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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示する表示部を有する表示装置において、
　当該表示装置の設置状態が、当該表示装置を下方から支持するスタンドにより設置され
る第１の設置状態か、当該表示装置の背面側に取り付けられる壁掛け部材により設置され
る第２の設置状態かを検出する設置状態検出器と、
　該設置状態検出器により検出された当該表示装置の設置状態により上記表示部に供給す
る表示用電力を制御する電力制御部とを備え、
　該電力制御部は、上記設置状態検出器により当該表示装置の設置状態が上記第２の設置
状態であることを検出した場合は、上記第１の設置状態を検出した場合よりも上記表示部
に供給する表示用電力を低減させることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前面に画像を表示する表示部を有し、背面に該表示部を駆動する駆動回路を有する表示
装置において、
　当該表示装置の下端部を支持し当該表示装置を据え置き状態にて設置するためのスタン
ドと、
　当該表示装置の背面に取り付け当該表示装置を壁掛け状態にて設置するための壁掛け部
材と、
　当該表示装置の設置状態が据え置き状態であるか壁掛け状態であるかを検出する設置状
態検出器と、
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　該設置状態検出器からの検出信号により上記表示部に供給する表示用電力を制御する電
力制御部とを備え、
　上記設置状態検出器により当該表示装置の設置状態が壁掛け状態であることを検出した
場合、上記電力制御部は、上記表示部に供給する表示用電力を低減させることを特徴とす
る表示装置。
【請求項３】
　請求項１記載の表示装置において、
　前記設置状態検出器として、当該表示装置の背面に前記壁掛け部材が取り付けられたこ
とを検出する壁掛けスイッチを用いることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１記載の表示装置において、
　前記設置状態検出器として、当該表示装置の下端部に前記スタンドの支持部が挿入され
たことを検出するスタンド検出センサを用いることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）や液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）等を
用いて画像を表示する表示装置に係り、特に壁掛け設置状態における表示装置の温度上昇
を抑えるのに好適な表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のテレビジョン受信機は、デジタルハイビジョン放送に対応して高画質化と大画面
化が進められ、またその表示装置には、ＰＤＰやＬＣＤ等の薄型表示素子が用いられてい
る。さらにテレビの設置形態として、表示装置をテレビスタンドにて支持する据え置き形
態だけでなく、壁掛け状態で使用する形態も実用化されている。壁掛け状態で使用する場
合には、表示装置には更なる薄型化・軽量化が要求される。
【０００３】
　特許文献１や特許文献２には、表示装置をテレビスタンドに取り付けるだけでなく、壁
掛けも可能な取り付け構造について記載される。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３３７７７６号公報
【特許文献２】特開２００６－３３７９８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　表示装置（テレビセットまたは単にセットとも呼ぶ）の大画面化に伴い、それだけ表示
部（パネル部）の消費電力が増大し発熱量も増加する。一方表示装置の薄型化に伴い、放
熱効率が低下する。すなわち表示装置には、表示部の他にトランスや駆動ＩＣの放熱板な
ど、小型化しにくい発熱部品を内蔵している。これらの発熱部品は、表示装置内部の空気
循環により冷却しているが、表示装置の薄型化に伴い発熱部品の配置に余裕がなく、空気
循環の通路がふさがれるため効果的な冷却が困難になってくる。
【０００６】
　一方表示装置の外側でも冷却が困難になる。スタンドによる据え置き設置の場合、壁と
テレビセット背面の隙間距離は最短でも約１０～１５ｃｍであるが、壁掛け設置の場合は
壁との隙間距離は、例えば約２ｃｍ程度に接近して配置される。その結果、セット背面に
おける対流による冷却が不十分となり、セット内の温度が許容温度以上に上昇する場合が
ある。そして、セットの性能と信頼性を損ねる恐れが出てくる。このように、セットの薄
型化とともに壁掛け設置によるセットの温度上昇が課題となっている。
【０００７】
　上記特許文献１，２には、壁掛け設置に伴うセットの温度上昇については特に考慮され
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ていない。
【０００８】
　本発明の目的は、表示装置を壁掛け設置する場合、装置の温度上昇を抑え、表示装置の
信頼性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、表示装置の設置状態が、当該表示装
置を下方から支持するスタンドにより設置される第１の設置状態か、当該表示装置の背面
側に取り付けられる壁掛け部材により設置される第２の設置状態かを検出する設置状態検
出器と、設置状態検出器により検出された当該表示装置の設置状態により表示部に供給す
る表示用電力を制御する電力制御部とを備える。電力制御部は、設置状態検出器により当
該表示装置の設置状態が第２の設置状態であることを検出した場合は、第１の設置状態を
検出した場合よりも表示部に供給する表示用電力を低減させる。
【００１０】
　ここに設置状態検出器として、表示装置の背面に壁掛け部材が取り付けられたことを検
出する壁掛けスイッチを用いる。あるいは設置状態検出器として、表示装置の下端部にス
タンドの支持部が挿入されたことを検出するスタンド検出センサを用いる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、表示装置の設置状態に係わらず装置の温度が許容温度を超えることを
防止し、表示装置の信頼性を向上させることができる。また、本発明によれば、壁掛け設
置時の消費電力が低減される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
  図１は、本発明の表示装置の２つの設置状態を示す図である。
  （ａ）は第１の設置状態である据え置き設置状態であり、表示装置（セット）１の下端
部にテレビスタンド２の支持部２１を挿入し、テレビスタンド２によりセット１を下方か
ら支持する場合である。この場合、幅が約３０ｃｍのスタンド２を使用すれば、セット１
の背面と壁５との隙間Ｓは１０～１５ｃｍ以上となる。
【００１３】
　（ｂ）は第２の設置状態である壁掛け設置状態であり、セット１を壁掛け金具３にて壁
５に固定する場合である。この場合、セット１の背面と壁５との隙間Ｓは例えば２ｃｍ程
度となる。（ｂ）のように、壁掛け設置の場合には、セット１と壁面５との隙間Ｓ、すな
わちセット１の放熱空間が非常に狭くなり、セット１の背面領域の冷却効率が悪化する。
【００１４】
　図２は、本発明の表示装置の一実施例を示す側面図および背面図である。
  （ａ）は表示装置（セット）１を壁掛け金具３に取り付ける前の状態を示す側面図、（
ｂ）はセット１を壁掛け金具３に取り付けた状態を示す側面図、（ｃ）はセット１を壁掛
け金具３に取り付けた状態を示す背面図である。壁掛け金具３は、例えば２本の支持フレ
ーム３０からなり、セット１を取り付けネジ３１にて支持フレーム３０に取り付けた後、
取り付け穴３２にて壁５に固定する。
【００１５】
　本実施例の表示装置では、セット１の背面には、セット背面に壁掛け金具３（支持フレ
ーム３０）が取り付けられたことを検出する壁掛けスイッチ４を設けている。一方壁掛け
金具３には、壁掛けスイッチ４と対向する位置にスイッチ４をＯＮ／ＯＦＦ作動させる突
起部４０を設けている。突起部４０は支持フレーム３０に例えばネジを組み込んだもので
あり、ネジ先の突出量でスイッチ４の動作点を適宜調整することができる。突起部４０は
壁掛けスイッチ４に対応して１個設ければ良い。
【００１６】
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　図３は、本実施例の表示装置の回路構成の一例を示す図である。ここでは、ＰＤＰ表示
装置の回路構成を示す。
【００１７】
　表示装置１は、パネル表示部（ＰＤＰ）１１とこれを駆動するパネル駆動回路１２、お
よびパネル駆動部１２を制御するＣＰＵ（中央処理回路）１３で構成する。ＣＰＵ１３は
、パネル表示部１１を制御する制御部１４と、制御データを格納するデータメモリ１５を
備える。本実施例では、壁掛けスイッチ４からの検出信号を制御部１４に入力し、制御部
１４はパネル表示部１１へ供給する表示用電力の制御を行う。すなわち、壁掛けスイッチ
４の信号からセット１が壁掛け状態であることを検出した場合、制御部１４はパネル表示
部１１に供給する表示用電力を低減させる。
【００１８】
　例えばＰＤＰ表示装置の場合には、主放電パワーＰｓを通常値よりも低めに切り替える
。これにより、パネルからの発熱量を低減し、セット内の温度上昇を許容温度以下に抑え
ることができる。放電パワーＰｓをどれだけ減少させるかは、予め壁掛け状態で放電パワ
ーＰｓと温度上昇量の関係を測定し、最適な放電パワーを決定しておく。そして、決定し
た放電パワーをデータメモリ１５に記憶しておく。例えば５０型ＰＤＰで通常パワー値は
４００Ｗの場合、壁掛け時には約３５０Ｗに低減させることが好ましいことが分かった。
【００１９】
　なお、ＬＣＤ表示装置の場合には、放電パワーＰｓに代えてバックライト電流、または
バックライト（例えばＣＣＦＬ、ＥＥＦＬ等の冷陰極管、または発光ダイオード）へ印加
される電圧を低減させることで、同様にセット内の温度上昇を許容温度以下に抑えること
ができる。
【００２０】
　図４は、本実施例の表示装置の基板構成の一例を示す図である。ここでは、ＰＤＰ表示
装置の背面側から見た基板配置を示す。これらの基板には、前面にある表示部を駆動する
駆動回路を搭載する。デジタル信号基板１６は、外部から入力する画像信号をパネルの表
示データに変換し、アドレス基板１７とＸ，Ｙサステイン基板１８ｘ，１８ｙに供給する
。アドレス基板１７は所定のアドレス電極にて壁電荷を蓄積させ、サステイン基板１８ｘ
，１８ｙは発光を所定期間維持させる。電源基板１９は、これらの基板に電源を供給する
。セット背面では、これらの基板が発熱源となる。
【００２１】
　図５は、本実施例の表示装置の電力切替制御を示すフローチャートである。
  Ｓ１０１で表示装置（セット）の電源を入れると、Ｓ１０２でセット１の壁掛けスイッ
チ４からの信号（ＯＮ／ＯＦＦ信号）を検出する。Ｓ１０３で壁掛けスイッチ４の信号を
判定し、スイッチがＯＮであれば壁掛け状態に設置されていると判定し、Ｓ１０４で制御
部１４はセットがパネル表示部１１の電力（放電パワーＰｓ）を低減して設定する。スイ
ッチがＯＦＦであれば据え置き状態に設置されていると判定し、Ｓ１０５で通常の電力に
設定する。Ｓ１０６で設定した電力にて画像表示を開始する。
【００２２】
　上記説明した実施例は基本的な構成・動作であり、さらに以下のような変形例が可能で
ある。
  （１）セットの設置状態の判定において、壁掛けスイッチ４の代わりに、セット１がテ
レビスタンド２に支持されているかどうかを検出することでも良い。そのための検出器と
して、例えば、セット下端部のスタンド２の支持部２１が挿入される位置の近傍において
、表示部（パネル）と反対側にパネルからの漏光を検出する光センサ（スタンド検出セン
サ）を設ける。そして、スタンド支持部が挿入されることでパネルから光センサへの漏光
が遮断され、スタンド２の有無を検出する構成としても良い。
【００２３】
　（２）さらに、セットの設置状態の判定のため、周知の距離センサを用いても良い。距
離センサをセット１の背面側に設け、セット１の背面と壁面５との隙間Ｓを検出する。隙
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れたものと判別し、上記のように表示用の電力を低減させる。隙間Ｓが所定値を超えると
検出した場合はセット１が据え置き設置状態であると判別し、電力を通常値とする。
【００２４】
　（３）壁掛け状態であっても、セットを壁面に傾斜して取り付ける場合がある。その場
合にはセット背面と壁との隙間が広がるので冷却効率が改善し温度上昇は少ない。よって
、表示部（パネル）の傾斜量（傾斜角）を検出して、パネルへの供給電力を傾斜量に応じ
て段階的に切り替える構成とすれば、よりきめ細かな制御が可能となる。
【００２５】
　（４）大型テレビの場合、チューナ部と表示部（モニタ部）とが分離され、表示部内の
ＣＰＵによりパネルのパワー制御を行う場合が多い。しかしながら、チューナ部にてパネ
ルのパワー制御を行う場合もあり得る。そのような場合は、壁掛けスイッチ（または光セ
ンサ）の信号をチューナ部内のＣＰＵに入力して、そのＣＰＵにてパワー制御を行えば良
い。
【００２６】
　（５）温度センサとの併用も可能である。温度センサにてセット内（またはセット表面
）の温度を検出し、許容温度との差分量に応じて、パネルの供給電力を制限する。これに
より、周囲環境が変化してもセットの温度が許容温度を超えることがなく、セットの信頼
性をより向上させることができる。
【００２７】
　以上のように、本実施例の構成によれば、表示装置の設置状態に係わらず装置の温度が
許容温度を超えることを防止し、表示装置の信頼性を向上させることができる。また、壁
掛け設置時の消費電力が低減される。本発明の表示装置は、ＰＤＰやＬＣＤなどの薄型表
示素子を用いた壁掛け可能な表示装置に広く適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の表示装置の２つの設置状態を示す図。
【図２】本発明の表示装置の一実施例を示す側面図および背面図。
【図３】本実施例の表示装置の回路構成の一例を示す図。
【図４】本実施例の表示装置の基板構成の一例を示す図。
【図５】本実施例の表示装置の電力切替制御を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００２９】
　１…表示装置（セット）
　２…テレビスタンド
　３…壁掛け金具
　４…壁掛けスイッチ
　５…壁
　１１…パネル表示部
　１２…パネル駆動回路
　１３…ＣＰＵ（中央処理回路）
　１４…制御部
　１５…データメモリ
　２１…テレビスタンドの支持部
　３０…支持フレーム
　３１…取り付けネジ
　４０…突起部。



(6) JP 5080404 B2 2012.11.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(7) JP 5080404 B2 2012.11.21

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０９Ｇ   3/34     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   3/28    　　　Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６１２Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３０４Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｎ   5/66    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５１　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５２　          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/34    　　　Ｊ          　　　　　

(72)発明者  山田　裕
            神奈川県横浜市戸塚区吉田町２９２番地　株式会社日立製作所　デジタルコンシューマ事業部内

    審査官  佐藤　久則

(56)参考文献  特開昭６３－３１３１３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３１１８２７５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００５－３５２３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３０３１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１９１７１３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｆ　　１／１３３－１／１３３４、１／１３３９－１／１３４１、
              　　　　　　１／１３４７、
              Ｇ０９Ｆ　　９／００、
              Ｇ０９Ｇ　　３／００－３／３８、
              Ｈ０４Ｎ　　５／６４－５／７４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

