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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端および先端を有するアームと、アームを固定された支持体に据え付けるために前記
基端に設けられた据え付け手段と、アームの先端に設けられたユニバーサル継手と、アー
ムから電気表示装置を容易に迅速に離脱させるためにユニバーサル継手へ接続された早や
外し機構とを備え、早や外し機構は、互いに離脱可能に協働しアームへの電気表示装置の
着脱を可能とするように形成された雄の取り付け部材および雌の取り付け部材と、使用者
の手動操作により係合を解いてアームから電気表示装置を離脱させる操作片を有するロッ
キング手段とからなり、雄の取り付け部材は支持される電気表示装置をアームに取り付け
るための搭載手段を有し、雌の取り付け部材はユニバーサル継手に接続され、操作片は電
気表示装置が取り付けられる雄の取り付け部材から延出することを特徴とする電気表示装
置の支持装置。
【請求項２】
　前記アームは、その基端と先端の中間にアームの先端を１水平面内で端から端へ移動さ
せるピボット継手を有する請求項１に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項３】
　前記据え付け手段は、固定された支持体としての支持支柱の周りに嵌るカラー又はスリ
ーブである請求項１に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項４】
　前記据え付け手段は、アームを固定された支持体としての壁に取り付けるために前記壁
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と移動可能に係合する取付手段を有する請求項１に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項５】
　前記ユニバーサル継手は、互いに直角に配置された２軸を中心に枢動するように構成さ
れ配置される請求項１に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項６】
　前記２軸は水平軸および垂直軸からなる請求項５に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項７】
　前記ユニバーサル継手（５）は、装着プレート（８０）と、前記装着プレート（８０）
から延びて拡大され軸心に対して直角に延びる中心穴（８４）を有する円盤形状のヘッド
（８３）を有するスピゴット（８２）と、前記ヘッド（８３）を包囲し前記装着プレート
（８０）がスピゴットヘッド（８３）を貫通する中心穴（８４）によって規定された軸を
中心に上下に枢動するように両端から延びるピボットピン（７１，７２）を備えるシェル
（７０）と、先端にＹ字状のヨーク部（６１）を有し前記ヨークの両端に整列させられた
２つの穴（６２，６３）を規定するアーム（２Ａ）とを備え、各穴（６２，６３）に収め
られるように構築され配置されたピン（７１，７２）が前記プレート（８０）を前記ピン
（７１，７２）によって規定された軸を中心に端から端へも枢動させる請求項６に記載の
電気表示装置の支持装置。
【請求項８】
　前記カラーまたはスリーブは両端が開いたチューブであり、前記チューブは内径が一定
でありその一端に内径が増大して前記一端の周りが面取りされた内縁を備える請求項３に
記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項９】
　前記支持支柱は、その長手方向に沿って間隔を空けた平行な複数の環状溝を有する請求
項８に記載の電気表示装置の支持装置。
【請求項１０】
　前記支柱が互いに嵌り合う独立した複数のセグメントからなる請求項９に記載の電気表
示装置の支持装置。
【請求項１１】
　前記溝の１つに配置される弾性Ｏリングを有する請求項９に記載の電気表示装置の支持
装置。
【請求項１２】
　前記溝の１つに配置される弾性Ｏリングを有する請求項１０に記載の電気表示装置の支
持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、証券取引所などで利用される表示モニターのような表示装置用の支持システ
ムに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
金融業者は、彼らの職場又は机において、取引を行ううえで必要とする株価や他の価格情
報を伝える表示モニターに囲まれている。彼らの仕事においては速さが不可欠であるので
、もし、モニターの１つが故障して停止すると悲惨な結果となる。この問題に対処する最
も早い方法は、そのモニターを修理せずに直ちに交換することである。しかしながら、通
常、モニターはその用途において、組み立て取り付け具または支持体上に装着されている
ので、それを取り外して交換することは容易でない。
【０００３】
従って、この発明の目的は、表示装置の交換を容易にする手段を備える表示装置の支持シ
ステムを提供することと、適応性に富み、かつ、表示装置の使用者の要求に合わせて組み
立てることができる支持システムを提供することである。
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【０００４】
【課題を解決するための手段】
この発明は、表示装置を吊り下げるように形成された搭載手段を備え、その搭載手段は表
示装置を支持装置から容易に迅速に離脱させる早や外し機構を備えてなる、モニターのよ
うな電気表示装置の支持装置（支持システム）を提供するものである。
【０００５】
【発明の実施の形態】
好ましくは、表示装置は表示モニターであり、支持装置は壁又は支柱に取り付ける据え付
け手段を早や外し機構から離れた端部に有するアームからなる。
【０００６】
好ましい実施の形態において、搭載手段は、アームを１平面内で端から端へ移動させるピ
ボット継手を備える。
【０００７】
実施の形態の１つにおいて、据え付け手段は、支柱の周りに嵌まるカラー又はスリーブの
形態とすることができる。他の実施の形態において、据え付け手段は、壁に係止するよう
に作動し、かつ、アームを取り付けるための取り付け手段を備えてなる。壁（SLATWALL）
は平面状、あるいは間隔を有して水平に延びる平行な複数の溝を備えることができ、この
場合において、取り付け手段は、溝の１つに係止してアームを壁に取り付けるリップと、
上又は下に位置する溝に係止しリップによって係止されて表示装置を壁に固定する固定手
段とを備えることができる。
【０００８】
アームは、ピボット継手によって互いに結合される２つの部材から構成でき、各々の部材
がピボット継手によって１平面内を端から端まで移動できる。好ましい実施の形態におい
て、搭載手段は、支持装置の端に設けられたユニバーサル継手に接続される。
【０００９】
早や外し機構は、好ましくは、モニター搭載手段の裏から突出する雄の取り付け部材を備
え、その取り付け部材は搭載手段に取り付け可能な雌の取り付け部材に設けられたさねは
ぎ溝中に受け入れられるヘッドを有する。
【００１０】
好ましくは、早や外し機構は、雄の取り付け部材のヘッドが雌の取り付け部材の溝に十分
に設置される時に、係止を付勢するロッキング手段を備える。通常、前記ロッキング手段
を解除するために、使用者による手動操作用の操作片がロッキング手段から延出する。通
常、操作片は、搭載される表示装置の周縁の外へ延びるレバーからなる。
【００１１】
好ましくは、据え付け手段は両端が開いたチューブ状のカラーであり、そのカラーは支持
支柱の周りに覆い被さって嵌められ、カラーの長さの大半にわたって一定の内径を有する
が、一端の径が増大させられ、前記一端の周りに内側を面取りした縁を備える。
【００１２】
好ましい実施の形態において、支持装置は直立した支柱又は柱に装着され、支柱又は柱は
、弾性Ｏリングを受け入れるために間隔を有する平行な複数の環状溝を有する。支柱は一
体に形成されるか、または互いに嵌り合う複数のセグメントから構成できる。
【００１３】
【実施例】
この発明によるいくつかの好ましい実施例について、図面に基づいて説明する。
【００１４】
まず、図１および図２を参照すると、支持支柱３に取り付けられたアーム２からなる支持
装置（支持システム）に装着されたフラットスクリーンモニター１が示されている。アー
ム２はアーム部材２Ａ、２Ｂからなり、アーム部材２Ａは垂直ピボットピン６によってア
ーム部材２Ｂに接続される。アーム２のアーム部材２Ｂは下方部材２Ｂ１と上方部材２Ｂ
２からなる。ユニバーサル継手５（後で詳しく説明する）は、アーム２の遠方の端部に備
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えられ、フラットスクリーンモニター１へ装着されたクイックリリース（早や外し）機構
４に接続される。
【００１５】
図１３～図１６に基づいて支持支柱３の構造について詳しく説明する。図１４は支柱部材
３Ａを示し、支柱部材３Ａはその外周面に複数の環状溝１２を有する中空の円筒形チュー
ブ１１からなっている。環状溝１２はチューブ１１の長さに沿って間隔を空けて互いに平
行となるように設けられている。
下側プラグ１３は、その一端に外方へ延出する環状フランジ１５を有し、チューブ１１の
底に嵌入されている。下側プラグ１３はねじ付きの中心穴１４を有し、空洞１６が下側プ
ラグ１３内に形成されている。下側プラグ１３がチューブ１１内に配置されたとき、チュ
ーブ１１の下端部２２は図示のように環状フランジ１５へ着座する。上側プラグ１７はそ
の中にねじ付きの中心穴１８を有し、チューブ１１の上端部２１へ嵌入されている。下側
プラグ１３および上側プラグ１７は、ねじ付きのロッド２３によって互いに接続され、上
側プラグ１７は、リップ２０がチューブ１１の上端部２１に着座するまでねじ付きのロッ
ド２３の周囲を回転させられ、チューブ１１の上端部２１内へ嵌入されている。
【００１６】
図１３は、支柱部材３Ｂを示し、支柱部材３Ｂは中空の円筒形チューブ２４からなり、そ
の外周面に環状溝１２が形成されている。環状溝１２は互いに平行でチューブ２４の長さ
に沿って軸方向に間隔を空けられている。下側プラグ２５はその中にねじ付きの中心穴２
６を有し、横方向に延出する環状リップ２７がチューブ２４の下端部２８と係合するよう
にチューブ２４の底に嵌入されている。下側プラグ２５は直径の小さい部位２９を有し、
部位２９は下側プラグ２５の端から突き出ている。この細径の部位２９は、支柱部材３Ａ
の上側プラグ１７の空洞１９に嵌めることができ、支柱部材３Ａおよび３Ｂを互いに接続
する。上側プラグ３５はねじ付きの中心穴３２を有し、上側プラグ３５の上方の環状リッ
プ３３がチューブ２４の上端部３４に着座するようにチューブ２４の上端部３４に嵌入さ
れている。ねじ付きのロッド３０は、ねじ付きの中心穴２６および３２と係合して上側プ
ラグ３５および下側プラグ２５を互いに接続する。上側プラグ３５は、その上方の環状リ
ップ３３がチューブ２４の上端部３４に着座するまでロッド３０の周囲を回転させられる
ことによりチューブ２４に嵌められている。
【００１７】
上側および下側プラグ１２、１７、２５および３５をそれらの各チューブ１１、２４にロ
ッド２３又は３０を用いて保持する代わりに、これらのロッドを省略し、公知の方法でチ
ューブの外面からプラグ内へねじ込まれるグラブスクリュー（図示せず）を用いることが
できる。
【００１８】
図１５及び図１６は支柱部材３Ａおよび３Ｂの長さに沿って滑動可能なブッシュ部材３Ｃ
を示している。ブッシュ部材３Ｃはその上端近傍に環状溝３８を有し、かつ、ブッシュ部
材３Ｃの下端の周囲にカラー３７を有する。カラー３７の内面は、本体部３６の下端領域
４０の周囲にわたって面取りされる。この理由については後で簡潔に説明する。
【００１９】
使用状態において、ブッシュ部材３Ｃは支柱部材３Ａおよび３Ｂに覆いかぶさって嵌めら
れ、支柱部材３Ａおよび３Ｂに沿って滑動可能である。ブッシュ部材３Ｃの本体部３６の
内径は支柱部材３Ａおよび３Ｂの外径と実質的に等しい。支持支柱３に対するブッシュ部
材３Ｃの位置を固定するために、弾性のＯリング（図示せず）が支柱部材３Ａおよび３Ｂ
に覆いかぶせられ、支柱部材３Ａおよび３Ｂの環状溝１２の１つへ嵌め入れられる。ブッ
シュ部材３Ｃは、面取りされた表面３９がＯリングに着座するまで支柱部材３Ａ又は３Ｂ
の長さ方向に沿って滑動し、それによって支持支柱３に対するブッシュ部材３Ｃの位置を
固定する。なお、図２に示される上述の環状溝１２にはＣ字形のフレキシブルワイヤーク
リップ１０も嵌め入れられる。図１７、図１９および図２０に示されるように、ワイヤー
クリップ１０はモニター１から延びる電源接続用の電気ケーブル８が支持支柱３に沿うよ
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うに案内する。
【００２０】
支持支柱３の上に嵌まるアーム２の構造について、図２～９に基づいて詳細に説明する。
アーム２は２つの部材からなり、すなわち、アーム部材２Ａ、２Ｂとからなり、さらにア
ーム部材２Ｂは下方部材２Ｂ１と上方部材２Ｂ２とからなる。図２に明確に示されるよう
に、上方部材２Ｂ２はその一端に形成された小リング５０と他端に形成された大リング５
１を有する。大リング５１の内径はブッシュ部材３Ｃの外径と実質的に等しい。下方部材
２Ｂ１は、上方部材２Ｂ２と構造的に同一である。従って、下方部材はその一端に小リン
グ５６を有し、かつ、他端に大リング５５を有する。チューブ状のカラー２Ｃは上方部材
２Ｂ２と下方部材２Ｂ１との間に嵌められる。カラー２Ｃはブッシュ部材３Ｃの外径と実
質的に等しい内径を有している。環状スペーサー５３は大リング５１とカラー２Ｃとの間
に配置され、環状スペーサー５８はカラー２Ｃと大リング５５との間に配置されている。
ブッシュ部材３Ｃは上方部材２Ｂ２の大リング５１、下方部材２Ｂ１の大リング５５およ
びカラー２Ｃを貫通して嵌められることによりアーム部材２Ｂをブッシュ部材３Ｃへ取り
付ける。ブッシュ部材３Ｃは、ブッシュ部材３Ｃの環状溝３８に係合するサークリップ４
１によって適切な位置に保持される（図４参照）。一旦その位置に保持されると、下方部
材２Ｂ１および上方部材２Ｂ２はブッシュ部材３Ｃの周囲を回転でき、このようにして水
平面における左右への移動が可能になる。
【００２１】
アーム部材２Ａはその一端に形成された貫通穴４２を有し、かつ、他端にＹ字形のヨーク
部６１を有する。アーム部材２Ａを下方部材２Ｂ１および上方部材２Ｂ２へ取り付けるた
めに、アーム部材２Ａは、下方部材２Ｂ１および上方部材２Ｂ２の小リング５０および５
６の間に挿入され、環状のワッシャー５２および５７が前記小リング５０、５６とアーム
部材２Ａとの間にそれぞれ挟まれる。垂直ピボットピン６は小リング５０、５６およびワ
ッシャー５２、５７を貫通して貫通穴４２を通り抜ける。貫通穴４２を通り抜けた垂直ピ
ボットピン６の貫通穴（図示せず）の下方からワイヤーピン９が挿入され、垂直ピボット
ピン６の上端から突き出たワイヤーピン９の先端のねじ山にナット１０６がねじ止めされ
る。以上のようにして、アーム部材２Ａが水平面において垂直ピボットピン６の周囲を左
右に回転できるようにアーム部材２Ａを下方部材２Ｂ１および上方部材２Ｂ２へ枢動的に
取り付ける。なお、図１７～２０に示されるように、ワイヤーピン９はモニター１から延
びる電気ケーブル８を吊り下げるフックとしても機能する。
【００２２】
アーム部材２Ａの端のヨーク部６１はそこに穴６２および６３を有し、穴６２、６３はカ
ップ６４および６５をそれぞれ受け入れる。カップ６４および６５の目的は後で簡潔に説
明する。
【００２３】
ユニバーサル継手５およびクイックリリース機構４の構造について図３に基づいて詳しく
説明する。ユニバーサル継手５は、ねじ付き穴８１を有する装着プレート８０からなる。
スピゴット８２は装着プレート８０の中央から延び、大きな円盤形状のピボットヘッド８
３をスピゴット８２の一端に有し、ピボットヘッド８３はスピゴット８２の軸心に対して
直角に貫通して延びる中心穴８４を有する。貝殻状の半割れ体７０はピボットヘッド８３
の両側に嵌まってピボットヘッド８３を取り囲む。各半割れ体７０は輪状の壁面７８を有
する。各壁面７８はそこから延びる上側および下側ピボットピン半体７１、７２を有する
。各壁面７８は半割れ体７０の外周の周りに途中までだけ延出している。この理由につい
ては後で説明する。中心穴７４は半割れ体７０の本体部に備えられる。半割れ体７０の外
面は凹部７３を有し、中心開口７６を有するディスク７５を受け入れる。ユニバーサル継
手５が組み立てられるとき、２つの半割れ体７０はピボットヘッド８３の周囲に近接して
嵌められ、ボルト７７は中心開口７６、中心穴７４、８４を貫通してアセンブリイ全体を
互いに固定する。組み立てられたとき、装着プレート８０は、各半割れ体７０の壁面７８
の切り抜きによって決められた１１０度の角度範囲にわたってボルト７７の軸の周囲を上
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下に回転できる。各半割れ体７０がピボットヘッド８３の周囲に堅く係合し、一対の上側
ピボットピン半体７１が穴６２へそれぞれ挿入され、一対の下側ピボットピン半体７２が
穴６３へそれぞれ挿入されると、上側および下側ピボットピン半体７１、７２は完全なピ
ボットピンとなる。一旦その位置に保持されると、ピボットピン７１、７２は、中空のカ
ップ６４および６５によって穴６２、６３にそれぞれ固定され、中空のカップ６４、６５
の内部６６は、ピボットピン７１、７２の端部をそれぞれ収容する。その結果、装着プレ
ート８０は、ピボットピン７１、７２の周囲を回転でき、アーム部材２Ａに対して左右水
平方向に移動し、ユニバーサル継手５が提供される。
【００２４】
図１～４に示されるクイックリリース機構４は、詳しくは図５～１２に示されるように、
穴９１を有するＵ字形の雌部材９０からなり、タッピングねじ１０５は穴９１を通って雌
部材９０をユニバーサル継手５の装着プレート８０に取り付け、タッピングねじ１０５は
装着プレート８０のねじ付きの穴８１に受け入れられる。雌部材９０は切欠き（さねはぎ
溝）９２を有し、切欠き９２は平行な側面を有する一方で広げられた出入り口９４を有す
る。アンダーカット又は窪み９３は、出入り口９４および切欠き９２の裏に形成される。
３つの半円形の切欠き１０１は図示されるように雌部材９０の外周の周りの９０度、１８
０度および２７０度の位置で雌部材９０の前面に備えられる。この理由については後で簡
潔に説明する。
【００２５】
各隅に穴９９を有するプレート９８（図１０～１２参照）は、雄の取り付け部材９５へ固
定され、雄の取り付け部材９５はそれに取り付けられた逆さ切頭円錐状のヘッド９６を有
する。薄板又は板バネ１０３によって押しつけられるレバー（操作片）１００は、雄の取
り付け部材９５の裏面から延出すると共にレバー面を外方へ変形させた直立する爪１０２
を有し、爪１０２は押しつけられて雄の取り付け部材９５の上面に突き出る（図１１参照
）が、レバー１００をプレート９８の方向へ引くことによって爪１０２を引っ込めること
ができる（図１２参照）。
【００２６】
モニター１をプレート９８へ取り付けるために、ねじ（図示せず）が穴９９を介して挿入
される。ヘッド９６はユニバーサル継手５の装着プレート８０へ固定された雌部材９０の
切欠き９２内へ挿入され、切欠き９２の窪み９３に着座する。ヘッド９６が適切な位置へ
完全に落ちると、爪１０２が雌部材９０の底の真ん中にある切欠き１０１に落ち着き、ヘ
ッド９６は切欠き９２から外れずに直立した位置に固定される。しかしながら、モニター
１をアーム２から取り外す必要がある場合、使用者によってレバー１００がモニター１の
方向へ引かれると、爪１０２がプレート９８の方向へ移動して爪１０２と切欠き１０１と
の係合が外れ、モニター１を切欠き９２から持ち上げることが可能になる。従って、非常
にシンプルで使用が容易なクイックリリース機構４が提供されることが理解されるであろ
う。爪１０２を底の切欠き１０１から外し、爪１０２が他の切欠き１０１の１つに落ち着
くまで爪１０２を９０度回転させることによって、モニター１はアーム２に対して回転し
、その位置に固定されることもできる（図７参照）。図７に示されるような３つの切欠き
１０１を備える代わりに、２つの切欠き１０１Ａを用いることもでき（図５参照）、それ
ら切り欠き１０１Ａは外周上で互いに間隔を空けられ、２つの切り欠き１０１Ａの間に９
０度の回転範囲を備える。
【００２７】
図１７～２０は、この発明によるアーム２と支持支柱３において適用可能な様々な実施例
を示している。図１７に示される構成において、下方および上方部材２Ｂ１、２Ｂ２は、
支持支柱３の周りの水平面において回転し、アーム部材２Ａは垂直ピボットピン６の周り
の水平面において回転し、モニター１はユニバーサル継手５によって左右および上下１１
０度の範囲にわたって回転する。モニター１を取り外すために、使用者はレバー１００を
モニター１の方向に単純に引っ張り、それによって爪１０２を雌部材９０の切り欠き１０
１から外し、交換のためにモニター１を雌部材９０の切欠き９２から持ち上げることがで
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きる。
【００２８】
図１８は、アーム部材２Ｂが平行な水平の窪み８６を有する細長い壁体（slat-wall）８
５に取り付けられていることを除き、図１７に示されたのと同一の構成を示している。カ
ラー２Ｃは、支持支柱３に覆い被さって嵌まる必要がないので、図１７に示されたのと僅
かに異なった設計がなされている。その代わりに、カラー２Ｃの後面は、窪み８６の縁に
係合するリップ８８を有する装着プレート８７へ取り付けられる。装着プレート８７の底
部は図示のような手段８９を有して装着プレート８７を細長い壁体８５の近隣の窪み８６
に固定する。アーム部材２Ｂはカラー２Ｃに装着され、水平面において横方向に回転可能
である。
【００２９】
図１９は、２つのモニター１が中央の支持支柱３の両側の上下にそれぞれ装着されている
。図示された構成において、上側のアーム部材２Ｂは共通のコネクター２Ｄに対して回転
可能であるが、下側のアーム部材２Ｂは回転可能でない。
【００３０】
図２０は単一のモニター１が中央の支持支柱３の両側に装着されていることのみを除き、
図１９に示されたのと類似する構成を示し、アーム部材２Ｂは共通のコネクター２Ｄに対
して回転可能である。
【００３１】
この発明による好ましい実施例のこれまでの説明から、クイックリリースレバー１００で
クイックリリース機構４を働かせることにより、モニター１の取り外しや交換が非常に容
易であることが理解されるであろう。支持支柱３に対するモニター１の位置は、アーム２
の２つの枢着部によって容易に調節することもできる。モニター１は１１０度の移動範囲
にわたって上方又は下方に回動することもでき、それによって完全な反転性をアセンブリ
イに提供する。
【００３２】
使用者はアーム２を上方に持ち上げてＯリングからカラー２Ｃを離脱させ、Ｏリングを支
持支柱３の上または下に移動させて適当な環状溝１２に嵌め入れ、カラー２Ｃを下げてＯ
リングと再び係合させるだけで、支持支柱３に対するアーム２の垂直位置を調節できる。
この機構によれば支持支柱３に対するモニター１の垂直位置を非常に簡単に変更できるこ
とが理解されるであろう。
【００３３】
【発明の効果】
この発明によれば、表示装置を吊り下げるように形成された搭載手段を備え、その搭載手
段は表示装置を容易に迅速に離脱させる早や外し機構を備えてなるので、表示装置の交換
を容易にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例による支持装置に装着されたフラットスクリーンモニターの斜
視図である。
【図２】図１に示される支持装置においてフラットスクリーンモニターを省略した分解図
である。
【図３】図１および図２に示される支持装置の端に設けられるクイックリリース機構とユ
ニバーサル継手の拡大分解図である。
【図４】図１～３に示される支持装置の分解側面図である。
【図５】クイックリリース機構を構成する部材の背面図である。
【図６】クイックリリース機構を構成する部材の正面図である。
【図７】クイックリリース機構を構成する部材の正面図であり、装着プレートに取り付け
られた状態を示している。
【図８】図７のＢ－Ｂ断面図である。
【図９】図５のＡ－Ａ断面図である。
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【図１０】クイックリリース機構を構成する他の部材の正面図である。
【図１１】図１０のＣ－Ｃ断面図であり、爪が切り欠きに係合した状態を示している。
【図１２】図１０のＣ－Ｃ断面図であり、爪が切り欠きから外れた状態を示している。
【図１３】図１および図２に示される支持支柱を構成する支柱部材の断面図である。
【図１４】図１および図２に示される支持支柱を構成する支柱部材の断面図である。
【図１５】図１および図２に示される支持支柱に用いられるブッシュ部材の側面図である
。
【図１６】図１５のＤ－Ｄ断面図である。
【図１７】この発明による支持装置において支持支柱に装着される実施例を示す側面図で
ある。
【図１８】この発明による支持装置の他の実施例を示す側面図であり、支持装置は細長い
壁体に装着されている。
【図１９】この発明による支持装置の更に他の実施例を示す側面図であり、支持支柱の両
側の上下にフラットスクリーンモニターを装着している。
【図２０】この発明による支持装置の更に他の実施例を示す側面図である。
【符号の説明】
１・・・フラットスクリーンモニター
２・・・アーム
２Ａ、２Ｂ・・・アーム部材
２Ｃ・・・カラー
２Ｂ１・・・下方部材
２Ｂ２・・・上方部材
３・・・支持支柱
３Ａ，３Ｂ・・・支柱部材
４・・・クイックリリース機構
５・・・ユニバーサル継手
６・・・垂直ピボットピン
１０・・・ワイヤークリップ
１２・・・環状溝
９８・・・プレート
１００・・・クイックリリースレバー
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