁にシール用段差を介して蓋材
により密閉可能とされるが、シール用段差をなくし、通常のゴム系のシール材を介して、
開口が蓋材により閉塞されるようにすることも可能である。
【００１１】
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　また、前記ブラケットは軽量アルミ合金などの金属材料から構成されることが望ましく
、同様に上記第１及び第２パネルの主な材質も軽量アルミ合金などの金属材料から構成す
るとよい。このブラケットは、前記画面表示部の背面に脱着するためのビス挿通孔を有す
る第１脱着用フランジと、前記コントロール部の上面の前記支持領域に脱着するためのビ
ス挿通孔を有する第２脱着用フランジとを備えていることが好ましく、前記ブラケットは
側面視で三角形状をなし、前記画面表示部の前面が斜め上方に向けられるようにする。前
記ビス挿通孔は長孔又はＨ字孔とするとよい。
【作用効果】
【００１２】
　オペレータの要求に応じて、ブラケットを介して一体化されている独立してパネル化さ
れた画面表示部とコントロール部とをブラケットから外して両者を分離し、或いは分離し
ている画面表示部とコントロール部とを、それぞれブラケットの固着部に固着して一体化
する。このように画面表示部とコントロール部とを分離したり、一体化できるため、分離
された画面表示部をコントロール部から離れた位置に配したり、一体化された画面表示部
をコントロール部の設置位置を変更したりすることが任意にできるようになる。そのため
、オペレータは画面表示部とコントロール部とを、常に操作と確認のしやすい位置に配す
ることが可能となる。このとき、画面表示部とコントロール部との電気的接続はハーネス
付きのコネクタによりなされるが、画面表示部とコントロール部とを一体化して使うとき
は、短尺なハーネス付きコネクタを使って、その両端のコネクタ部分とコントロール部と
に直接接続させればよい。画面表示部とコントロール部とを分離して使うときは、前記短
尺なハーネス付きコネクタの間を他のハーネス付きコネクタを介して画面表示部とコント
ロール部とを接続するようにする。
【００１３】
　画面表示部とコントロール部とを液密構造とすれば、特に環境条件の悪い場所でキャブ
の窓や扉を開いて作業をすることが多い建設機械などに配されるモニタ装置には、外部か
ら雨などの水分や粉塵などがあたりやすいが、雨や粉塵がケース体の内部にまで侵入する
ことがなく、ケース体内部の表示駆動用の機器類や集積回路などからなるコントローラの
長期間の使用が保障される。また同時に、仮にハーネス付きコネクタが収容される独立し
た空間に水滴が侵入しようとしても確実に阻止されるため、コネクタ自体の防水性を考慮
する必要がなくなり、市販の一般的なコネクタを使用することができる。
【００１４】
　前記画面表示部は、前記コントロール部の幅よりも広い横幅を有する矩形状に構成すれ
ば、キャブの設置空間において許される設置面積の最大面積まで画面表示面積を拡大する
ことが可能となる。一方、前記コントロール部の同一表面上に、前記スイッチ類の設置領
域と前記画面表示部の支持領域とを有している。この表示部支持領域には、上記ブラケッ
トを介してコントロール部が一体に固設が可能とされているが、前述のように拡大される
画面表示面積の分だけパネル内部に収容された表示駆動機器に接続するコネクタの収容空
間を独立して形成することができるようになる。
【００１５】
　ところで、一体型モニタ装置であれば、画面表示部の表示駆動機器とコントロール部の
集積回路等からなるコントローラとが単一のパネル内に収容されるため、その設置空間に
余裕がないため、それらの引き出し端子の接続部は外部に露呈せざるを得ないのが現状で
ある。その結果、ハーネス付きコネクタに容易に雨などにあたることになり、これに対処
するには防水構造をもつ高価なコネクタを入手する必要がある。
【００１６】
　その点、本発明にあって好ましい態様によれば、画面表示部の表示パネルを拡大した分
だけ表示駆動機器類を収容する空間に余裕が生じ、またコントロール部についても前述の
ように同一表面上に、本来は画面表示部とされる表示部支持領域とそもそものスイッチ類
設置領域とが形成され、画面表示部の分が同コントロール部の内部空間を拡大することに
なる。本発明では、こうして拡大された各空間を、表示駆動機器及びコントローラの各端
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子と接続するためのコネクタを収容する専用の空間として使用する。その形成部位も、第
１パネルの隅角部と第２パネルの第１パネル支持領域内にあって、前記第１パネルとブラ
ケットを介して重なる位置の隅角部に形成する。こうすることによって、画面表示部とコ
ントロール部との電気的接続線であるハーネスを短尺とすることができ、第１及び第２パ
ネルをブラケットを介して組み付けたときハーネスが邪魔にならない。また、前記各ハー
ネス付きコネクタの収容空間を液密としておけば、既述したとおり、通常の市販されてい
るハーネス付きコネクタで対応できるようになる。
【００１７】
　前記ハーネス付きコネクタの挿脱開口を蓋体により閉塞すると、同挿脱開口と蓋体との
間の隙間に侵入しようとする水は、前記挿脱開口の周囲に形成されたシール溝に侵入する
が、そのシール溝の内側に形成された凸条枠部により遮られて、上記空間内に侵入するこ
とがなくなる。画面表示部とコントロール部とを、ブラケットを介して取り外したり、一
体に組み立てるには、前記ブラケットの第１フランジ及び第２フランジをそれぞれ画面表
示部の背面とコントロール部の表示部支持部にあてがい、各フランジのビス挿通孔にビス
を挿入して、同ビスを画面表示部及びコントロール部の対応するネジ孔にねじ込み組付け
て一体化し、それらのビスを外すことによりブラケットから画面表示部及びコントロール
部を取り外す。画面表示部及びコントロール部を組付けて一体化すると、ブラケットが側
面視で三角形状とされていることから、水平に配されるコントロール部に対して画面表示
部の前面が斜め前方を向くようになり、画面上に表示された画像の視認性を向上させる。
前記ビス挿通孔を長孔又はＨ字孔に形成すると、画面表示部とコントロール部との相対固
定位置を簡単に変更できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の代表的な実施形態である分離／一体型モニタ装置について図面を参照し
ながら、より具体的に説明する。
　図１は本発明の代表的な実施形態を示すモニタ装置を前面側から見た分解図、図２は同
装置を背面側から見た分解図、図３は同装置の画面表示部から蓋体を除いて示す背面側か
ら見た斜視図、図４は同装置のコントロール部から蓋体を除いて示す背面側から見た斜視
図、図５は同装置の画面表示部とコントロール部とがブラケットを介して一体に組み立て
られたモニタ装置の上面図、図６は同装置の左側面図、図７は同装置の正面図、図８は前
記ブラケットの変形例を装着したコントロール部の上面図である。
　本実施形態にあって、符号１００は画面表示部、２００はコントロール部、３００は画
面表示部１００とコントロール部２００とを結合一体化させるブラケットを示している。
【００１９】
　本実施形態による画面表示部１００は、図１～図３に示すように、前面に画面表示パネ
ル１０１が配された横長の矩形ケース体から構成され、図示は省略しているが、その内部
には画面表示パネル１０１に画面を駆動表示するための駆動機器や回路などが収容されて
いる。本実施形態では、画面表示部１００の前面の大部分が表示パネル１０１により占有
されており、同画面表示パネル１０１の下部領域には６個のファンクションキーＦ１～Ｆ
６を横一列に並べて配している。前記画面表示パネル１０１としては、液晶ディスプレイ
やエレクトロルミネセンスディスプレイが使われる。この画面表示部１００の背面壁部１
０３と画面表示パネル１０１を支持するケース本体１０２とはビス１９により分離／組立
てが可能に構成されている。前記背面壁部１０３と前記ケース本体１０２とが接触する周
縁に図示せぬシール溝が形成され、そのいずれかの溝にはシール材が嵌着固定されている
。また前記背面壁部１０３には、後述する第１のハーネス付きコネクタ１０の一端側のコ
ネクタ部分を収容する第１のコネクタ収容空間１０４が形成されており、このコネクタ収
容空間１０４の形成領域を除く略全面には多数の冷却フィン１０５が設けられている。
【００２０】
　前記収容空間１０４は、図２に及び図３に示すように、前記背面壁部１０３に形成され
た多数の冷却フィン１０５と同一の高さを有する矩形空間であって、前記背面壁部１０３
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の下部左側隅部にビスネジ孔１０３ａなどを避けて冷却フィン１０５とともに背面壁部１
０３のフィン付き基部１０６の表面を開口させてハーネス付きコネクタ１０の挿脱開口部
１０４ａを形成している。このコネクタ挿脱開口部１０４ａの周縁部の前記フィン付き基
部１０６には、同周縁部の回りに細い連続する凸条枠部１０７を残して所要の幅をもつ凹
字状のシール溝１０８が連続して形成されている。また、図３に示すとおりフィン付き基
部１０６の左端部には前記収容空間１０４と連通するハーネス固定用溝部１０４ｂが形成
されている。
【００２１】
　前記収容空間１０４の上部内壁部には、画面表示部１００の内部の図示せぬ表示駆動機
器類の端子が集められ、第１ハーネス付きコネクタ１０と接続する端子接続部が設けられ
ている。前記第１ハーネス付きコネクタ１０は、所要長さのハーネス１１の両端に、画面
表示部１００の内部に配された図示せぬ表示駆動機器の駆動端子と後述するコントロール
部２００の内部に配された図示せぬ制御回路などの出入力端子と接続するための第１及び
第２のコネクタ１２，１３が一体に取り付けられている。この第１ハーネス付きコネクタ
１０のハーネス１１の一端側には、前記ハーネス固定用溝部１０４ｂに密嵌する第１嵌着
ブロック片１４が一体に取り付けられており、同ハーネス１１の他端側には後述するコン
トロール部２００に形成されたコネクタ収容空間２０６の延設端部２０６ａに密嵌する第
２嵌着ブロック片１５が一体に取り付けられている。
【００２２】
　こうして形成された第１コネクタ収容空間１０４に第１コネクタ１２を同収容空間１０
４の駆動端子に接続させるとともにハーネス１１の一部を収容したのち、同収容空間１０
４のコネクタ挿脱開口部１０４ａとほぼ同一形状の板状蓋体１０９をビス２０により液密
に密閉固定する。
【００２３】
　前記コントロール部２００は、図１、図４、図５及び図７に示すように、３／５の領域
を表示部支持領域Ｄ１とし、下２／５の領域をスイッチ類配置領域Ｄ２とした全体の外観
が段付きの矩形状ケース体を呈している。前記スイッチ類配置領域Ｄ２が前記表示部支持
領域Ｄ１よりも１段高く形成されている。表示部支持領域Ｄ１の画面表示部１００を配置
する側の表面（前面）は平坦面とされ、その上半部の４箇所にブラケット３００を固定す
るためのビスネジ孔２０８が形成されているに過ぎない。一方、前記スイッチ類配置領域
Ｄ２にはキャブ内の冷暖房作動状況や送風態様、走行状況、作業状況、車両後方の景色、
燃料の残量、警告の有無など各種の画面表示に関係する複数のスイッチ２０１が配設され
ている。
【００２４】
　このコントロール部２００も、上記画面表示部１００と同様に、前面部分と背面部分と
がビス等により分離／組立てが可能とされ、その前記表示部支持領域Ｄ１の前面部分は平
坦部２０２からなり、前記スイッチ類配置領域Ｄ２は前記平坦部２０２から段部２０３を
介して一段高く延設され、その内部が背面側に開放された空間をもつ半ケース体２０４か
らなる。コントロール部２００の背面部分は、全体が前面側を開放した矩形状ケース体２
０５となっている。この背面部分の上部左隅部（図４参照）には、一端にコントロール部
側の出入力端子と接続する第２コネクタ１３をもつ上記ハーネス付きコネクタ１０のコネ
クタ部分を収容する第２のコネクタ収容空間２０６が形成されている。この第２のコネク
タ収容空間２０６は、図４に示すようにコントロール部２００の背面部分の側壁面から屈
曲して下方に延び、その延設端部２０６ａが下方に開放されている。この第２のコネクタ
収容空間２０６も、上述の第１コネクタ収容空間１０４と同様の液密構造が採用される。
【００２５】
　また、本実施形態にあっては、車両の後部に図示せぬ撮像カメラが設置されており、そ
の画像データが前記コントロール部２００に図示せぬコネクタを介して送られるようにな
っている。そのため、前記第２のコネクタ収容空間２０６には前記ハーネス付きコネクタ
１０とは別に、画像データ電送用の第２のハーネス付きコネクタ３０も収容可能とされて
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いる。本実施形態によれば、第１及び第２のハーネス付きコネクタ１０，３０のコントロ
ール部側端部に、前記第２のコネクタ収容空間２０６の延設端部２０６ａに密嵌する第２
嵌着ブロック片１５が一体に取り付けられている。前記収容空間２０６の内壁部には、コ
ントロール部２００の内部に配された集積回路等からなる図示せぬコントローラの端子が
集められ、第１及び第２ハーネス付きコネクタ１０，３０と接続する端子接続部が設けら
れている。なお、コントロール部２００の周面には、前記コネクタ類が取り付けられる領
域を除いて多数の冷却フィン２０７が形成されている。
【００２６】
　こうして形成された第２コネクタ収容空間２０６の各端子接続部に第１及び第２ハーネ
ス付きコネクタ１０，３０の各コントロール部側の第２及び第３のコネクタ１３，１６を
接続するとともに、それらのハーネス１１，１７の一部を第２コネクタ収容空間２０６に
収容したのち、同第２コレクタ収容空間２０６の下面開口とほぼ同一形状をもつ板状蓋体
２０９を被せてビス２０により液密に密閉固定する。
【００２７】
　このように構成された本実施形態による画面表示部１００とコントロール部２００とは
、図１及び図５に示すブラケット３００を介してビス２０により一体に組み立て、或いは
一体となった画面表示部１００とコントロール部２００とをビス２０を外すことにより分
解して、それぞれを独立させることができる。前記ブラケット３００は、金属板材から板
金加工により製作され、横長の矩形状板部３０１と、その左右両端縁に沿って直角に屈曲
され所定の頂角αで立ち上がる細長い三角形板部３０２と、同三角形板部３０２の前記矩
形状板部３０１の左右端縁に対向する一辺から外側に直角に折り曲げられた細長い短冊状
板部３０３と、同短冊状板部３０３の前後端部から更に外側に延在する計４つのフランジ
部３０４とからなる。前記矩形状板部３０１の四隅と前記各フランジ部３０４にはそれぞ
れビス挿通孔３０５が形成されている。これらのビス挿通孔３０５に対向する画面表示部
１００の背面部及びコントロール部２００の表示部支持領域Ｄ１の部位には、それぞれに
ビスネジ孔１０３ａ，２０８が形成されている。
【００２８】
　いま、図１に示すように分離された画面表示部１００とコントロール部２００とをブラ
ケット３００を介して一体に組み立てるには、先ずブラケット３００の矩形状板部３０１
に形成されている４つのビス挿通孔３０５をコントロール部２００の表示部支持領域Ｄ１
に形成されている４つのビスネジ孔２０８に合わせてビス２０をねじ込み、ブラケット３
００をコントロール部２００に固定する。次いで、ブラケット３００のフランジ部３０４
に形成されている４つのビス挿通孔３０５を画面表示部１００の背面部に形成された４つ
のビスネジ孔１０３ａに合わせてビス２０をねじ込み、画面表示部１００をブラケット３
００に固定する。こうして組み立てられた本実施形態の分離／一体型モニタ装置を、画面
表示部１００とコントロール部２００とブラケット３００とに分離させるには、前述の組
立手順とは逆の手順にてビス２０を取外すことにより容易に分離させることができる。
【００２９】
　このように、本実施形態にあっても画面表示部１００とコントロール部２００とをブラ
ケット３００を介して組み立てて一体化することも、また画面表示部１００とコントロー
ル部２００とをブラケット３００から取り外して分離させることも簡単にできるため、例
えば従来の一体型モニタ装置のように表示画面の大きさに制限されず、また一体型モニタ
装置ではモニタ装置が決められた部位に設置されるとオペレータにとって視認性及びスイ
ッチ操作性の問題が発生するが、本実施形態ではオペレータの意思により視認性のよい場
所に画面表示部１００を設置することができ、同時にスイッチ操作のし易い位置にコント
ロール部を配設することができるようになる。勿論、ブラケット３００を介して画面表示
部１００とコントロール部２００とを組立一体化して使うこともできる。
【００３０】
　画面表示部１００とコントロール部２００との電気的接続はハーネス１１の両端にコネ
クタ１２，１３が取付けられた第１ハーネス付きコネクタ１０及び第２ハーネス付きコネ
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クタ３０によりなされるが、画面表示部１００とコントロール部２００とを一体化して使
うときは、前記第１ハーネス付きコネクタ１０は短尺であってよく、その両端のコネクタ
１２，１３を画面表示部１００及びコントロール部２００の各コネクタ収容空間１０４，
２０６に直接接続させてコンパクトに使うことができる。一方、画面表示部１００とコン
トロール部２００とを分離して使うときは、前記短尺な第１ハーネス付きコネクタ１０と
画面表示部１００又はコントロール部２００との間を、図示せぬ他のハーネス付きコネク
タを介して接続するようにする。
【００３１】
　また、上述のように画面表示部１００とコントロール部２００とはそれぞれ独立して液
密構造とされているため、特に劣悪な作業環境下での作業が多い建設機械などに配される
モニタ装置には、外部から雨などの水分や粉塵などがあたったとしても、雨や粉塵がケー
ス体の内部にまで侵入することがなく、画面表示部１００の内部に配された表示駆動用機
器類や各種の駆動回路、並びにコントロール部２００の内部に配された各種の表示駆動制
御回路などからなるコントローラが長期間にわたって正確に作動する。また、画面表示部
１００及びコントロール部２００のケース構造の液密性に加えて、前記表示駆動用機器類
や各種の駆動回路、コントローラの配設空間とは独立して形成されたコネクタ収容空間１
０４，２０６の各コネクタ挿脱開口部１０４ａ，２０６ｂを蓋体１０９，２０９で閉塞す
ると液密となり、同空間１０４，２０６内に水滴や粉塵が侵入しようとしても、その液密
構造により確実に侵入が阻止される。その結果、コネクタ自体の防水性を考慮する必要が
なくなり、市販の一般的なコネクタを使用することができる。
【００３２】
　前記画面表示部１００は、上述のようにキャブの設置空間において許される設置面積の
最大面積まで画面表示面積を拡大することが可能となる。一方、前記コントロール部２０
０の同一表面上に、前記画面表示部１００の支持領域Ｄ１と前記スイッチ類の配置領域Ｄ
２とを形成している。この表示部支持領域Ｄ１には、ブラケット３００を介して画面表示
部１００を固設することを可能としているが、コントロール部２００と画面表示部１００
とはそれぞれ独立しているため、前述のように拡大される画面表示面積の分だけ画面表示
部１００の内部に収容された表示駆動機器の配設空間が広くなり、それらの表示駆動機器
の駆動端子と接続する第１ハーネス付きコネクタ１２の収容空間を独立して形成すること
ができるようになる。
【００３３】
　ところで、一体型モニタ装置であれば、画面表示部１００の表示駆動機器とコントロー
ル部２００の集積回路等からなるコントローラとが単一の設置空間内に配設されるため、
その設置空間に制約されて、それらの引き出し端子の接続部を外部に露呈させて形成せざ
るを得ない。その結果、ハーネス付きコネクタ１０，３０の接続部に容易に雨などが侵入
することになり、これに対処するには防水機能を備えた特殊な構造をもつ高価なコネクタ
を入手する必要がある。
【００３４】
　その点、本実施形態にあっては、画面表示部１００の表示パネルを拡大した分だけ表示
駆動機器類の設置空間に余裕が生じる。またコントロール部２００についても、本来であ
れば、画面表示部とされる表示部支持領域Ｄ１とスイッチ類配置領域Ｄ２とが同一空間を
共有するところ、本実施形態ではコントロール部２００の内部空間は従来の表示駆動機器
類の設置空間を含んでコントローラの専有空間となるため、画面表示部１００の表示駆動
機器類の設置空間分が同コントロール部２００のコントローラ設置空間に加わり拡大され
ることになる。画面表示部１００及びコントロール部２００の、こうして拡大された各空
間を、表示駆動機器及びコントローラの各端子と接続するためのハーネス付きコネクタ１
２，１３，１６を収容する専用の空間として使用することができるようになる。その形成
部位も、画面表示部１００の隅角部とコントロール部１００の表示部支持領域Ｄ１の隅角
部に形成する。こうすることによって、画面表示部１００とコントロール部２００との電
気的接続線であるハーネス１１を短尺とすることができ、画面表示部１００及びコントロ
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ール部２００をブラケット３００を介して組み付けたときもブラケット３００とハーネス
１１とが干渉しないように設計できる。
【００３５】
　前記画面表示部１００のフィン付き基部１０６に形成されたコネクタ収容空間１０４の
コネクタ挿脱開口部１０４ａの周縁部には、コネクタ挿脱開口部１０４ａを囲むようにし
てシール溝１０８が連続して形成されているため、コネクタ挿脱開口１０４ａを蓋体１０
９により閉塞すると、水分が仮に蓋体１０９とフィン付き基部１０６との間の隙間から侵
入しても、前記シール溝１０８に入り、コネクタ挿脱開口１０６とシール溝１０８との間
の細い凸条枠部１０７により妨げられてコネクタ挿脱開口１０６まで到達することがない
。画面表示部１００及びコントロール部２００をブラケット３００を介して組付けて一体
化すると、ブラケット３００が側面視で頂角αの前後に細長い三角形状とされていること
から、水平に配されるコントロール部２００に対して画面表示部１００の前面が斜め前方
を向くようになり、画面上に表示された画像の視認性が向上する。
【００３６】
　図８は、前記ブラケット３００に形成される上記ビス挿通孔３０５の変形例を示してい
る。上述の実施形態にあっては、同ビス挿通孔３０５を単なる円形孔として形成している
が、この変形例によると水平に延びる長孔３０５ａ又は横Ｈ字孔３０５ｂとしている。こ
のようにビス挿通孔を長孔３０５ａ又は横Ｈ字孔３０５ｂに形成すると、画面表示部とコ
ントロール部との間の相対固定位置が簡単に変更でき、視認性を向上させる。このように
、本発明は特許請求の範囲に記載された構成を逸脱しない範囲内において多様な変更が可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の代表的な実施形態を示すモニタ装置を前面側から見た分解図である。
【図２】同背面側から見た分解図である。
【図３】前記モニタ装置の画面表示部から蓋体を除いて示す背面側から見た斜視図である
。
【図４】前記モニタ装置のコントロール部から蓋体を除いて示す背面側から見た斜視図で
ある。
【図５】前記画面表示部とコントロール部とがブラケットを介して一体に組み立てられた
モニタ装置の上面図である。
【図６】同モニタ装置の左側面図である。
【図７】同モニタ装置の正面図である。
【図８】前記ブラケットの変形例を装着したコントロール部の上面図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０，３０　　　　　　第１及び第２のハーネス付きコネクタ
１１，１７　　　　　　ハーネス
１２，１３，１６　　　第１～第３コネクタ
１４，１５　　　　　　第１及び第２ブロック片
１９，２０　　　　　　ビス
１００　　　　　　　　画面表示部
１０１　　　　　　　　画面表示パネル
１０２　　　　　　　　ケース本体
１０３　　　　　　　　背面壁部
１０３ａ　　　　　　　ビスネジ孔
１０４　　　　　　　　第１コネクタ収容空間
１０４ａ　　　　　　　コネクタ挿脱開口部
１０４ｂ　　　　　　　ハーネス固定用溝部
１０５　　　　　　　　冷却フィン
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１０６　　　　　　　　フィン付き基部
１０７　　　　　　　　凸状枠部
１０８　　　　　　　　シール溝
１０９　　　　　　　　蓋体
２００　　　　　　　　コントロール部
２０１　　　　　　　　スイッチ
２０２　　　　　　　　平坦部
２０３　　　　　　　　段部
２０４　　　　　　　　半ケース体
２０５　　　　　　　　矩形状ケース体
２０６　　　　　　　　第２コネクタ収容空間
２０６ａ　　　　　　　延設端部
２０６ｂ　　　　　　　コネクタ挿脱開口部
２０７　　　　　　　　冷却フィン
２０８　　　　　　　　ビスネジ孔
２０９　　　　　　　　蓋体
３００　　　　　　　　ブラケット
３０１　　　　　　　　矩形状板部
３０２　　　　　　　　三角形板部
３０３　　　　　　　　短冊状板部
３０４　　　　　　　　フランジ部
３０５　　　　　　　　ビス挿通孔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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