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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】占有空間を小さくし、表示装置間の隙間を調整
することができる連結装置およびそれを用いた表示装置
組立体を提供する。
【解決手段】各表示装置３ａ，３ｂの背面部にそれぞれ
固定される複数の取付け体５ａ，５ｂが、連結手段７に
よって予め定める軸線Ｌ１～Ｌ３まわりに回動可能に連
結し、各表示面にそれぞれ平行な一平面上で予め定める
軸線Ｌ１～Ｌ３に直交する方向Ａ１，Ａ２に移動可能な
可動部材９ａ，９ｂを設けるとともに、各可動部材９ａ
，９ｂをヒンジ手段１０によって予め定める軸線Ｌ１～
Ｌ３まわりに回動可能に連結して、各表示装置３ａ，３
ｂ間の折曲げ角度を自由に設定できるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに隣接して配置される２つの表示装置を、一方向に配列した展開状態と、各表示装
置が交互に重なるように折畳まれた折畳み状態とに回動可能に連結する連結装置であって
、
　各表示装置の背面部にそれぞれ固定される取付け体と、
　各取付け体を、予め定める軸線まわりに回動可能に連結する連結手段と、を含み、
　前記連結手段は、
　　各取付け体にそれぞれ固定される一対の固定部材と、
　　各固定部材に、各表示面にそれぞれ平行な一平面上で、前記予め定める軸線に直交す
る方向に移動可能に設けられる一対の可動部材と、
　　各可動部材を、前記予め定める軸線まわりに回動自在に連結するヒンジ手段と、を含
むことを特徴とする連結装置。
【請求項２】
　前記ヒンジ手段は、
　　一方の可動部材に固定される第１ヒンジ片と、
　　他方の可動部材に固定される第２ヒンジ片と、
　　一端部が第１ヒンジ片に、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連結される第３ヒ
ンジ片と、
　　一端部が第２ヒンジ片に、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連結される第４ヒ
ンジ片と、
　第１ヒンジ片と第３ヒンジ片の一端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連
結する第１ヒンジピンと、
　第２ヒンジ片と第４ヒンジ片の一端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連
結する第２ヒンジピンと、
　第３ヒンジ片の他端部と第４ヒンジ片の他端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動
可能に連結する第３ヒンジピンと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の連結装置。
【請求項３】
　前記ヒンジ手段は、一端部が一方の可動部材に固定され、かつ他端部が他方の可動部材
に固定される捩りばねから成ることを特徴とする請求項１に記載の連結装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１つに記載の連結装置によって、複数の表示装置の互いに隣接
する各側部が連結されることを特徴とする表示装置組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル・サイネージ(Digital Signage)とも称される電子看板などの多様
なコンテンツを、表示するための大画面を構築する複数の表示装置（すなわち、ディスプ
レイ装置）を連結するために有利に実施することができる連結装置およびそれを用いた表
示装置組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多用途建物の壁面、百貨店、銀行、ホテル、遊技施設、駅、空港、病院および美
術館などには、多様な情報を画像および音響によって表示するデジタル・サイネージ(Dig
ital Signage)とも称される電子看板システムが普及している。
【０００３】
　このような電子看板システムは、液晶表示パネルなどによって代表される薄型の表示装
置を複数連結し、１つの大画面を構築して、立体画像などの多様な表示を行うことができ
るマルチディスプレイ装置によって実現されている。
【０００４】
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　複数の表示装置を回動可能に連結するように構成される連結装置およびそれを用いた表
示装置組立体は、たとえば特許文献１に記載されている。この従来技術では、表示パネル
ユニットを設置、収納、配線等の使用環境や設置環境の自由度を向上させている。複数の
表示装置は、一列にヒンジによって連結して、角度調整を可能として、各表示装置間を任
意の角度に折曲げることができるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－５４６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の従来技術では、表示装置間がヒンジによって連結され、表示装置間を任意の角度
に折曲げることができるが、屏風のように各表示装置が平行となるように折畳むことがで
きないため、運搬および収納などに大きな占有空間を要する。また、折曲げ角度によって
、表示装置間の隙間が調整できずに、サイネージコンテンツの表示演出の品位を低下させ
てしまうという問題がある。
【０００７】
　本発明の目的は、占有空間を小さくし、表示装置間の隙間を調整することができる連結
装置およびそれを用いた表示装置組立体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、互いに隣接して配置される２つの表示装置を、一方向に配列した展開状態と
、各表示装置が交互に重なるように折畳まれた折畳み状態とに回動可能に連結する連結装
置であって、
　各表示装置の背面部にそれぞれ固定される取付け体と、
　各取付け体を、予め定める軸線まわりに回動可能に連結する連結手段と、を含み、
　前記連結手段は、
　　各取付け体にそれぞれ固定される一対の固定部材と、
　　各固定部材に、各表示面にそれぞれ平行な一平面上で、前記予め定める軸線に直交す
る方向に移動可能に設けられる一対の可動部材と、
　　各可動部材を、前記予め定める軸線まわりに回動自在に連結するヒンジ手段と、を含
むことを特徴とする連結装置である。
【０００９】
　また、本発明の前記ヒンジ手段は、一方の可動部材に固定される第１ヒンジ片と、
　　他方の可動部材に固定される第２ヒンジ片と、
　　一端部が第１ヒンジ片に、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連結される第３ヒ
ンジ片と、
　　一端部が第２ヒンジ片に、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連結される第４ヒ
ンジ片と、
　第１ヒンジ片と第３ヒンジ片の一端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連
結する第１ヒンジピンと、
　第２ヒンジ片と第４ヒンジ片の一端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動可能に連
結する第２ヒンジピンと、
　第３ヒンジ片の他端部と第４ヒンジ片の他端部とを、前記予め定める軸線まわりに回動
可能に連結する第３ヒンジピンと、を含むことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に前記ヒンジ手段は、一端部が一方の可動部材に固定され、かつ他端部が
他方の可動部材に固定される捩りばねから成ることを特徴とする。
【００１１】
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　本発明は、前記連結装置によって、複数の表示装置の互いに隣接する各側部が連結され
ることを特徴とする表示装置組立体である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、各表示装置の背面部にそれぞれ固定される複数の取付け体が、連結手
段によって予め定める軸線まわりに回動可能に連結されるので、各表示面にそれぞれ平行
な一平面上で予め定める軸線に直交する方向に可動部材を移動させ、各可動部材をヒンジ
手段によって予め定める軸線まわりに回動させて、各表示装置間の折曲げ角度を自由に設
定し、複数の表示装置を屏風のように折畳むことができる。
【００１３】
　これによって、折畳み状態における占有空間を小さくし、収納性を向上することができ
る。また、各表示装置の折曲げ角度によって、ヒンジ手段の各軸の位置を個別に変えるこ
とができ、これによって各表示装置間の隙間を画像の表示品位が最適となるよう調整する
ことができる。
【００１４】
　また本発明によれば、ヒンジ手段が、第１～第４ヒンジ片と、第１～第３ヒンジピンと
を含んで構成されるので、各表示装置が干渉することなしに大きな角度範囲で各表示装置
間の相対的な角度を調整することができる。
【００１５】
　また本発明によれば、ヒンジ手段を捩りばねによって実現することによって、互いに隣
接する表示装置の各側部を、捩りばねのばね力によって常に弾発的に押し当てた状態とし
、各表示装置の角度に拘らず、各表示装置間の隙間の発生を防止することができる。
【００１６】
　また本発明によれば、前記連結装置によって複数の表示装置が連結されて表示装置組立
体が構成される。このような表示装置組立体は、展開状態において大画面を実現すること
ができ、折畳み状態では各表示装置が重なった状態に折畳まれるので、保管時および運搬
時には折畳み状態とし、保管時および運搬時の占有スペースが少なくて済み、保管時およ
び運搬時の利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態の連結装置１を示す斜視図である。
【図２】ヒンジ手段１０の平面図である。
【図３】ヒンジ手段１０を図２の下方から見た正面図である。
【図４】第３および第４ヒンジ片１３，１４を第３軸線Ｌ３に関して開いた状態を示す平
面図である。
【図５】第３および第４ヒンジ片１３，１４を第３軸線Ｌ３に関して閉じた状態を示す平
面図である。
【図６】図１に示す連結装置１によって３つの表示装置３ａ～３ｃが連結された状態を示
す平面図である。
【図７】第１～第３表示装置３ａ～３ｃが折畳まれた状態を示す底面図である。
【図８】第１および第２表示装置３ａ，３ｂを連結する一方の連結装置１０ａ付近の拡大
底面図である。
【図９】第２および第３表示装置３ｂ，３ｃを連結する他方の連結装置１０ｂ付近の拡大
底面図である。
【図１０Ａ】連結装置１によって３台の表示装置３ａ～３ｃを水平な横方向に連結した表
示装置組立体３０ａを簡略化して示す背面図である。
【図１０Ｂ】２台の表示装置３ａ１，３ｂ１が連結装置１によって連結される本発明の他
の実施形態の表示装置組立体３０ｂを簡略化して示す背面図である。
【図１０Ｃ】本発明の他の実施形態の表示装置組立体３０ｃを簡略化して示す背面図であ
る。
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【図１０Ｄ】本発明のさらに他の実施形態の表示装置組立体３０ｄを簡略化して示す背面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の一実施形態の連結装置１を示す斜視図である。まず、基本的構成を説
明するために、隣接して配置される２台の表示装置３ａ，３ｂを連結する場合について述
べる。本実施形態の連結装置１は、画像を表示可能な表示面２ａ，２ｂを有する複数の表
示装置３ａ，３ｂを、各表示装置３ａ，３ｂを一方向に配列した展開状態と、各表示装置
３ａ，３ｂが交互に重なるように折畳まれた折畳み状態とに回動可能に連結するように構
成される。各表示装置３ａ，３ｂは、たとえば薄型液晶表示装置によって実現される。
【００１９】
　連結装置１は、互いに隣接して配置される２つの表示装置３ａ，３ｂの背面部４ａ，４
ｂにそれぞれ固定される複数の取付け体５ａ，５ｂと、各表示装置３ａ，３ｂの背面部４
ａ，４ｂにそれぞれ固定される取付け体５ａ，５ｂを、予め定める軸線である第１軸線Ｌ
１、第２軸線Ｌ２および第３軸線Ｌ３のうちの少なくとも１つの軸線まわりに回動可能に
連結する連結手段７と、を含んで構成される。
【００２０】
　第１～第３軸線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は、平行である。各表示装置３ａ，３ｂは、連結装置
１によって互いに連結された状態において、第１～第３軸線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３がほぼ鉛直
となるように、所定の設置位置に設置される。
【００２１】
　複数の表示装置３ａ，３ｂは、表示システムを構成し、その所定の位置は、たとえば多
用途建物の壁面、百貨店、銀行、ホテル、遊技施設、駅、空港、病院および美術館などで
あり、多様な情報を画像および音響によって表示するデジタル・サイネージ(Digital Sig
nage)とも称される電子看板システムとして用いられる。
【００２２】
　このような電子看板システムは、液晶表示パネルなどによって代表される薄型の表示装
置を複数連結し、１つの大画面を構築して、立体画像などの多様な表示を行うことができ
る。
【００２３】
　前記連結手段７は、各取付け体５ａ，５ｂにそれぞれ固定される一対の固定部材８ａ，
８ｂと、各固定部材８ａ，８ｂに、各表示面２ａ，２ｂにそれぞれ平行な一平面上で、各
軸線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３に直交する方向Ａ１，Ａ２に移動可能に設けられる一対の可動部材
９ａ，９ｂと、各可動部材９ａ，９ｂを、各軸線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３まわりに回動自在に連
結するヒンジ手段１０とを備える。
【００２４】
　図２は、ヒンジ手段１０の平面図であり、図３はヒンジ手段１０を図２の下方から見た
正面図であり、図４は第３および第４ヒンジ片１３，１４を第３軸線Ｌ３に関して開いた
状態を示す平面図であり、図５は第３および第４ヒンジ片１３，１４を第３軸線Ｌ３に関
して閉じた状態を示す平面図である。
【００２５】
　前記ヒンジ手段１０は、一方の可動部材９ａに固定される第１ヒンジ片１１と、他方の
可動部材９ｂに固定される第２ヒンジ片１２と、一端部が第１ヒンジ片１１に、第１軸線
Ｌ１まわりに回動可能に連結される第３ヒンジ片１３と、一端部が第２ヒンジ片１２に、
第２軸線Ｌ２まわりに回動可能に連結される第４ヒンジ片１４と、第１ヒンジ片１１と第
３ヒンジ片１３の一端部とを、第１軸線Ｌ１まわりに回動可能に連結する第１ヒンジピン
１５と、第２ヒンジ片１２と第４ヒンジ片１４の一端部とを、第２軸線Ｌ２まわりに回動
可能に連結する第２ヒンジピン１６と、第３ヒンジ片１３の他端部と第４ヒンジ片１４の
他端部とを、第３軸線Ｌ３まわりに回動可能に連結する第３ヒンジピン１７とを備える。
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【００２６】
　前述のように、ヒンジ手段１０を３軸構造にし、両端のヒンジ片１１，１２を可動部材
９ａ，９ｂに固定して、各軸線Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３に垂直なＡ１，Ａ２方向にスライド移動
できる構成とした。
【００２７】
　この構成によって、各表示装置３ａ，３ｂ間の折曲げ角度を３６０度の角度範囲で自由
に設定し、複数の表示装置３ａ，３ｂを、いわば屏風のように折畳むことができ、各表示
装置が干渉することなしに、大きな角度範囲で、各表示装置３ａ，３ｂ間の相対的な角度
を調整することができる。
【００２８】
　これによって、折畳み状態における占有空間を小さくし、収納性を向上するることがで
きる。また、各表示装置３ａ，３ｂの折曲げ角度によって、ヒンジ手段１０の各軸Ｌ１，
Ｌ２，Ｌ３の位置を個別に変えることができ、これによって各表示装置３ａ，３ｂ間の隙
間を最小限にすることができる。
【００２９】
　各可動部材９ａ，９ｂには、矢符Ａ１，Ａ２方向に一直線状に延びる案内長孔２１が形
成される。各可動部材９ａ，９ｂは、ボルト２０と、該ボルト２０の軸部が螺合する図示
しないナットとによって、固定部材８ａ，８ｂに対して矢符Ａ１，Ａ２方向に移動させ、
任意の位置で位置決めして固定することができる。前記図示しないナットは、各固定部材
８ａ，８ｂと各取付け体５ａ，５ｂとの間に配置され、各ボルト２０の頭部と前記ナット
とによって、各可動部材９ａ，９ｂと各固定部材８ａ，８ｂとを挟着し、各可動部材９ａ
，９ｂの各固定部材８ａ，８ｂに対する矢符Ａ１，Ａ２方向の変位が阻止され、前述のよ
うに任意の位置で固定される。
【００３０】
　各可動部材９ａ，９ｂおよび各固定部材８ａ，８ｂは、断面が略凹状の短尺材から成る
。各可動部材９ａ，９ｂおよび各固定部材８ａ，８ｂの材料としては、軽量でかつ強度が
高く、耐摩耗性の高い材料、たとえばアルミニウム合金から成ってもよい。
【００３１】
　各取付け体５ａ，５ｂは、各表示装置３ａ，３ｂの背面部４ａ，４ｂよりも面内側に退
避した矩形の板状体から成り、曲げ剛性を高くするため、矢符Ａ１，Ａ２方向に平行な長
手方向に延びる断面凸状の図示しない補強部が形成されている。各取付け体５ａ，５ｂの
材料としては、軽量でかつ強度が高く、耐摩耗性の高い材料、たとえばアルミニウム合金
から成ってもよい。
【００３２】
　図６は、図１に示す連結装置１によって３台の表示装置３ａ～３ｃが連結された状態を
示す平面図である。なお、図１と対応する部分には、同一の数字に添え字ａ，ｂ，ｃを付
して説明する。３台の表示装置３ａ～３ｃは、前述の連結装置１によって、互いに隣接す
る表示装置３ａ～３ｃ同士が回動可能に連結される。すなわち、各表示装置３ａ～３ｃは
、表示面２ａ～２ｃを正面から見て、左側の側部を一側部３ａ１，３ｂ１，３ｃ１とし、
右側の側部を他側部３ａ２，３ｂ２，３ｃ２としたとき、第１表示装置３ａの他側部３ａ
２と第２表示装置３ｂの一側部３ｂ１とが連結され、第２表示装置３ｂの他側部３ｂ２と
第３表示装置３ｃの一側部３ｃ１とが連結される。
【００３３】
　各表示面２ａ，２ｂ，２ｃの法線を含む仮想鉛直面Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３は、第１表示装置
３ａの表示面２ａと第２表示装置３ｂの表示面２ｂとを２等分する中央の仮想鉛直面Ｂ４
、および第２表示装置３ｂの表示面２ｂと第３表示装置３ｃの表示面２ｃとを２等分する
中央の仮想鉛直面Ｂ５に対して、仮想一水平面上において角度θ１，θ２，θ３，θ４を
成す。
【００３４】
　各可動部材９ａ，９ｂを各固定部材８ａ，８ｂに対して矢符Ａ１，Ａ２方向に移動させ
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ることによって、各角度θ１～θ４を個別に変化させ、これによって各表示面２ａ，２ｂ
，２ｃの視聴者に臨む向きを希望する向きに、たとえば設置、収納、配線等の使用環境や
設置環境に応じて最適な向きに設定することができる。
【００３５】
　図７は、第１～第３表示装置３ａ～３ｃが折畳まれた状態を示す底面図であり、図８は
第１および第２表示装置３ａ，３ｂを連結する一方の連結装置１０ａ付近の拡大底面図で
あり、図９は第２および第３表示装置３ｂ，３ｃを連結する他方の連結装置１０ｂ付近の
拡大底面図である。
【００３６】
　前述の第１～第３表示装置３ａ～３ｃが互いに平行に重なって折畳まれた状態では、第
１表示装置３ａの取付け体５ａに設けられる可動部材９ａと、第２表示装置３ｂの取付け
体５ｂに設けられる可動部材９ｂとは、一方のヒンジ手段１０ａによって、互いに干渉す
ることなく、近接して、対向する位置に配置される。
【００３７】
　一方のヒンジ手段１０ａは、第２ヒンジピン１７が第１および第２ヒンジピン１５，１
６よりも内側、すなわち各可動部材９ａ，９ｂ間に配置され、第３および第４ヒンジ片１
３，１４は各可動部材９ａ，９ｂ間の空間に退避している。
【００３８】
　また、第２表示装置３ｂの取付け体５ｂに設けられる可動部材９ｂと、第３表示装置３
ｃの取付け体５ｃに設けられる可動部材９ｃとは、他方のヒンジ手段１０ｂによって、互
いに第２および第３表示装置３ｂ，３ｃを挟んで離反する方向に臨んだ状態に配置される
。
【００３９】
　他方のヒンジ手段１０ｂは、第１～第３ヒンジピン１５～１７は、各可動部材９ａ，９
ｂ、第２表示装置３ｂの他側部３ｂ２および第３表示装置３ｃの一側部３ｃ１よりも側方
（図７の右方）に露出して配置される。この状態では、第１～第３ヒンジピン１５～１７
の各軸線Ｌ１～Ｌ３は、仮想一平面上で平行に配置される。
【００４０】
　このように第１～第３表示装置３ａ～３ｃが互いに平行に重なって折畳まれた状態では
、各可動部材９ａ，９ｂおよび各ヒンジ手段１０ａ，１０ｂの第１～第３表示装置３ａ～
３ｃからの突出量が極めて少ない状態とすることができるので、運搬時や収納時の占有空
間が少なくて済み、取扱い上の利便性に優れた表示システムを実現することができる。
【００４１】
　また、各可動部材９ａ～９ｃを各固定部材８ａ～８ｃに対して矢符Ａ１，Ａ２方向へ移
動させて、各表示装置３ａ～３ｃの各表示面２ａ～２ｃによって表示される画像の表示品
位が低下しないように、各表示装置３ａ～３ｃ間の隙間を調整、たとえば隙間がなくなる
ように調整することができる。
【００４２】
（第２実施形態）
　本発明の他の実施形態では、前記ヒンジ手段１０は、一端部が一方の可動部材９ａに固
定され、かつ他端部が他方の可動部材９ｂに固定される捩りばねによって実現されてもよ
い。このように各可動部材９ａ，９ｂを捩りばねによって連結する構成とすることによっ
て、互いに隣接する表示装置３ａ～３ｃの各側部を、捩りばねのばね力によって弾発的に
押し当てた状態とし、各表示装置３ａ～３ｃ間の角度θ１～θ４に拘らず、常に隙間の発
生を防止することができる。
【００４３】
（第３実施形態）
　前述の各実施形態では、３軸のヒンジ手段１０について述べたが、本発明の他の実施形
態では、３軸のヒンジ手段に限らず、４軸以上の多軸のヒンジ手段を採用するようにして
もよい。このような構成を採用した場合においても、前述の３軸のヒンジ手段１０を用い
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た場合と同様な効果を達成することができる。
【００４４】
　図１０Ａは、前述の各実施形態の連結装置１によって３台の表示装置３ａ～３ｃを水平
な横方向に連結した表示装置組立体３０ａを簡略化して示す背面図であり、図１０Ｂは２
台の表示装置３ａ１，３ｂ１が連結装置１によって連結される本発明の他の実施形態の表
示装置組立体３０ｂを簡略化して示す背面図である。なお、前述の実施形態と対応する部
分には、同一の参照符を付す。前述の実施形態では、３台の表示装置３ａ～３ｃを、展開
状態において、互いに隣接して配置される各側部の上下２個所を連結装置１によって連結
した構成について述べたが、本発明の他の実施形態では、２台の表示装置３ａ１，３ｂ１
の互いに隣接した各側部を上下２個所で連結装置１によって連結した表示装置組立体３０
ｂが実現される。このような表示装置組立体３０ｂにおいても、前述の各実施形態と同様
に、展開状態においては大画面を実現し、折畳み状態においては占有スペースを小さくし
て、保管時および運搬時の利便性を向上することができる。
【００４５】
　（第５実施形態）
　図１０Ｃは、本発明の他の実施形態の表示装置組立体３０ｃを簡略化して示す背面図で
ある。本実施形態では、前述の実施形態の表示装置組立体３０ａ，３０ｂに比べて小形の
表示装置、たとえば２０型～３２型程度の表示装置３ａ２，３ｂ２，３ｃ２，３ｄ２の互
いに隣接する各側部の上下２段を、前記連結装置１によって連結するように構成される。
このような表示装置組立体３０ｃによれば、展開状態においては、横長の大画面を実現し
、折畳み状態においては、占有スペースを小さくして、保管時および運搬時の利便性を向
上することができる。
【００４６】
　（第６実施形態）
　第１０Ｄは、本発明のさらに他の実施形態の表示装置組立体３０ｄを簡略化して示す背
面図である。本実施形態では、５台の表示装置３ａ３～３ｅ３の互いに隣接する長辺側の
各一側部が前記連結装置１によって、長辺方向の両端部と中央部との３個所が連結されて
構成される。このような構成によってもまた、前述の各実施形態と同様に、展開状態にお
いては、大画面を実現し、折畳み状態においては、占有スペースを小さくして、保管時お
よび運搬時の利便性を向上することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１　連結装置
　２ａ，２ｂ，２ｃ　表示面
　３ａ，３ｂ，３ｃ　表示装置
　４ａ，４ｂ，４ｃ　背面部
　５ａ，５ｂ，５ｃ　取付け体
　７　連結手段
　８ａ，８ｂ　固定部材
　９ａ，９ｂ　可動部材
　１０；１０ａ，１０ｂ　ヒンジ手段
　１１　第１ヒンジ片
　１２　第２ヒンジ片
　１３　第３ヒンジ片
　１４　第４ヒンジ片
　１５　第１ヒンジピン
　１６　第２ヒンジピン
　１７　第３ヒンジピン
　２０　ボルト
　２１　案内長孔
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　Ｌ１　第１軸線
　Ｌ２　第２軸線
　Ｌ３　第３軸線

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月15日(2018.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに隣接して配置される２つの表示装置を、一方向に配列した展開状態と、各表示装
置が交互に重なるように折畳まれた折畳み状態とに回動可能に連結する連結装置であって
、
　各表示装置の背面部にそれぞれ固定される取付け体と、
　各取付け体を、予め定める軸線まわりに回動可能に連結する連結手段と、を含み、
　前記連結手段は、
　　各取付け体にそれぞれ固定される一対の固定部材と、
　　各固定部材に、各表示面にそれぞれ平行な一平面上で、前記予め定める軸線に直交す
る方向に移動可能に設けられる一対の可動部材と、
　　各可動部材を、前記予め定める軸線まわりに回動自在に連結するヒンジ手段と、を含
むことを特徴とする連結装置。
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