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(57)【要約】
【課題】薄型画像表示装置において、スタンドを脱着す
る際に、スタンドに生じ傷を低減する技術を提供する。
【解決手段】第１の樹脂カバー２４と、爪挿入孔３８か
ら挿入された爪３２とが、支柱嵌合部３０内部に設けら
れた支柱リブ４８を挟持する。これにより、スタンド１
４の上部において、支柱２０とブラケット２２が固定さ
れる。スタンド１４の下部には、第１の樹脂カバー２４
に設けられた前方当てリブ５４及び後方当てリブ５６に
より、支柱２０とブラケット２２が固定される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支柱が設けられたベースプレートに、薄型画像表示装置を固定する画像表示装置固定機
構であって、
　下方に延びる爪が設けられたブラケットと、
　該爪と係合する、前記支柱の内部に設けられた第１の係合部と、
　前記薄型画像表示装置を前記ブラケットに固定するための固定手段と
　を備えたことを特徴とする画像表示装置固定機構。
【請求項２】
　前記第１の係合部は、リブ形状を有することを特徴とする請求項１に記載の画像表示装
置固定機構。
【請求項３】
　前記第１の係合部は、前記支柱の前方側内部に設けられたことを特徴とする請求項１ま
たは２記載の画像表示装置固定機構。
【請求項４】
　前記爪を挿通可能な前記支柱の上端に取り付けられた蓋を有することを特徴とする請求
項１から３のいずれか記載の画像表示装置固定機構。
【請求項５】
　前記支柱は、断面が前後非対称であることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記
載の画像表示装置固定機構。
【請求項６】
　前記ブラケットは、前記支柱を覆うように嵌合されるとともに、嵌合の際に、前記支柱
を外側から押さえる第２の係合部を備えることを特徴とする請求項１から５のいずれかに
記載の画像表示装置固定機構。
【請求項７】
　前記第２の係合部は、リブ形状を有することを特徴とする請求項１から６のいずれかに
記載の画像表示装置固定機構。
【請求項８】
　前記ブラケットは、前記支柱を覆う樹脂カバーと、前記爪が形成されている金属プレー
トとを備えることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の画像表示装置固定機構
。
【請求項９】
　前記支柱は、略半円柱の形状であり、
　前記ブラケットの前記樹脂カバーは、前記半円柱の側面における平面部分を覆う第１の
樹脂カバーと、前記半円柱の側面における曲面部分と合わさる第２の樹脂カバーとを有し
、
　前記ブラケットの前記金属プレートは、前記爪を備えると共に、前記第一の樹脂カバー
と一体に接続される平面部分を有することを特徴とする請求項８に記載の画像表示装置固
定機構。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の画像表示装置固定機構を有することを特徴とする薄
型画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄型画像表示装置固定機構および薄型画像表示装置に係り、特に、画像表示
装置の本体とスタンドの支柱とが脱着可能に構成された薄型画像表示装置固定機構および
画像表示装置固定機構を備えた薄型画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年のテレビの量販機種は、従来のブラウン管のテレビから、液晶テレビやプラズマテ
レビなどに移行している。さらに、それら液晶テレビやプラズマテレビなどの薄型画像表
示装置の大型化が著しく、ユーザの関心も大型のテレビに向いている。
【０００３】
　それら薄型画像表示装置は、従来のブラウン管テレビと比較すると、設置の自由度が非
常に高い。一般には、薄型画像表示装置は、所定のスタンドを備え、ブラウン管テレビ同
様に、所望の台の上に設置される。
【０００４】
　しかし、ユーザの中には、薄型画像表示装置を壁に取り付けるケースも増えており、な
かには、壁掛けとフロアースタンド利用とに設置を頻繁に変更するケースもある。
【０００５】
　また、ユーザの多様な利用形態や画像表示装置の大型化に対応して、製造者は、様々な
改良や工夫を施している。例えば、表示パネルを背面から補強したり、スタンドを複数に
したり、また軽量化を行ったりしている。
【０００６】
　そのような工夫の一つとして、表示パネルの背面から支持するフレームシャーシの背面
に補強用のリブを配設した技術が開示されている（特許文献１参照）。この技術によれば
、薄型画像表示装置のスタンド構造としてメインシャーシの上下にブリッチ状に渡して配
置した２本の補強リブに２本のスタンド支柱を挿入して支持している。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２９６４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１の技術によると、薄型画像表示装置において、軽量化や剛性の向上が実現で
きるが、依然として克服すべき課題が残っている。
【０００９】
　特許文献１の技術では、補強リブとスタンドの支柱が金属同士であり、ビス固定されて
いる。そのため、スタンドの脱着の際に、傷が発生することがある。構造上全く問題のな
い些細な傷であっても、大型の液晶テレビのように高額商品である場合、ユーザによって
は無視できない問題と認識される。特に、近年は、商品の差別化にデザインも重視される
ようになっている。そのため、比較的小さな傷であっても、販売価格を下げなければなら
ないといったことも出てくる。また、ユーザによっては、薄型画像表示装置の設置を、壁
掛けと床置きとに何度も変更するケースもある。その様な場合、スタンドの脱着作業中に
、スタンドに傷が発生してしまうおそれが高くなる。
【００１０】
　さらに、例えば、薄型画像表示装置の製造段階において、スタンドが治具として用いら
れることがある。一般には、スタンドと表示部本体とは仮止めされるが、その場合、作業
性の観点から、ある一定の固定度が必要とされる。特許文献１に開示のスタンドを用いて
仮止めする場合、金属の金具同士により固定されることから、ビス固定をしない状態では
、ガタツキが発生し、作業性に課題がある。
【００１１】
　図８は、一般的に用いられているスタンド機構（単に「スタンド」ともいう）を備えた
薄型画像表示装置８０を示した図であり、特に、スタンド９８の構成について理解しやす
いよう、表示部本体９６のバックカバーを取り外した状態を拡大表示している。薄型画像
表示装置８０は、図８に示すように表示部本体９６と、スタンド９８と、ベースプレート
８２とを備える。図９は、薄型画像表示装置８０において、理解の容易のために表示部本
体９６を除いた状態を示している。ベースプレート８２に備え付けられた支柱８４に、ブ
ラケット８６が被さるように嵌合している。
【００１２】
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　図１０は、ブラケット８６と支柱８４を分離した状態を斜め下方から見た図を示してい
る。図１１は、図１０に示した構造について、ブラケット８６を分離し、更にブラケット
８６を金属プレート９０と内部カバー９２とに分離した状態を示している。ブラケット８
６は、コ字形状の金属プレート９０と樹脂製の内部カバー９２からなる。この内部カバー
９２が、金属プレート９０の内部の一面に密着して固定されている。図１２は、スタンド
９８の断面図を示しており、図１３は、スタンド９８の断面構造の斜視図を示している。
【００１３】
　支柱８４及びブラケット８６の形状が、ともに略直方体の形状となっており、また支柱
８４の外側の形状のみで嵌合する構成となっている。このため、前後が逆であっても、嵌
合されてしまうという不都合が生じる。特に、こういった取り付け作業に慣れていないユ
ーザが作業を行うと、上記のような不都合が生じる蓋然性が高くなる。
【００１４】
　また、ブラケット８６と支柱８４とが嵌合する際に、金属プレート９０が金属の支柱８
４に直接接触する。このため、支柱８４が傷ついてしまうことがある。
【００１５】
　さらに上述のように、スタンド９８及びベースプレート８２が治具として活用され、薄
型画像表示装置８０が仮支持されることがある。このとき、上述のような構成の場合、ビ
スにより固定されないと、図１３の矢印で示すように、金属プレート９０が撓んでしまう
ことがある。その結果、治具に取り付けられた薄型画像表示装置８０の表示部本体が揺れ
てしまい、作業性が低下してしまう場合がある。
【００１６】
　本発明は、こうした背景に鑑みなされたものであって、その目的は、薄型画像表示装置
において利用可能なスタンド固定技術であって、スタンドの脱着において傷の発生を低減
する技術を提供することにある。また、別の目的は、薄型画像表示装置においてスタンド
を装着途上におけるガタツキを低減する技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明のある態様は、画像表示装置固定機構に関する。当該画像表示装置固定機構は、
支柱が設けられたベースプレートに、薄型画像表示装置を固定する画像表示装置固定機構
であって、下方に延びる爪が設けられたブラケットと、該爪と係合する、前記支柱の内部
に設けられた第１の係合部と、前記薄型画像表示装置を前記ブラケットに固定するための
固定手段とを備える。
　前記第１の係合部は、リブ形状を有してもよい。
　前記第１の係合部は、前記支柱の前方側内部に設けられてもよい。
　前記爪を挿通可能な前記支柱の上端に取り付けられた蓋を有してもよい。
　前記支柱は、断面が前後非対称であってもよい。
　前記ブラケットは、前記支柱を覆うように嵌合されるとともに、嵌合の際に、前記支柱
を外側から押さえる第２の係合部を備えてもよい。
　前記第２の係合部は、リブ形状を有してもよい。
　前記ブラケットは、前記支柱を覆う樹脂カバーと、前記爪が形成されている金属プレー
トとを備えてもよい。
　前記支柱は、略半円柱の形状であり、前記ブラケットの前記樹脂カバーは、前記半円柱
の側面における平面部分を覆う第１の樹脂カバーと、前記半円柱の側面における曲面部分
と合わさる第２の樹脂カバーとを有し、前記ブラケットの前記金属プレートは、前記爪を
備えると共に、前記第一の樹脂カバーと一体に接続される平面部分を有してもよい。
　本発明の別の態様は、薄型画像表示装置に関する。この薄型画像表示装置は、上述の画
像表示装置固定機構を有する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、薄型画像表示装置における、スタンドの脱着において傷の発生を低減
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することができる。また、別の観点では、薄型画像表示装置においてスタンドを装着途上
におけるガタツキを低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、本実施の形態に係る画像表示装置固定機構を備える薄型画像表示装置１０の概
略外観を示した図である。
【００２１】
　薄型画像表示装置１０は、表示部本体１２と、スタンド１４とを備える。スタンド１４
は、第１及び第２の支柱２０ａ，２０ｂ（以下、二つの支柱を区別しないときは単に「支
柱２０」と称する）と、ベースプレート１６とを備える。なお、本実施の形態では、薄型
画像表示装置１０の支柱２０は２脚であるがこれに限る趣旨ではなく、１脚でもよいし、
３脚以上であってもよい。
【００２２】
　図２は、本実施の形態に特徴的な画像表示装置固定機構ついて、理解を容易にするため
に、表示部本体１２を取り除いた図で、斜め後方から見た図である。第１及び第２の支柱
２０ａ，２０ｂにブラケット２２が嵌合されている。このブラケット２２は表示部本体１
２に取り付けられている。支柱２０とブラケット２２が嵌合することにより、表示部本体
１２がスタンド１４に固定される。なお、スタンド１４とブラケット２２とをあわせて、
「画像表示装置固定機構」ともいう。
【００２３】
　図３は、画像表示装置固定機構について、理解を容易にするために、ブラケット２２を
支柱２０から抜き、ブラケット２２を構成要素に分解した状態を示した図である。図２に
示したブラケット２２は、第１の樹脂カバー２４と、第２の樹脂カバー２６と、金属プレ
ート２８とを備える。以降の図においては、理解の容易のために適宜符号の一部を省略す
る。図４は、図３において、第１の樹脂カバー２４と金属プレート２８とを一体にした状
態を示した図である。さらに、図５は、ブラケット２２を支柱２０と嵌合させた状態を示
した図であり、理解を容易にするために、第２の樹脂カバー２６を外した状態を示してい
る。
【００２４】
　金属プレート２８は、スチールやアルミニウムなどの金属からなり、主に図３及び４に
示すように、開口が下側を向いたコ字形状を有する。図中手前側には第１及び第２の爪３
２ａ，３２ｂ（以下、二つの爪を区別しないときは単に「爪３２」と称する）が形成され
ている。また、反対側（図中奥側）の面には、第１の樹脂カバー２４と一体に固定される
際に動きを規制する二つのボス４６が設けられている。
【００２５】
　第１の樹脂カバー２４は、略平面に形成されており、金属プレート２８のボス４６と嵌
合する二つのボス孔４４が設けられている。なお、第１の樹脂カバー２４と金属プレート
２８が一体になった際に、第１の樹脂カバー２４の固定用ネジ穴６０と金属プレート２８
の固定用ネジ穴６２との位置が一致する。これら固定用ネジ穴６０，６２が所定のネジ（
図示せず）により固定されることで、第１の樹脂カバー２４及び金属プレート２８とが、
表示部本体１２に固定される。このとき、第１の樹脂カバー２４の下側両端に設けられた
固定用ネジ穴６４においても、所定のネジ（図示せず）により表示部本体１２と第１の樹
脂カバー２４とが固定される。
【００２６】
　第１の樹脂カバー２４と金属プレート２８とは、上述の通りボス孔４４とボス４６とが
嵌合することで動きが規制される。さらに、それらが備えるビス穴４０と、第２の樹脂カ
バー２６とが備えるビス穴４０とが所定のビス（図示せず）によって、第１の樹脂カバー
２４と金属プレート２８とが固定され、その結果、ブラケット２２が一体に形成される。
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また、第１の樹脂カバー２４の内側下方部分には、２本の前方当てリブ５４が設けられて
いる。
【００２７】
　第２の樹脂カバー２６は、後述する支柱嵌合部３０において曲面となっている側面及び
頂部を覆う形状となっている。また、第２の樹脂カバー２６には、内側下方部分に後方当
てリブ５６が形成されている。
【００２８】
　支柱２０は、前側（図３～５では、奥側）が平面であり後側（図３～５では、手前側）
が曲面である略半円柱の形状となっている。支柱２０の一部は、ブラケット２２と嵌合す
る。円柱２０の嵌合するこの部分を、特に、支柱嵌合部３０と呼ぶ。支柱２０は、スチー
ルやアルミニウムなどの金属からなり、表面には必要に応じて所望の処理が施される。
【００２９】
　支柱嵌合部３０の内部は、所望の断面構造を有する空洞である。また、支柱嵌合部３０
の頂部には、支柱カバー３４が設けられている。この支柱カバー３４には、第１及び第２
の爪挿入孔３８ａ，３８ｂ（以下、二つの爪挿入孔を区別しないときは単に「爪挿入孔３
８」と称する）が設けられている。
【００３０】
　図５に示すように、これら爪挿入孔３８に、金属プレート２８の爪３２が挿入される。
なお、これら爪３２は、２本に限る趣旨ではなく、１本でもよいし、３本以上であっても
よく、爪３２の数及び形状に合わせて、爪挿入孔３８が設けられる。一般的には、爪３２
を爪挿入孔３８へ挿入する際の、挿入しやすさや爪３２に持たせる弾性の性質を考慮する
と、２本が好ましい。
【００３１】
　図６は、図４に示した金属プレート２８と支柱嵌合部３０について、理解を容易にする
ために、支柱嵌合部３０から支柱カバー３４を取り外した状態を示した図である。上述の
通り支柱嵌合部３０の内部は空洞となっている。その内部の空洞部分においては、支柱嵌
合部３０の側面が平面となっている部分、つまり、第１の樹脂カバー２４及び金属プレー
ト２８とに固定される側に、第１及び第２の支柱リブ４８ａ，４８ｂ（以下、二つの支柱
リブを区別しないときは単に「支柱リブ４８」と称する）が設けられている。
【００３２】
　図７は、支柱嵌合部３０の爪挿入孔３８に、ブラケット２２の金属プレート２８の爪３
２が挿入された状態の支柱２０の断面構造を示した図である。第１の樹脂カバー２４と、
爪挿入孔３８から挿入された爪３２とが、支柱嵌合部３０内部に設けられた支柱リブ４８
を挟持する。これにより、支柱２０の上部において、支柱２０とブラケット２２とが固定
される。つまり、スタンド１４と表示部本体１２とが固定される。
【００３３】
　また、支柱２０の下部、より具体的には支柱嵌合部３０の下部においては、第１の樹脂
カバー２４に設けられた前方当てリブ５４及び後方当てリブ５６により、支柱２０とブラ
ケット２２とが固定される。このように、支柱嵌合部３０の上部及び下部の両方が固定さ
れるため、支柱２０とブラケット２２とをビス固定しない状態であっても、許容できない
ガタツキは発生しない。なお、支柱リブ４８は、支柱嵌合部３０の上方から下方にわたっ
て形成されているが、前記爪３２が接する箇所のみ、本図では支柱嵌合部３０の上方のみ
に形成されてもよい。
【００３４】
　以上のように、支柱２０に表示部本体１２を取り付ける際に、支柱嵌合部３０の側壁を
爪３２と第１の樹脂カバー２４とで挟持する構成とすることで、表示部本体１２にスタン
ド１４を前後逆向きに取り付けるといったことを回避できる。また、支柱嵌合部３０及び
金属プレート２８が、第２の樹脂カバー２６及び第１の樹脂カバー２４で覆われる構成で
あるため、支柱嵌合部３０が傷つきにくい。
【００３５】
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　さらに、支柱嵌合部３０の上端の動きを金属プレート２８の爪３２で規制し、支柱嵌合
部３０の下端の動きを第１の樹脂カバー２４の前方当てリブ５４及び第２の樹脂カバー２
６の後方当てリブ５６で規制する。このようにして、ブラケット２２と支柱嵌合部３０と
が固定されるため、ビスを使用しなくとも、表示部本体１２と支柱２０が接続された際に
、揺れが発生しない。
【００３６】
　また、薄型画像表示装置１０の製造段階において、スタンド１４が治具として活用され
る場合があるが、本実施の形態によると、製造作業に適切な固定が可能となる。これによ
り、表示部本体１２とスタンド１４とを仮支持のために固定する際に、別途固定手段を用
意する必要がない。その結果、作業効率の向上が実現される。また、金属プレート２８は
、爪３２が第１の樹脂カバー２４に取り付けられる部分が形成されればよい。従来技術と
は異なり、金属より軽量である第１及び第２の樹脂カバー２６，２４で支柱２０を覆う構
成であることから、金属プレート２８の小型化及び軽量化が図れる。
【００３７】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、それらの
各構成要素の組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明
の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明は、画像表示装置の本体とスタンドの支柱とが脱着可能に構成された薄型画像表
示装置固定機構およびその画像表示装置固定機構を備えた薄型画像表示装置に広く適用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施の形態に係る画像表示装置固定機構を備える薄型画像表示装置の外観を示
した図である
【図２】本実施の形態に係る画像表示装置固定機構について、表示部本体を取り除き、斜
め後方から見た図である。
【図３】本実施の形態に係る画像表示装置固定機構について、ブラケットを支柱から抜き
、ブラケットを構成要素に分解した状態を示した図である。
【図４】本実施の形態に係る画像表示装置固定機構について、前方の第１の樹脂カバーと
金属プレートとを一体にした状態を示した図である。
【図５】本実施の形態に係る画像表示装置固定機構について、ブラケットを支柱と嵌合さ
せた状態を示した図であり、特に、後方の第２の樹脂カバーを外した状態を示した図であ
る。
【図６】図４に示した金属プレートと支柱嵌合部について、支柱嵌合部から支柱カバーを
取り外した状態を示した図である。
【図７】爪挿入孔に、金属プレートの爪が挿入された状態のスタンドの断面構造を示した
図である。
【図８】従来技術の薄型画像表示装置を示した図であり、一般的に用いられているスタン
ドを備えた薄型画像表示装置について、薄型画像表示装置のバックカバーを取り外した状
態を拡大表示した図である。
【図９】従来技術の薄型画像表示装置において、表示部本体を除いたスタンドのみを示し
た図である。
【図１０】従来技術の薄型画像表示装置のスタンドにおいて、ブラケットと支柱とが分離
した状態を斜め下方から見た図を示している。
【図１１】従来技術の薄型画像表示装置において、図１１に示した構造について、ブラケ
ットを分離し、更にブラケットを金属プレートと内部カバーとに分離した状態を示した図
である。
【図１２】従来技術の薄型画像表示装置において、スタンドの断面図を示した図である。
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【図１３】従来技術の薄型画像表示装置において、スタンドの断面構造の斜視図を示した
図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　薄型画像表示装置
　１２　表示部本体
　１４　スタンド（画像表示装置固定機構）
　１６　ベースプレート
　２０　支柱
　２２　ブラケット（画像表示装置固定機構）
　２４　第１の樹脂カバー
　２６　第２の樹脂カバー
　２８　金属プレート
　３０　支柱嵌合部
　３２　爪
　３２ａ　第１の爪
　３２ｂ　第２の爪
　３４　支柱カバー（蓋）
　３８，３８ａ，３８ｂ　爪挿入孔
　４０　ビス穴
　４４　ボス孔
　４６　ボス
　４８　支柱リブ（第１の係合部）
　５４　前方当てリブ（第２の係合部）
　５６　後方当てリブ（第２の係合部）
　６０，６２，６４　固定用ネジ穴
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