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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２本の第１の梁材の一端を回動自在にピン結合した二組を所定の間隔に並設配置して、
各組の２本の第１の梁材の他端を所定の角度に設定して固定配置し、前記二組の第１の梁
材のピン結合部位間に第２の梁材を架設して端部を回動自在にピン結合すると共に、この
第２の梁材の一方の端部と二組の一方側の一方の第１の梁材の他端との間に第３の梁材を
たすき掛け状に架設して端部を回動自在にピン結合し、該二組の一方側の２本の第１の梁
材の他端にそれぞれ第４の梁材の一端を回動自在にピン結合し、この第４の梁材の他端間
に第２の梁材を架設して両端を回動自在にピン結合すると共に、この第４の梁材の一方の
一端と他方の他端との間に第３の梁材をたすき掛け状に架設して端部を回動自在にピン結
合し、前記２本の第２の梁材の各両端間に、一端を回動自在にピン結合してＬ字形状に組
合せた第５及び第６の梁材の各開放側他端を架設して端部を回動自在にピン結合したリン
ク構造体と、
　このリンク構造体のＬ字形状にピン結合した二組の第５及び第６の梁材の第６の梁材間
に配置される表示器と、
　前記リンク構造体の二組の第５及び第６の梁材の開放側ピン結合部位間に架設されて両
端が回動自在にピン結合され、伸縮動作に連動して前記第２～第６の梁材の角度を可変し
て、前記表示器の視認角を設定する伸縮自在な伸縮機構と、
　を具備することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
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　前記リンク構造体の第４の梁材間には、前記表示器に対して電気的に接続される制御器
が組付け配置されることを特徴とする請求項１記載の表示装置。
【請求項３】
　前記リンク構造体の第１の梁材を２本一組として配した二組の他方側には、操作部が前
記表示器に並設されて設けられることを特徴とする請求項１又は２記載の表示装置。
【請求項４】
　前記操作部は、折畳み収容した第１の位置と、操作可能な第２の位置に移動可能に設け
られることを特徴とする請求項３記載の表示装置。
【請求項５】
　前記リンク構造体は、前記第５及び第６の梁材をピン結合した一端のピン結合部位にそ
れぞれ第７の梁材の一端を回動自在にピン結合して延設し、この第７の梁材の他端間に第
２の梁材を架設して、両端を回動自在にピン結合し、この第７の梁材間に第２の表示器を
架設すると共に。この第７の梁材の他端と前記第１の梁材で形成された二組のピン結合部
位間に第２の伸縮機構を架設し、この第２の伸縮機構を伸縮駆動して前記第２の表示器を
、前記表示器に対して独立して折畳み展開自在に設けたことを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか記載の表示装置。
【請求項６】
　前記リンク構造体を形成する第１～第７の梁材は、パイプで構成されることを特徴とす
る請求項５記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば回転翼型航空機や固定翼型航空機等（以下、航空機と称す）に搭載
するのに好適する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の航空機に搭載される表示装置においては、設置環境が、強い振動や衝撃を受け
る極限環境で、これらの強い振動及び衝撃を受けながら使用に供される。このため、この
ような表示装置にあっては、その振動・衝撃に耐え得るだけの十分な強度・剛性を有して
設置することが必要とされている。
【０００３】
　そこで、このような表示装置にあっては、アングル材等の複数の梁材を溶接等により、
所望の形状に骨組み結合して骨組み体を形成し、この骨組み体の所定の位置に表示器を取
付けて、この表示器の周囲の梁材に板材をリベット等の手法により張り付けることで、加
わる振動・衝撃に耐え得るだけの強度・剛性を得るように構成したものが提案されている
（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平０４－３４１２１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記表示装置では、強度・剛性の要求を満足すると、重量が重くなると
いう問題を有する。また、これによると、一旦、骨組み体を介して航空機に設置すると、
その視認角度が一定の方向からのみとなるために、例えば航空機内において、他の作業を
行いながら表示器を使用したりすることが困難なために、その使い勝手が劣るという問題
を有する。
【０００５】
　この発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、強度・剛性の要求を満足したうえで
、軽量化の促進を図り得、且つ、使い勝手の向上を実現し得るようにした表示装置を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、２本の第１の梁材の一端を回動自在にピン結合した二組を所定の間隔に並
設配置して、各組の２本の第１の梁材の他端を所定の角度に設定して固定配置し、前記二
組の第１の梁材のピン結合部位間に第２の梁材を架設して端部を回動自在にピン結合する
と共に、この第２の梁材の一方の端部と二組の一方側の一方の第１の梁材の他端との間に
第３の梁材をたすき掛け状に架設して端部を回動自在にピン結合し、該二組の一方側の２
本の第１の梁材の他端にそれぞれ第４の梁材の一端を回動自在にピン結合し、この第４の
梁材の他端間に第２の梁材を架設して両端を回動自在にピン結合すると共に、この第４の
梁材の一方の一端と他方の他端との間に第３の梁材をたすき掛け状に架設して端部を回動
自在にピン結合し、前記２本の第２の梁材の各両端間に、一端を回動自在にピン結合して
Ｌ字形状に組合せた第５及び第６の梁材の各開放側他端を架設して端部を回動自在にピン
結合したリンク構造体と、このリンク構造体のＬ字形状にピン結合した二組の第５及び第
６の梁材の第６の梁材間に配置される表示器と、前記リンク構造体の二組の第５及び第６
の梁材の開放側ピン結合部位間に架設されて両端が回動自在にピン結合され、伸縮動作に
連動して前記第２～第６の梁材の角度を可変して、前記表示器の視認角を設定する伸縮自
在な伸縮機構とを備えて表示装置を構成した。
【０００７】
　上記構成によれば、リンク構造体は、その２本を一組とする二組の第１の梁材の他端を
固定配置すると共に、その第６の梁材間に表示器を取付けた状態で、ピン結合された第１
～第６の梁材がそれぞれ荷重を基本的に軸力として受けて、表示器を保持する。そして、
リンク構造体は、その伸縮機構が伸縮駆動されると、その伸縮位置に応じて第１乃至第６
の梁材のピン結合部位が回動されて、該梁材の姿勢が可変され、表示器を、所望の視認角
に可変設定する。
【０００８】
　これにより、軽量化を図ったうえで、所望の強度・剛性を得ることが可能となり、しか
も、保持した表示器の姿勢の可変調整を容易に実現することができて、視認形態の多様化
を図ることができて、その使い勝手の向上を実現することが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　以上述べたように、この発明によれば、強度・剛性の要求を満足したうえで、軽量化の
促進を図り得、且つ、使い勝手の向上を実現し得るようにした表示装置を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、この発明の一実施の形態に係る表示装置を示すもので、リンク構造体１０は、
例えばアルミニウム材でパイプ状に形成された第１乃至第６の梁材１１，１２，１３，１
４，１５，１６がリンク状に組合わされて端部同士が、周知のピン結合構造により回動自
在にピン結合されて、所望の形状に形成されている。
【００１２】
　即ち、上記第１の梁材１１は、例えば４本が２本一組として二組、その一端が回動自在
にピン結合され、その各他端には、床面設置用固定部１１１がそれぞれ取付けられている
。この一組２本の第１の梁材１１は、二組が所定の間隔に対向配置され、相互の一端間に
第２の梁材１２が架設されて、その端部が回動自在にピン結合されて４本足の脚部を形成
している。
【００１３】
　そして、上記２本一組とした第１の梁材１１の二組間には、その一方の他端と他方の一
端間に第３の梁材１３が、いわゆるたすき掛けに架けわたされて、各端部が回動自在にピ
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ン結合されている。また、二組の第１の梁材１１の各一方の他端には、第４の梁材１４の
一端がそれぞれ回動自在にピン結合され、この第４の梁材１４の各他端には、第５の梁材
１５の一端が回動自在にピン結合されている。
【００１４】
　この第５の梁材１５の各他端には、表示器取付部を構成する第６の梁材１６の一端がそ
れぞれ回動自在にピン結合されている。この第６の梁材１６の他端は、上記第１の梁材１
１の一端に対して回動自在にピン結合される。
【００１５】
　そして、この２本の第６の梁材１６の両端における端部間及び第５の梁材１５の一端の
ピン結合間には、それぞれ上記第２の梁材１２が架設されて端部同士が回動自在にピン結
合されている。このうち２本の第４の梁材１４の両端間には、上記第３の梁材１３が、い
わゆるたすき掛けに架けわたされて各端部が回動自在にピン結合されている。
【００１６】
　また、上記二組の第１の梁材１１の各一端と上記２本の第４の梁材１４の他端の間には
、伸縮機構を構成する伸縮部材１７がそれぞれリンク状に架設されて、その両端が回動自
在にピン結合されている（図２参照）。この伸縮部材１７は、例えばジャッキ等で形成さ
れ、選択的に伸縮駆動されると、上記第１，２，４，５及び６の梁材１１，１２，１４，
１５，１６の各リンク結合部が回動されてリンク構造体１０の姿勢が可変される。
【００１７】
　また、上記２本の第６の梁材１６と上記２本の第２の梁材１２で形成される空間は、表
示器取付部を構成し、この空間を利用して表示器１８が取付けられる。そして、この表示
器１８は、リンク構造体１０の例えば上記第４の梁材１４間に組付けられる制御器１９に
対して配線接続される。
【００１８】
　この表示器１８及び制御器１９の配線接続は、例えば取付配置したリンク構造体１０の
梁材間の隙間を利用して行われる。そして、これら表示器１８及び制御器１９は、リンク
構造体１０への取付配置後において、例えば保守点検を行う必要が生じたような場合、そ
のリンク構造体１０の梁材間の隙間を利用して行われる。
【００１９】
　さらに、上記二組の第１の梁材１１における他方側には、例えば第１及び第２の取付部
１１２，１１３が上記表示器取付部を構成する空間に対応して所定の間隔に設けられる。
そして、この第１及び第２の取付部１１２，１１３には、操作部２０の取付部材２１が選
択的に取付けられる。
【００２０】
　即ち、操作部２０は、その取付部材２１が第１の梁材１１の第１の取付部１１２に取付
けられると、上記空間に取付けられた表示器１８上に折重なるように折畳み収容される。
そして、操作部２０は、その取付部材２１が第１の梁材１１の第２の取付部１１３に取付
けられると、展開されて操作可能に上記表示器１９に並設される。
【００２１】
　なお、上記説明では、説明の都合上、リンク構造体１０内に制御器１９を組付けるよう
に構成した場合について代表して説明しているが、その他の電子ユニット等を組付け配置
するようにしてもよい。
【００２２】
　上記構成において、リンク構造体１０は、その４本の第１の梁材１１の床面設置用固定
部１１１が、例えば航空機の床面に載置されて図示しない螺子等を用いて該床面に固定さ
れて配置される。この状態で、リンク構造体１０は、その伸縮部材１７が伸縮駆動され、
例えば図２に示す位置から図３に示すように伸長されると、第１，２，４，５及び６の梁
材１１，１２，１４，１５，１６の各ピン結合部が、回動されて第２の梁材１２と第６の
梁材１６で形成される空間に取付けた表示器１８の姿勢が上方に向いて、その視認角が可
変される。
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【００２３】
　そして、リンク構造体１０は、伸縮部材１７が、図４に示すように反転されて収縮され
ると、上記第１，２，４，５及び６の梁材１１，１２，１４，１５，１６の各ピン結合部
が反転され、第２の梁材１２と第６の梁材１６で形成される空間に取付けた表示器１８の
姿勢が下方となり、その視認角が可変される。このようにして、リンク構造体１０は、操
作者に対応してその伸縮部材１７を伸縮駆動させることで、表示器１８の視認角が選択的
に調整されて使用に供される。
【００２４】
　また、操作部２０は、その取付部材２１が第１の取付部１１２から第２の取付部１１３
に移動されて折畳み位置から展開されて、表示器１８に並設して操作可能に設定される。
そして、この操作部２０は、例えば表示器１８の未使用時、その取付部材２１が第２の取
付部１１３から第１の取付部１１２に移動されると、リンク構造体１０の第１の梁材１１
に沿って折畳まれて、設置空間の有効利用を可能となる。
【００２５】
　そして、例えば操作者が代わり、上記表示器１８の視認角を操作者に合致する最適な姿
勢に可変する場合には、上記伸縮部材１７を伸縮させると、リンク構造体１０の第１，２
，４，５及び６の梁材１１，１２，１４，１５，１６の各リンク結合部が回動されて姿勢
が可変され、表示器１８の視認角が調整される。
【００２６】
　このように、上記表示装置は、第１乃至第６の梁材１１，１２，１３，１４，１５，１
６をリンク状に組合わせて端部同士を回動自在にピン結合し、所望の形状を有するリンク
構造体１０を形成して、その梁間に表示器１８を取付けると共に、脚部を構成する第１の
梁材１１の端部に床面設置用固定部１１１を設け、このリンク構造体１０に取付けた表示
器１８に対応するピン結合部間に伸縮部材１７を架設して配し、この伸縮部材１７の伸縮
駆動により、上記表示器１８の姿勢を可変して視認角を調整し得るように構成した。
【００２７】
　これによれば、リンク構造体１０は、その脚部を構成する床面設置用固定部１１１を床
面に取付けると、ピン結合した第１乃至第６の梁材１１，１２，１３，１４，１５，１６
がそれぞれ基本的に荷重を軸力として受け、しかも、その伸縮部材１７が伸縮駆動される
と、その伸縮位置に応じて第１，２，４，５及び６の梁材１１，１２，１４，１４，１６
の各リンク結合部が回動されて、各姿勢が可変され、支持した表示器１８を、所望の姿勢
に可変設定する。
【００２８】
　この結果、軽量化を確保したうえで、所望の強度・剛性を得ることができ、しかも、保
持した表示器１８の姿勢の可変調整を容易に実現することができることにより、視認形態
の多様化が図れるため、その使い勝手の向上を実現することができる。
【００２９】
　なお、上記実施の形態では、一台の表示器を取付け配置するようにしたリンク構造体１
０に適用した場合について説明したが、これに限ることなく、その他、例えば図５に示す
ように上記表示器１８に並設して第２の表示器２２を、独立して姿勢調整に配置するよう
にしたリンク構造体３０を構成することも可能で、同様に有効な効果が期待される。但し
、図５においては、上記図１と同一部分について同一符号を付して、その詳細な説明を省
略する。
【００３０】
　即ち、この実施の形態では、上記表示器取付部を構成する第５の梁材１５と第６の梁材
１６のピン結合部に対してそれぞれ第２の表示器取付部を構成する第７の梁材２３の一端
が回動自在にピン結合され、この２本の第７の梁材２３の他端間には、上記第２の梁材１
２が架設されて端部が回動自在にピン結合される。そして、２本の第７の梁材２３と第２
の梁材１７で囲まれた空間には、上記第２の表示器２２が取付けられる。ここで、この第
２の表示器２２は、上記表示器１８の上部に並設されて配置される。
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【００３１】
　また、上記２本の第７の梁材２３の他端と上記第１の梁材１１の一端間には、伸縮駆動
自在な第２の伸縮材２４が架設されて、その端部が回動自在にピン結合される。この第２
の伸縮部材２４は、例えば同様にジャッキ等の伸縮機構で構成され、上記伸縮部材１７と
協働して上記表示器取付部に取付けた表示器１８と上記第２の表示器取付部に取付けた第
２の表示器２２の姿勢を可変設定する。
【００３２】
　この第２の伸縮部材２４は、上記伸縮部材１７が、図６に示す位置から図７及び図８に
示すように伸縮されると、上記表示器取付部に取付けた表示器１８の姿勢を維持した状態
で、該表示器１８に対して上記第２の表示器取付部に取付けた第２の表示器２２の対向角
度を可変させる。即ち、第２の伸縮部材２４は、例えば上記伸縮部材１７が伸縮駆動され
た伸縮位置において、その伸縮駆動により、上記第２の表示器２２を回動させて上記表示
器１８に対する対向角度を可変設定する。
【００３３】
　例えば、上記伸縮部材１７が図８に示すように伸長された状態では、第２の伸縮部材２
４が伸縮駆動されると、その伸縮位置に応じて、上記表示器１８に対する上記第２の表示
器２２の対向角度を、図９に示すように広くしたり、あるいは図１０に示すように小さく
なるように可変させる。
【００３４】
　そして、第２の伸縮部材２４は、上記伸縮部材１７が図７に示すように収縮されている
状態において、伸縮駆動されると、その伸縮位置に応じて上記表示器１８に対する第２の
伸縮部材２４の対向角度を、図１１に示すように広くしたり、あるいは図１２に示すよう
に小さくなるように可変させる。
【００３５】
　このように上記リンク構造体３０は、伸縮部材１７及び第２の伸縮部材２４を選択的に
伸縮駆動させることにより、表示器１８及び第２の表示器２２の２台それぞれの視認角を
所望の値に可変設定することができる。これにより、上記表示器１８及び第２の表示器２
２の２台を、操作者（使用者）の体形等に応じた所望の姿勢に調整することができて、容
易な使用を実現することができる。
【００３６】
　また、上記各実施の形態では、梁材としてパイプを用いてリンク構造体１０，３０を構
成した場合について説明したが、これに限ることなく、各種形状の梁材を用いて構成する
ことも可能である。
【００３７】
　さらに、リンク構造体１０，３０としては、上記各実施の形態で説明した構成に限るこ
となく、その他、各種の形状のものを構成可能で、同様に有効な効果が期待される。例え
ば、上記実施の形態の如く、４本の脚部に代えて３本以上の複数本の脚部を備えたリンク
構造体を構成することも可能である。
【００３８】
　また、上記実施の形態では、操作部２０を設けるように構成した場合について説明した
が、これに限ることなく、操作部２０を備えないシステムにおいても適用可能で、同様に
有効な効果が期待される。
【００３９】
　よって、この発明は、上記実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記実施の形態
には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合
せにより種々の発明が抽出され得る。
【００４０】
　例えば実施の形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が
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【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】この発明の一実施の形態に係る表示装置の外観構成を説明するために示した斜視
図である。
【図２】図１を側面から見た状態を示した平面図である。
【図３】図２の状態から伸縮部材を伸長させた姿勢を示した平面図である。
【図４】図２の状態から伸縮部材を収縮させた姿勢を示した平面図である。
【図５】この発明の他の実施の形態に係る表示装置の外観構成を説明するために示した斜
視図である。
【図６】図５を側面から見た状態を示した平面図である。
【図７】図６の状態から伸縮部材を収縮させた姿勢を示した平面図である。
【図８】図６の状態から伸縮部材を伸長させた姿勢を示した平面図である。
【図９】図８の状態から第２の伸縮部材を伸長させた姿勢を示した平面図である。
【図１０】図８の状態から第２の伸縮部材を収縮させた姿勢を示した平面図である。
【図１１】図７の状態から第２の伸縮部材を伸長させた姿勢を示した平面図である。
【図１２】図７の状態から第２の伸縮部材を収縮させた姿勢を示した平面図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１０…リンク構造体、１１…第１の梁材、１１１…床面設置用固定部、１１２…第１の
取付部、１１３…第２の取付部、１２…第２の梁材、１３…第３の梁材、１４…第４の梁
材、１５…第５の梁材、１６…第６の梁材、１７…伸縮部材、１８…表示器、１９…制御
器、２０…操作部、２１…取付部材、２２…第２の表示器、２３…第７の梁材、２４…第
２の伸縮部材。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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