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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　垂直な平面に設けられるロック機構に取り付け可能に、筐体の背面における下側の位置
に設けられる部材と、
　前記筐体の背面に設けられたコネクタと、
　前記垂直な平面に設けられるフックに取り付け可能に、かつ、ユーザの手により把持可
能に、前記筐体の背面に、前記筐体の外周の形状と略同一であり、前記筐体の外周の内側
に連続的に設けられ、前記コネクタに比べて前記背面から突出するように設けられるハン
ドルと
　を備えることを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記ハンドルの断面形状は、円、楕円、または多角形である
　ことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記ハンドルの材質は、金属、プラスチック、ガラス、合成ゴム、または木材である
　ことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置に関し、特に、片手で容易に持ち運び、壁掛けなどの器具
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に、簡単に取り付けることができるようにしたディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディスプレイ装置は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などにより薄型で構成
され、壁掛けなどの器具に取り付けるための部材が備えられている。
【０００３】
また、ディスプレイ装置は、単体で使用される以外に、特許文献１に示されるように、複
数のディスプレイ装置がディスプレイスタンドに取り付けられて構成されるマルチディス
プレイや、特許文献２に示されるように、ディスプレイ装置を横と縦それぞれに任意の台
数だけ配置して構成することが可能なスケーラブルＴＶシステムとして使用されることが
提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１９１６０１号公報
【特許文献２】特開２００３－１９５８４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のディスプレイ装置には、持ち運ぶための取っ手がない場合が多く
、例えば、単体で使用する場合に、ディスプレイ装置を所望の部屋に移動させる際、ある
いは、上述したマルチディスプレイやスケーラブルＴＶシステムにおいて、ディスプレイ
装置を所望の配置に移動させる際に、ユーザは、ディスプレイ装置を抱えて持たなければ
ならず、片手で容易に持ち運んだり、移動させることが困難であった。
【０００６】
　なお、従来のディスプレイ装置によっては、指先を掛ける程度の取っ手を有するものも
あるが、その取っ手は、指先を掛ける程度のものであるため、滑りやすく、持ち運びが容
易ではなかった。
【０００７】
　また、従来のディスプレイ装置によっては、例えば、壁掛けなどの器具に取り付けるた
めの部材を有するものもあるが、それらは、壁掛けなどの器具に、単に取り付けるためだ
けのものであり、その部材により、ディスプレイ装置を持ち運ぶことは困難であった。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ディスプレイ装置を、片手で
容易に持ち運び、壁掛けなどの器具に、簡単に取り付けることができるようにするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明のディスプレイ装置は、垂直な平面に設けられるロック機構に取り付け可能に、
筐体の背面における下側の位置に設けられる部材と、前記筐体の背面に設けられたコネク
タと、前記垂直な平面に設けられるフックに取り付け可能に、かつ、ユーザの手により把
持可能に、前記筐体の背面に、前記筐体の外周の形状と略同一であり、前記筐体の外周の
内側に連続的に設けられ、前記コネクタに比べて前記背面から突出するように設けられる
ハンドルとを備えることを特徴とする。
【００１３】
　ハンドルの断面形状は、円、楕円、または多角形であるようにすることができる。
【００１４】
　ハンドルの材質は、金属、プラスチック、ガラス、合成ゴム、または木材であるように
することができる。
【００１５】
　本発明においては、垂直な平面に設けられるロック機構に取り付け可能に、筐体の背面
における下側の位置に部材が設けられ、筐体の背面にコネクタが設けられ、垂直な平面に
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設けられるフックに取り付け可能に、かつ、ユーザの手により把持可能に、筐体の背面に
、筐体の外周の形状と略同一であり、筐体の外周の内側に連続的に設けられ、コネクタに
比べて背面から突出するようにハンドルが設けられる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ディスプレイ装置を、片手で容易に持ち運ぶことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
　図１は、本発明を適用したスケーラブルＴＶ(Television)システム（システムとは、複
数の装置が論理的に集合した物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わな
い）の一実施の形態の構成例を示す斜視図であり、図２は、スケーラブルＴＶシステムの
構成例を示す側面図である。
【００２６】
　図１の例では、スケーラブルＴＶシステム１は、スタンド１０と、スタンド１０に着脱
可能な９台のテレビジョン受像機２１－１乃至２１－９により構成されている。
【００２７】
　なお、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９は、符号の枝番が異なるだけであり、
同様の構成とされる。したがって、以下、適宜、テレビジョン受像機２１－１を用いて説
明するが、その説明は、その他のテレビジョン受像機２１－２乃至２１－９の説明として
も適用される。
【００２８】
　スタンド１０には、縦３列×横３段に装着部１１－１乃至１１－９が設けられている。
装着部１１－１乃至１１－９には、それぞれ、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９
が装着されている。なお、説明の便宜上、装着部１１－１乃至１１－９の中には、図１ま
たは図２において図示がされていないものもある。
【００２９】
　すなわち、スタンド１０の最左列には、装着部１１－１、装着部１１－４、および装着
部１１－７が３段に設けられており、それぞれテレビジョン受像機２１－１、テレビジョ
ン受像機２１－４、およびテレビジョン受像機２１－７が装着されている。スタンド１０
の中央列には、図示せぬ装着部１１－２、装着部１１－５、および装着部１１－８が３段
に設けられており、それぞれテレビジョン受像機２１－２、テレビジョン受像機２１－５
、およびテレビジョン受像機２１－８が装着されている。スタンド１０の最右列には、装
着部１１－３、装着部１１－６、および装着部１１－９（図２）が３段に設けられており
、それぞれテレビジョン受像機２１－３、テレビジョン受像機２１－６、およびテレビジ
ョン受像機２１－９が装着されている。
【００３０】
　なお、装着部１１－１乃至装着部１１－９は、符号の枝番が異なるだけであり、同様の
構成とされる。したがって、以下、ある装着部（例えば、装着部１１－１）を用いて説明
したとしても、その説明は、その他の装着部（例えば、装着部１１－２乃至１１－９）の
説明としても適用される。
【００３１】
　図１の例においては、装着部１１－１は、スタンド１０に接するように閉じられている
（固定されている）。この場合に、ユーザにより、装着部１１－１に装着されたテレビジ
ョン受像機２１－１（または装着部１１－１の前面自体）がスタンド１０側に押し込まれ
ることにより、装着部１１－１は、図３に示されるように、スタンド１０から解放され、
スタンド１０の手前に押し出され、スタンド１０から突出する。また、スタンド１０から
突出した状態の装着部１１－１は、再度、ユーザにより、スタンド１０側に押し込まれる
ことにより、スタンド１０に対して接するように閉じられる。
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【００３２】
　以上のように装着部１１－１乃至１１－９を構成することで、図１に示されるように、
各テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９がより密接に配置されていたとしても、ユー
ザが、装着部１１－１をスタンド１０側に押し込むことにより、図３に示されるように、
装着部１１－１が、スタンド１０から解放され、スタンド１０の手前に押し出され、スタ
ンド１０に装着されている他のテレビジョン受像機２１から突出した状態となる。これに
より、ユーザは、装着部１１－１からテレビジョン受像機２１－１を簡単に取り外すこと
ができる。
【００３３】
　また、スタンド１０から解放され、突出した状態の装着部１１－１に、テレビジョン受
像機２１－１を装着し、再度、スタンド１０側に押し込むことで、装着部１１－１は、図
１に示されるように、スタンド１０に閉じられて固定される。
【００３４】
　なお、図３の例においては、スタンド１０から解放された装着部１１－４に、テレビジ
ョン受像機２１－４が装着されることなく、再度、装着部１１－４がスタンド１０側に押
し込まれて、スタンド１０に固定された状態が示されている。
【００３５】
　以上により、ユーザは、装着部１１－１からのテレビジョン受像機２１－１の着脱を簡
単に行うことができる。
【００３６】
　図１に戻って、スタンド１０の３段目の装着部１１－７乃至１１－９の下段には、さら
に、スケーラブルＴＶシステム１を構成するテレビジョン受像機の音声を出力するスピー
カ（図示せぬ）が収納されるラック１２－１乃至１２－３がそれぞれ設けられ、その下段
には、スケーラブルＴＶシステム１の電気系統（すなわち、スタンド１０における各列の
電気系統）がまとめられた電気ボックスが収納されるボックス１３－１乃至１３－３がそ
れぞれ設けられている。
【００３７】
　なお、図示されないが、スタンド１０の内部には、外側の支柱２本の他に、内部に２本
の支柱が設けられ、さらに、上面と設置面の他に、内部に４段の台が設けられることによ
り、装着部１１－１乃至１１－９、ラック１２－１乃至１２－３、並びに、ボックス１３
－１乃至１３－３にそれぞれ対応する縦３列×横５段の枠組みが構成されている。
【００３８】
　したがって、以下、スタンド１０を、装着部１１－１乃至１１－９、ラック１２－１乃
至１２－３、並びに、ボックス１３－１乃至１３－３に対応させて個別に説明する際には
、装着部１１－１乃至１１－９、ラック１２－１乃至１２－３、並びに、ボックス１３－
１乃至１３－３に対応する枠組みを、適宜、それぞれ、スタンド枠１０－１乃至１０－１
５とも称する。
【００３９】
　ここで、スケーラブルＴＶシステム１を構成するテレビジョン受像機の数は、９台に限
定されるものではなく、また、スケーラブルＴＶシステム１を構成するテレビジョン受像
機の配置も、図１に示したように、縦×横が、３×３に限定されるものではない。すなわ
ち、スケーラブルＴＶシステム１は、装着部の列や段の数を変更して構成することにより
、任意の複数台のテレビジョン受像機によって構成することが可能であり、スケーラブル
ＴＶシステム１を構成するテレビジョン受像機の配置は、その他、例えば、縦×横が、１
×３や、２×３、２×５などとすることも可能である。
【００４０】
　このようにスケーラブルＴＶシステム１は、任意の複数台のテレビジョン受像機を、横
と縦それぞれに、任意の台数だけ配置して構成することができることから、「スケーラブ
ル」なシステムであるということができる。
【００４１】
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　スケーラブルＴＶシステム１には、赤外線ＩＲ(Infrared Ray)を出射する図示せぬリモ
ートコマンダが付随しており、ユーザは、このリモートコマンダを操作することにより、
受信チャンネルや音量の変更、その他各種のコマンドを、スケーラブルＴＶシステム１の
各テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９に与えることができるようになっている。な
お、リモートコマンダからの赤外線ＩＲの受光部は、スケーラブルＴＶシステム１に一箇
所に設けるようにしてもよいし、各テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９毎に設ける
ようにしてもよい。
【００４２】
　なお、リモートコマンダは、赤外線通信を行うものに限定されるものではなく、例えば
、BlueTooth（商標）その他の無線通信を行うものを採用することが可能である。
【００４３】
　スケーラブルＴＶシステム１を構成するテレビジョン受像機２１－１乃至２１－９は、
それぞれ独立して動作を行う独立したテレビジョン受像機であり、図２に示されるように
、薄型で構成される。すなわち、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９は、それぞれ
、リモートコマンダからのコマンドを判断する制御ブロック、信号処理ブロック、および
チューナなどを内蔵しており、その前面には、例えば、１４インチ（inch）や１５インチ
などのサイズで構成される薄型のＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などで構成されるデ
ィスプレイが設けられている。
【００４４】
　したがって、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９は、スタンド１０から外され、
他の場所に移動されたとしても、それぞれ１台のテレビジョン受像機として機能する。す
なわち、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９は、それぞれ設置された場所において
、図示せぬアンテナで受信されたテレビジョン放送信号のチャンネルをそれぞれ内蔵する
チューナで選択し、選択したチャンネルの放送コンテンツの映像を、それぞれのディスプ
レイに表示させる。
【００４５】
　一方、スケーラブルＴＶシステム１においては、各テレビジョン受像機２１－１乃至２
１－９は、各装着部１１－１乃至１１－９に装着され、各装着部１１－１乃至１１－９が
スタンド１０に固定されたとき、スタンド１０における自身の配置位置を認識することが
できる。
【００４６】
　したがって、スタンド１０に装着されているテレビジョン受像機２１－１乃至２１－９
は、リモートコマンダからのコマンドと自身の配置位置に応じて、それぞれに設けられた
ディスプレイに、１つの放送コンテンツの映像を大きく表示させることができる。また、
例えば、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－９のうちの２×２だけが、自己のディス
プレイに、１つの放送コンテンツの映像を大きく表示させ、その他のテレビジョン受像機
は、別の放送コンテンツの映像を、自己のディスプレイに表示させるというようなことも
可能である。
【００４７】
　なお、このとき、例えば、スタンド１０から、テレビジョン受像機２１－１乃至２１－
９のいずれかが取り外されていたとしても、スタンド１０に装着されている各テレビジョ
ン受像機は、独立して動作を行うため、リモートコマンダからのコマンドと自身の配置位
置に応じた映像を表示させることができる。
【００４８】
　また、もちろん、スタンド１０に装着されているテレビジョン受像機２１－１乃至２１
－９は、単体で使用されるテレビジョン受像機と同様に、リモートコマンダからのコマン
ドをそれぞれ判断し、図示せぬアンテナで受信されたテレビジョン放送信号のチャンネル
をそれぞれ内蔵するチューナで選択し、図１に示されるように、選択したチャンネルの放
送コンテンツの映像を、それぞれのディスプレイに表示させることもできる。
【００４９】
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　図４および図５は、図１の装着部１１－４の詳細な構成例を示す拡大斜視図である。図
４の例においては、スタンド１０（スタンド枠１０－４）から解放され、スタンド枠１０
－４から突出した状態の装着部１１－４が示されており、図５の例においては、スタンド
枠１０－４に接するように固定された状態の装着部１１－４が示されている。
【００５０】
　装着部１１－４には、テレビジョン受像機２１－４の背面に設けられるモニタパイプ４
１（図６）を引っ掛けて、テレビジョン受像機２１－４をスタンド１０に装着するための
モニタフック３１、テレビジョン受像機２１－４の電気的なブロックと、スタンド１０（
実際には、ボックス１３－１に収納される電気ボックス）とを電気的に接続するためのコ
ネクタ３２、および、装着部１１－４がスタンド１０に固定されたときにテレビジョン受
像機２１－４の下部を装着部１１－４に固定するためのモニタロック３３が設けられてい
る。
【００５１】
　図４に示されるように、装着部１１－４がスタンド枠１０－４から解放され、スタンド
枠１０－４から突出した状態の場合、テレビジョン受像機２１－４を着脱するため、モニ
タフック３１、コネクタ３２、およびモニタロック３３は、装着部１１－４の手前に突出
した開状態となる。
【００５２】
　開状態となった装着部１１－４にテレビジョン受像機２１－４が装着され、テレビジョ
ン受像機２１－４が装着された装着部１１－４がスタンド枠１０－４に固定された場合、
モニタフック３１およびモニタロック３３は、それぞれ、テレビジョン受像機２１－４の
モニタパイプ４１と、テレビジョン受像機２１－４の下部を固定する。
【００５３】
　これにより、テレビジョン受像機２１－４は、装着部１１－４の上部に設けられたモニ
タフック３１と、装着部１１－４の下部に設けられたモニタロック３３により強固に固定
される。
【００５４】
　このとき、コネクタ３２は、テレビジョン受像機２１－４に設けられた接続コネクタに
接続され、装着部１１－４に装着されたテレビジョン受像機２１－４に対して、例えば、
図示せぬアンテナからのテレビジョン放送信号、ビデオレコーダなどからの映像および音
声信号、電力、または所定の情報などを供給する。所定の情報には、スタンド１０におけ
る配置位置の情報なども含まれる。
【００５５】
　これにより、装着部１１－４に装着されたテレビジョン受像機２１－４は、スタンド１
０における自身の配置位置を認識することができる。
【００５６】
　一方、図５に示されるように、テレビジョン受像機２１－４が装着されずに、装着部１
１－４がスタンド枠１０－４に固定された場合、モニタフック３１、コネクタ３２、およ
びモニタロック３３は、スタンド枠１０－４内に収納された閉状態となる。
【００５７】
　これにより、装着部１１－４にテレビジョン受像機２１－４が装着されていなくても、
モニタフック３１、コネクタ３２、およびモニタロック３３は装着部１１－４から突出し
たままにならないので、見栄えがよくなり、他のテレビジョン受像機に表示される映像を
見る場合にも、ユーザの妨げになることが抑制される。
【００５８】
　図６は、図１の装着部１１－１とテレビジョン受像機２１－１の構成例を示す拡大側面
図である。図６の例においては、装着部１１－１がスタンド枠１０－１から解放され、ス
タンド枠１０－１から突出した状態が示されている。
【００５９】
　テレビジョン受像機２１－１の背面には、モニタパイプ４１が取り付けられており、モ
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ニタパイプ４１を、装着部１１－１に設けられたモニタフック３１に引っ掛けることで、
テレビジョン受像機２１－１は、装着部１１－１に装着される。
【００６０】
　スタンド枠１０－１には、パンタグラフ機構４２の一方の端部が取り付けられており、
装着部１１－１には、パンタグラフ機構４２の他方の端部が取り付けられている。すなわ
ち、装着部１１－１は、パンタグラフ機構４２を介して、スタンド枠１０－１に連結され
ている。
【００６１】
　パンタグラフ機構４２は、固定部材としてのスタンド枠１０－１に対して、可動部材と
しての装着部１１－１を、矢印４３に示されるように、スタンド枠１０－１と、スタンド
枠１０－１から所定の距離離れた位置を、平行に往復運動させるように構成されている。
【００６２】
　したがって、固定部材としてのスタンド枠１０－１から解放された可動部材としての装
着部１１－１は、スタンド枠１０－１に対して、平行に、閉じたり、突出する運動、すな
わち、平行往復運動を行うことができるようになる。
【００６３】
　図７は、テレビジョン受像機２１－１の外観の構成例を示す背面斜視図である。
【００６４】
　テレビジョン受像機２１－１の背面には、背面から突出するように、テレビジョン受像
機２１－１の制御ブロック、信号処理ブロック、およびチューナなどが収納される収納部
５１が設置されている。
【００６５】
　この収納部５１には、テレビジョン受像機２１－１をスタンド１０の装着部１１－１に
装着する場合に、装着部１１－１のコネクタ３２と接続するための接続コネクタ１１１（
図８）が取り付けられるコネクタエリア５２が設けられている。
【００６６】
　モニタパイプ４１は、接続部材６１－１乃至６１－４を用いて、収納部５１が背面から
突出する高さよりも高く突出するように、テレビジョン受像機２１－１の背面および収納
部５１の側面に取り付けられている。このモニタパイプ４１と収納部５１の高さの差は、
設計に応じて、接続部材６１－１乃至６１－４の高さを変えるだけで、変更することが可
能である。
【００６７】
　なお、接続部材６１－１乃至６１－４のうち、テレビジョン受像機２１－１の下側に用
いられる接続部材６１－３は、装着部１１－１がスタンド１０に固定される際に、モニタ
ロック３３により引っ掛けられて、装着部１１－１に固定される。
【００６８】
　すなわち、装着部１１－１がスタンド１０に固定される際に、テレビジョン受像機２１
－１の上側は、モニタフック３１にモニタパイプ４１が引っ掛けられて固定され、テレビ
ジョン受像機２１－１の下側は、接続部材６１－３にモニタロック３３が引っ掛けられて
固定される。これにより、テレビジョン受像機２１－１は、強固に装着部１１－１に固定
される。
【００６９】
　また、モニタパイプ４１の断面は、モニタフック３１に引っ掛けられ、かつ、ユーザの
手で把持しやすい大きさの直径でなる円の形状で形成されている。さらに、モニタパイプ
４１は、金属からなる材質で形成され、テレビジョン受像機２１－１の大きさに合わせて
長方形の四つ角を丸くした形状をなすように形成されている。
【００７０】
　これにより、ユーザがテレビジョン受像機２１－１を四方八方から手を差し伸べても、
モニタパイプ４１を手でしっかりと握り締めて持つことができるので、例えば、片手でも
持ち運ぶこともでき、持ち運びが容易になる。
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【００７１】
　なお、モニタパイプ４１の断面形状は、円に限定されず、楕円や多角形などとすること
もでき、モニタパイプ４１の材質も、金属に限定されず、例えば、プラスチック、ガラス
、合成ゴム、または木材などから形成されてもよい。
【００７２】
　さらに、モニタパイプ４１の全体の形状も、長方形に限定されず、円や楕円、その他多
角形で構成するようにしてもよい。
【００７３】
　図８は、図７のテレビジョン受像機２１－１を背面から見た外観の詳細な構成例を示す
上面図であり、図９は、図７のテレビジョン受像機２１－１を下方向から見た外観の構成
例を示す側面図である。
【００７４】
　図８の例においては、モニタパイプ４１は、実際には、テレビジョン受像機２１－１の
背面の上下前後の中央に取り付けられる４つのハンドル部１０１－１乃至１０１－４と、
ハンドル部１０１－１乃至１０１－４のうち隣り合うハンドル部１０１同士を連結する連
結部１０２－１乃至１０２－４で構成される。
【００７５】
　すなわち、テレビジョン受像機２１－１の背面において、図中上側に取り付けられてい
るハンドル部１０１－１と左側に取り付けられているハンドル部１０１－２は、連結部１
０２－１を介して連結され、左側に取り付けられているハンドル部１０１－２と下側に取
り付けられているハンドル部１０１－３は、連結部１０２－２を介して連結されている。
また、下側に取り付けられているハンドル部１０１－３と左側に取り付けられているハン
ドル部１０１－４は、連結部１０２－３を介して連結され、左側に取り付けられているハ
ンドル部１０１－４と上側に取り付けられているハンドル部１０１－１は、連結部１０２
－４を介して連結されている。
【００７６】
　このように構成することにより、モニタパイプ４１は、図７を参照して上述したように
、長方形の四つ角を丸くした形状をなすように形成され、ユーザは、テレビジョン受像機
２１－１を四方八方から手を差し伸べても、モニタパイプ４１を手でしっかりと握り締め
て持つことができるので、持ち運びが容易になる。
【００７７】
　収納部５１のコネクタエリア５２には、装着部１１－１のコネクタ３２と接続するため
の接続コネクタ１１１が、収納部５１の背面から突出しないように、取り付けられている
。
【００７８】
　なお、この接続コネクタ１１１は、テレビジョン受像機２１－１が単体で使用される場
合には、装着部１１－１のコネクタ３２の代わりに、図示せぬ外部のコネクタと接続され
、外部のコネクタを介して、テレビジョン放送信号、ビデオレコーダなどからの映像およ
び音声信号、電力、または所定の情報などが供給される。
【００７９】
　また、テレビジョン受像機２１－１の背面の左下には、例えば、左から順に、左音声端
子、右音声端子、映像端子、および電源端子が設けられており、テレビジョン受像機２１
－１の背面（すなわち、テレビジョン受像機２１－１の本体）は、各端子に接続されてい
るコネクタ１２１乃至コネクタ１２４と、各コネクタのケーブル１２１ａ乃至１２４ａを
介して、収納部５１内の所定のブロック（制御ブロック、信号処理ブロック、およびチュ
ーナなど）に接続されている。
【００８０】
　したがって、テレビジョン受像機２１－１の本体や前面に設けられるディスプレイ１５
１（図１０）には、コネクタ１２１乃至コネクタ１２４と、各コネクタのケーブル１２１
ａ乃至１２４ａを介して、収納部５１内の所定のブロックから、映像および音声信号や電
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源などが供給される。すなわち、テレビジョン受像機２１－１には、コネクタ１２１乃至
コネクタ１２４、収納部５１、接続コネクタ１１１、および装着部１１－１のコネクタ３
２（または、外部のコネクタ）を介して、映像および音声信号や電力などが供給される。
【００８１】
　なお、テレビジョン受像機２１－１の収納部５１には、図９に示されるように、コネク
タ１２１乃至コネクタ１２４の一部とケーブル１２１ａ乃至１２４ａを収納する空間５１
ａが設けられている。このため、図８の点線で示されているように、コネクタ１２１乃至
コネクタ１２４の一部とケーブル１２１ａ乃至１２４ａは、その空間５１ａに収納されて
おり、収納部５１の上からは見えない。
【００８２】
　この空間５１ａには、コネクタ１２１乃至コネクタ１２４の一部に限らず、テレビジョ
ン受像機２１－１の背面に設けられる端子位置に応じて、コネクタ１２１乃至コネクタ１
２４すべてが収納されてもよい。
【００８３】
　ここで、従来の一般的なテレビジョン受像機においては、上述したように、収納部５１
を介して信号や電力などが供給されるテレビジョン受像機２１－１とは異なり、その背面
に設けられる端子は、コネクタやケーブルを介して、外部の装置や電源タップなどから映
像および音声信号や電力などが供給されることが多いため、コネクタやケーブル類は、背
面から突出している場合が多い。
【００８４】
　したがって、従来の一般的なテレビジョン受像機においては、収納部５１を下にして、
所定の場所（机の上や床の上など）に設置したり、壁などに立て掛けたり、あるいは、壁
に設置する場合には、背面から突出したコネクタやケーブル類により、その設置が不安定
になることがあったり、背面から突出したコネクタやケーブル類がテレビジョン受像機の
背面で押され、故障してしまうことがある。
【００８５】
　このような場合であっても、すなわち、ディスプレイ受像機２１－１の背面に、例えば
、外部とのコネクタとそのケーブルが背面から突出して接続されていたとしても、本発明
のディスプレイ受像機２１－１においては、外部とのコネクタが接続されるディスプレイ
受像機２１－１の背面から、モニタパイプ４１の外部と接する面（図中上面）までは、モ
ニタパイプ４１が取り付けられたことにより、所定の距離が設けられている。
【００８６】
　したがって、テレビジョン受像機２１－１を、図１０に示されるように、ディスプレイ
１５１を上に、収納部５１を下にして、所定の場所（机の上や床の上など）に設置するよ
うにしても、あるいは、背面で、壁などに立て掛けるように設置するようにしても、コネ
クタやケーブルがテレビジョン受像機２１－１の背面で押し潰されることはない。
【００８７】
　以上のように、テレビジョン受像機２１－１の背面に、背面から突出するようにモニタ
パイプ４１を取り付けることで、テレビジョン受像機２１－１を背面側で設置するように
しても、背面に接続されるコネクタやケーブル類により不安定な設置になることはなく、
安定して設置することができる。
【００８８】
　また、背面に接続されるコネクタやケーブル類が、テレビジョン受像機２１－１の重み
により故障してしまうことが抑制される。
【００８９】
　なお、図８のハンドル部１０１－１乃至１０１－４は、必ずしも連結部１０２－１乃至
１０２－４で連結されている必要はなく、例えば、モニタパイプ４１を、ハンドル部１０
１－１乃至１０１－４だけで構成するようにしてもよい。
【００９０】
　また、モニタパイプ４１を、ハンドル部１０１－１だけで構成するようにしてもよく、
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あるいは、ハンドル部１０１－１とハンドル部１０１－３だけで構成するようにしてもよ
い。すなわち、いまの場合、少なくともモニタフック３１に引っ掛けるためのハンドル部
１０１－１があればよく、他のハンドル部１０１－２乃至１０１－４や、連結部１０２－
１乃至１０２－４は、必要に応じて設けるようにしてもよい。
【００９１】
　したがって、例えば、装着部１１－１に、左右のハンドル部１０１－２と１０１－４で
装着される機構の場合には、その機構に応じて、ハンドル部１０１－２と１０１－４だけ
で構成することも可能である。
【００９２】
　次に、図１１および図１２を参照して、テレビジョン受像機２１－１を、スタンド１０
の装着部１１－１に装着した場合の配線について説明する。
【００９３】
　図１１は、装着部１１－１がスタンド枠１０－１から突出した状態の構成例を示す側面
図であり、図１２は、図１１のスタンド枠１０－１の構成例を示す背面図である。
【００９４】
　なお、図６を参照して上述したパンタグラフ機構４２は、実際には、図１２の例に示さ
れるように、左右対称のパンタグラフ機構４２－１および４２－２で構成されているが、
パンタグラフ機構４２－１および４２－２は、左右が異なるだけであり、基本的に同様な
構成であるので、図１１の例においては、パンタグラフ機構４２－２を用いて説明する。
【００９５】
　また、図１２の例のパンタグラフ機構４２－１および４２－２は、位置だけを明示する
ためのものであるため、説明の便宜上、簡易的に長方形で示されている。さらに、実際に
は、スタンド１０（スタンド枠１０－１乃至１０－１５）の内部が見えないように、スタ
ンド１０の背面には、図示せぬカバーが取り付けられている。
【００９６】
　図１１の例においては、装着部１１－１のモニタフック３１には、テレビジョン受像機
２１－１に設けられたモニタパイプ４１（のハンドル部１０１－１）が引っ掛けられて、
テレビジョン受像機２１－１が装着されている。このとき、テレビジョン受像機２１－１
の背面の接続コネクタ１１１と、装着部１１－１のコネクタ３２が接続されている。
【００９７】
　装着部１１－１は、パンタグラフ機構４２－２を介してスタンド枠１０－１に連結され
ている。パンタグラフ機構４２－２は、アーム２２１およびアーム２２２により構成され
る。アーム２２１およびアーム２２２は、平行ピン２２３で連結されており、平行ピン２
２３を軸として、回動自在に構成されている。なお、連結部分の剛性を向上させるために
、平行ピン２２３にベアリングを取り付けるようにしてもよい。
【００９８】
　アーム２２１の一方の固定端は、装着部１１－１の上端に平行ピン２３１を用いて取り
付けられ、他方の固定端は、スタンド枠１０－１に設けられているレール２１３上のイン
ナ２１４に、平行ピン２３２を用いて取り付けられている。
【００９９】
　アーム２２２の一方の固定端は、スタンド枠１０－１の上端に平行ピン２３３を用いて
取り付けられ、他方の固定端は、装着部１１－１に設けられているレール２１１上のイン
ナ２１２に、平行ピン２３４を用いて取り付けられている。
【０１００】
　すなわち、インナ２１４とアーム２２１は、平行ピン２３２で取り付けられているため
、アーム２２１は、インナ２１４に対して、平行ピン２３２を軸に回動自在となり、イン
ナ２１４は、レール２１３上を上下に移動可能となる。同様に、インナ２１２とアーム２
２２は、平行ピン２３４で取り付けられているため、アーム２２２は、インナ２１２に対
して、平行ピン２３４を軸に回動自在となり、インナ２１２は、レール２１１上を上下に
移動可能となる。
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【０１０１】
　以上のようなパンタグラフ機構４２－２により連結されることにより、固定部材として
のスタンド枠１０－１に対して、可動部材としての装着部１１－１は、平行運動、かつ、
往復運動をすることができる。
【０１０２】
　また、同様にして、図１２に示されるように、パンタグラフ機構４２－２と左右対称の
位置に、固定部材としてのスタンド枠１０－１に対して、可動部材としての装着部１１－
１を、平行運動、かつ、往復運動可能にする、パンタグラフ機構４２－２と左右対称の構
成を有するパンタグラフ機構４２－１が連結される。
【０１０３】
　このように、装着部１１－１の左右に２つのパンタグラフ機構４２－１および４２－２
が設けられることにより、可動部材としての装着部１１－１の動きのバランスを取ること
ができる。
【０１０４】
　さらに、パンタグラフ機構４２－２のアーム２２１には、図１２のシャフト２７１を保
持するためのシャフトホルダ２４１、および、シャフト２７３を保持するためのシャフト
ホルダ２４２が設けられており、パンタグラフ機構４２－１のアーム２２１にもシャフト
ホルダ２４１およびシャフトホルダ２４２が設けられている。これらのシャフトホルダ２
４１およびシャフトホルダ２４２が、シャフト２７１およびシャフト２７３を保持するこ
とで、パンタグラフ機構４２－１と４２－２は、シャフト２７１およびシャフト２７３を
介して連結される。
【０１０５】
　また、パンタグラフ機構４２－２のアーム２２２には、シャフト２７２を保持するため
のシャフトホルダ２４３が設けられており、パンタグラフ機構４２－１のアーム２２２に
もシャフトホルダ２４３が設けられている。これらのシャフトホルダ２４３がシャフト２
７２を保持することで、パンタグラフ機構４２－１と４２－２は、シャフト２７２を介し
て連結される。
【０１０６】
　これにより、パンタグラフ機構４２－１および４２－２の剛性は向上され、可動部材と
しての装着部１１－１は、左右で支持されるので、固定部材としてのスタンド枠１０－１
に対して、安定した状態で、平行に往復運動を行うことができる。
【０１０７】
　なお、このパンタグラフ機構４２－１および４２－２を動かす力、すなわち、装着部１
１－１をスタンド枠１０－１から突出する方向への力の作用は、シャフト２７３に取り付
けられるガススプリング２５１により実現される。また、その力の制御は、シャフト２７
３に取り付けられるエアシリンダ２５２により実現される。なお、図１２の例においては
、ガススプリング２５１およびエアシリンダ２５２の図示は、省略されている。
【０１０８】
　具体的には、シャフト２７３には、連結用部材２５３が接続され、連結用部材２５３に
は、図示せぬ平行ピンが用いられて、固定端がスタンド枠１０－１の下部に固定されたガ
ススプリング２５１の上端部が取り付けられており、さらに、図示せぬ細シャフトを介し
て、固定端がスタンド枠１０－１の下部に固定されたエアシリンダ２５２の上端部が取り
付けられている。
【０１０９】
　ガススプリング２５１は、内部に窒素などのガスが充填されており、装着部１１－１を
スタンド枠１０－１から離す方向（図中左方向）に対して伸張能力を有している。
【０１１０】
　エアシリンダ２５２は、ガススプリング２５１の伸張能力（すなわち、図中左方向への
力）に対して反力として働くため、エアシリンダ２５２を設けることにより、ガススプリ
ング２５１の伸張速度（装着部１１－１が図中左方向に移動する速度）を低減させること
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ができる。さらに、エアシリンダ２５２は、実際には、スピードコントロール機構を有す
ることで、スピードコントロール機構によって、ガススプリング２５１に対する反力を調
整することがきる。
【０１１１】
　したがって、パンタグラフ機構４２－１および４２－２に、ガススプリング２５１およ
びエアシリンダ２５２を取り付けることにより、ガススプリング２５１だけでは制御でき
ないガススプリング２５１の伸張速度（装着部１１－１が図中左方向に移動する速度）が
、ガススプリング２５１の伸張能力とエアシリンダ２５２の反力により制御される。すな
わち、スタンド１０から、装着部１１－１が押し出される際の速度が制御される。
【０１１２】
　これにより、スタンド１０に設けられた複数の装着部１１－１乃至１１－９が突出する
際の速度を略一定に調整することができる。
【０１１３】
　また、図１１の例において、コネクタ３２からのケーブル配線２０１は、以上のように
構成されるパンタグラフ機構４２－２が取り付けられるスタンド１０の内部を通過して、
スタンド枠１０－１の背面に取り付けられる仲介基板２０２に接続される。
【０１１４】
　実際には、図１２に示されるように、スタンド枠１０－１の背面には、２本の配線用部
材２８１－１および２８１－２が設けられており、仲介基板２０２は、配線用部材２８１
－１および２８１－２に取り付けられている。仲介基板２０２からのケーブル配線２０３
は、スタンド枠１０－４、スタンド枠１０－７、およびスタンド枠１０－１０を介して、
ボックス１３－１に収納される電気ボックスに接続される。
【０１１５】
　以上のように、テレビジョン受像機１２－１の背面に、背面から突出したモニタパイプ
４１を取り付けるように構成したので、ユーザは、テレビジョン受像機１２－１のモニタ
パイプ４１を、スタンド１０の装着部１１－１のモニタフック３１に引っ掛けるだけで、
簡単にテレビジョン受像機１２－１をスタンド１０に装着することができる
【０１１６】
　また、ユーザは、スタンド１０の装着部１１－１のモニタフック３１から、モニタパイ
プ４１を取り外すだけで、簡単にテレビジョン受像機１２－１を、スタンド１０から取り
外すことができる。
【０１１７】
　さらに、モニタパイプ４１は、テレビジョン受像機１２－１の背面から突出されている
ので、モニタパイプ４１をしっかりと把持することができ、テレビジョン受像機１２－１
を、両手で、あるいは片手でも、容易に持ち運ぶことができる。
【０１１８】
　そして、テレビジョン受像機１２－１を単体で視聴する場合に、テレビジョン受像機１
２－１の背面を下にして設置したり、あるいは、壁に立て掛けたりしても、モニタパイプ
４１により、テレビジョン受像機１２－１の背面と設置場所との距離を常に確保できるた
め、コネクタやケーブルなどの突起物の圧迫を抑制することができる。
【０１１９】
　なお、上記説明においては、テレビジョン受像機１２－１乃至１２－９を用いて説明し
たが、チューナなどは内蔵されていなくてもよく、本発明は、ディスプレイを有するディ
スプレイ装置にも適用される。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明を適用したスケーラブルＴＶシステムの一実施の形態の構成例を示す斜視
図である。
【図２】図１のスケーラブルＴＶシステムの外観の構成例を示す側面図である。
【図３】図１の装着部１１－１がスタンドから押し出された状態のスケーラブルＴＶシス
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テムの外観の構成例を示す斜視図である。
【図４】スタンドから解放され、スタンドから突出した状態の図１の装着部１１－４の構
成例を示す拡大斜視図である。
【図５】スタンドに固定された状態の図１の装着部１１－４の構成例を示す拡大斜視図で
ある。
【図６】図１の装着部とテレビジョン受像機の構成例を示す拡大側面図である。
【図７】図１のテレビジョン受像機の外観の構成例を示す背面斜視図である。
【図８】図７のテレビジョン受像機を背面から見た外観の詳細な構成例を示す上面図であ
る。
【図９】図７のテレビジョン受像機を下方向から見た外観の構成例を示す側面図である。
【図１０】ディスプレイを上にして設置されたテレビジョン受像機の外観の構成例を示す
斜視図である。
【図１１】図６の装着部がスタンド枠から突出した状態の装着部とスタンド枠の構成例を
示す側面図である。
【図１２】図１１のスタンド枠の構成例を示す背面図であるである。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　スケーラブルＴＶシステム，１０　スタンド，１０－１　スタンド枠，１１－１乃
至１１－９　装着部，２１－１乃至２１－９　テレビジョン受像機，４１　モニタ４２，
４２－１，４２－２　パンタグラフ機構 ，６１－１乃至６１－４　接続部材，５１　収
納部，１０１－１乃至１０１－４　ハンドル部，１０２－１乃至１０２－４　連結部，１
１１　接続コネクタ，１２１乃至１２４　コネクタ，２０１　ケーブル配線，２０２　仲
介基板，２０３　ケーブル配線

【図１】 【図２】
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