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(57)【要約】
【課題】底面に弾性体が配置されたスタンドにおいて、
大型ディスプレイのような重量の大きな対象物をスタン
ド上に載置する際に、ディスプレイ部とスタンドとの投
影面内重心位置が一致しないように載置した場合であっ
ても、弾性体の接地、及びスタンドとそれに載置された
対象物全体の水平性を保持し、設置後の安定性を低減さ
せないスタンドを提供する。
【解決方法】対象物の投影面内重心位置に近い弾性体の
縦弾性係数が、対象物の投影面内重心位置から遠い弾性
体の縦弾性係数よりも大きくする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接地面に弾性体を配置した対象物載置のためのスタンドであって、
　スタンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置
と異なる位置であり、
　対象物の投影面内重心位置に近い弾性体の縦弾性係数が、対象物の投影面内重心位置か
ら遠い弾性体の縦弾性係数よりも大きいスタンド。
【請求項２】
　スタンド接地面は、上底及び／又は下底が凹状線で構成される略台形である請求項１に
記載のスタンド。
【請求項３】
　スタンドの底部を構成するスタンドベース部は薄箱状であり、薄箱状のスタンドベース
部の底面は金属板で構成されるとともに底面側から見て対象物の投影面内重心位置周辺に
はプレス成形された凹状部を有する請求項１又は２に記載のスタンド。
【請求項４】
　弾性体は、バネ及び／又は気体封入体である請求項１から３のいずれか一に記載のスタ
ンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器などの対象物を載置するスタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の据え置き型表示装置は、ディスプレイ部の重心位置とスタンドの重心位置とを同
一平面上に投影した投影面内重心位置が一致するように、ディスプレイ部をスタンド上に
配置している。これは、据え置き型表示装置の設置後の安定性を確保するためである。し
かし、近年では需要者の購買意欲を増進させるために据え置き型表示装置の意匠性を優先
する結果、ディスプレイ部とスタンドとの投影面内重心位置が必ずしも一致しないものが
増えている。しかし、このような据え置き型表示装置は転倒などを起こしかねないという
問題を伴う。特に、最近の表示装置は大型化の傾向にあるが、当該問題は、載置するディ
スプレイ部が大型化するほど、またディスプレイ部の重心位置が高くなるほど、顕在化し
てくる。
【０００３】
　そこで、意匠性を確保しつつ、据え置き型表示装置の安定性を確保するために多くの発
明が開示されている。例えば、特許文献１は、薄型表示装置の転倒防止を図り、また傾斜
面への設置を可能とするために、スタンドのベース部にベース部底面と平行にスライドし
て出没可能な補助ベース板を設けた発明である。また、特許文献２は、薄型表示装置を支
持するスタンドにおいて、設置環境に応じてスタンド底面部の一部を後方に延長すること
で奥行き寸法を調整可能にして薄型表示装置を安定に支持する発明である。
【０００４】
　ところで、前記スタンドの底面には、設置する面への傷付き防止、あるいはスタンド自
身のすべり防止のために、通常、ゴム製やウレタンフォーム製などの弾性体が数箇所当接
されている。このようなスタンドの底面に配置される弾性体は、一般に同一材質で構成さ
れており、原則としていずれも均一な厚さ（高さ）を有している。ここで、前述のように
ディスプレイ部とスタンドとの投影面内重心位置を不一致にした場合、スタンド底面の各
弾性体には不均一な荷重が掛かる。すなわち、ディスプレイ部の投影面内重心位置に近い
スタンド底面の弾性体には、他の弾性体よりも大きな荷重が掛かることになる。その結果
、それぞれの弾性体の高さが圧縮圧の差によって不均一化し、据え置き型表示装置全体が
設置する面に対して傾いてしまうという問題が発生する。
【０００５】
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　図８を用いて、当該現象を具体的に説明する。図８は、従来の据え置き型表示装置（０
８００）の側方図であり、（ａ）は、設置した直後の据え置き型表示装置の状態を、また
（ｂ）は、（ａ）の状態から時間経過した状態を示している。当該据え置き型表示装置（
０８００）では、（ａ）の状態時であっても、スタンド（０８０１）の重心位置Ｓと、デ
ィスプレイ部（０８０２）の重心位置Ｄを同一平面（０８０３：ここでは設置する面とし
て示す。）に投影したそれぞれの投影面内重心位置ＰＳ、ＰＤが一致しない。それゆえ、
スタンド底面に配置された弾性体Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３には異なる荷重が掛かる。図８の場合
であれば、ディスプレイ部（０８０２）直下近くのスタンド（０８０１）底面周辺に配置
された弾性体Ｅ３に、最も大きな荷重が掛かることとなる。その結果、弾性体Ｅ３は他の
弾性体Ｅ１、Ｅ２よりも圧縮されて、大きく歪んでしまう。またそれに伴い、据え置き型
表示装置（０８００）は設置する面（０８０３）に対して弾性体Ｅ３側に傾く。場合によ
っては、（ｂ）で示すように弾性体Ｅ３が力点、弾性体Ｅ２が支点となり、ディスプレイ
部（０８０２）の投影面内重心位置から遠い位置に配置された弾性体Ｅ１が、設置する面
（０８０３）から浮き上がってしまうという問題も発生する。
【０００６】
　さらに、このような据え置き型表示装置（０８００）の設置する面（０８０３）に対す
る傾斜は、当該据え置き型表示装置（０８００）の不安定性を一層促進する。なぜなら、
スタンド（０８０１）の投影面内重心位置ＰＳとディスプレイ部（０８０２）の投影面内
重心位置ＰＤ間の距離Ｌが大きくなるためである。具体的には、（ｂ）で示すように設置
する面（０８０３）に対して据え置き型表示装置（０８００）が傾くと、それに伴いディ
スプレイ部（０８０２）の重心位置Ｄが据え置き型表示装置後方側に移動する（新たな重
心位置ＤをＤ’とする）。それによって、投影面内重心位置ＰＤが同じ後方側に移動する
結果、ディスプレイ部（０８０２）の新たな投影面内重心位置ＰＤ’との距離Ｌ２は（ａ
）における距離Ｌ１よりも大きくなる。この傾向は、設置する面からディスプレイ部（０
８０２）の重心位置Ｄまでの距離Ｈが、高いほど顕著となる。前述のように、据え置き型
表示装置は、当該距離Ｌが０のときに最も安定しており、Ｌの値が大きくなるほど不安定
化する。このように、設置後の据え置き型表示装置において水平性が失われることによっ
て、当該据え置き型表示装置の不安定性度が増大する。
【特許文献１】特開２０００－４７５９９
【特許文献２】特開２００１－３４１７９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、底面に弾性体が配置されたスタンドにおいて、大型ディスプレイのような重
量の大きな対象物をスタンド上に載置する際に、ディスプレイ部とスタンドとの投影面内
重心位置が一致しないように載置した場合であっても、弾性体の接地、及びスタンドとそ
れに載置された対象物全体の水平性を保持し、設置後の安定性を低減させないスタンドを
提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本願の発明は以下に示すスタンドを提供する。
　第一の発明は、接地面に弾性体を配置した対象物載置のためのスタンドであって、スタ
ンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置と異な
る位置であり、対象物の投影面内重心位置に近い弾性体の縦弾性係数が、対象物の投影面
内重心位置から遠い弾性体の縦弾性係数よりも大きいスタンドに関するものである。
　第二の発明は、スタンド接地面は、上底及び／又は下底が凹状線で構成される略台形で
あることを特徴とする第一の発明に記載のスタンドに関するものである。
　第三の発明は、スタンドの底部を構成するスタンドベース部は薄箱状であり、薄箱状の
スタンドベース部の底面は金属板で構成されるとともに底面側から見て対象物の投影面内
重心位置周辺にはプレス成形された凹状部を有することを特徴とする第一の発明又は第二
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の発明に記載のスタンドに関するものである。
　第四の発明は、弾性体がバネ及び／又は気体封入体であることを特徴とする第一の発明
から第三の発明に記載のスタンドに関するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のような構成をとる本願発明のスタンドによれば、大型ディスプレイのような重量
の大きな対象物をスタンド上に、それぞれの投影面内重心位置が一致しないように載置し
た場合であっても、対象物とスタンド全体の安定性と水平性を保持することができる。ま
た、弾性体の接地を確保することで、設置する面上の多少の凹凸を吸収し、一部の弾性体
が設置する面から浮き上がること防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下に図を用いて前記発明を実施するための最良の形態について説明をする。ただし、
本願の発明はこれらの実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲において、種々なる態様で実施しうる。なお、本実施形態は請求項１から４に関する。
【００１１】
　<概要>
　本実施形態のスタンドは、スタンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタンド接
地面への投影面内重心位置と異なる位置であり、対象物の投影面内重心位置に近い弾性体
の縦弾性係数が、対象物の投影面内重心位置から遠い弾性体の縦弾性体係数よりも大きい
ことを特徴とする。
【００１２】
　図１は本実施形態のスタンド（０１０１）の実施の一例であり、対象物としてディスプ
レイ（０１０２）が載置されている場合の側方図を示している。この図で示すように、ス
タンドの重心位置Ｓのスタンド接地面への投影面内重心位置であるＰＳは、ディスプレイ
の重心位置Ｄのスタンド接地面（０１０４：接地面０１０３とは異なる概念であり、これ
については後述する。）への投影面内重心位置であるＰＤとは異なる位置にある。本実施
形態のスタンドは、接地面（０１０３）に配置された弾性体ｅ１、ｅ２、ｅ３の各縦弾性
係数がＰＤに近いものほど大きいことを特徴とする。すなわち、本実施形態のスタンドは
、弾性体ｅ１、ｅ２、ｅ３の縦弾性係数をそれぞれＥ１、Ｅ２、Ｅ３とするとき、Ｅ１<
Ｅ２<Ｅ３の関係にある。これによって、スタンド上に不均一な荷重を掛けてもスタンド
を水平保持することができる。
【００１３】
　<構成>
　本実施形態のスタンドは、接地面に弾性体を配置した対象物載置のためのスタンドであ
って、スタンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心
位置と異なる位置にある場合、接地面に配置された弾性体の縦弾性係数が、対象物の投影
面内重心位置に近いほど大きくなるように弾性体を配置することを特徴とする。以下、本
実施形態のスタンドにおける構成について以下で説明する。
【００１４】
　「スタンド」とは、対象物を載置するための台である。「対象物」については、後述す
る。また、本発明でいう「載置」とは、対象物をスタンドの上に置くことに留まらず、対
象物をスタンドに掛止するなど、広く支え止めることを意味する。スタンドを構成する構
造部材は、対象物の載置によっても変形しない、又は破壊されない程度の機械的強度を有
する必要がある。対象物を安定した状態で支持するためである。当該構造部材としては、
スタンドの底部を構成するスタンドベース部の支持部材や、スタンドの支柱を構成するス
タンドピラー部（又はスタンドネック部）の支持部材などが挙げられる。このような構造
部材の材質は、金属、又はＦＲＰ（繊維強化プラスチック）などであることが好ましい。
これらの素材は、機械的強度が高いからである。特にスタンドベース部の支持部材は、金
属製であることが好ましい。設置後の安定上、ある程度の重量を有する方がよいためであ
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る。本発明のスタンドは、対象物と分離可能な独立したものであってもよいし、ネジ止め
などによって対象物と一体化されたものであってもよい。ただし、スタンドと対象物とが
独立な場合には、スタンド上における対象物の載置位置は、対象物の重量に応じて所定の
範囲に予め特定されているものとする。本発明の機能と効果を担保するためである。スタ
ンド本体の形状は、対象物を載置可能であれば特に限定しない。例えば、箱状、平板状、
平板と支柱、若しくは薄箱と支柱の組み合わせが挙げられる。
【００１５】
　「対象物」とは、スタンドに載置する物である。対象物の種類は、特定の場所に設置し
て利用する電子機器であることが好ましい。例えば、表示装置、計算機、プリンタ、洗濯
機、冷蔵庫が挙げられる。画面が２０インチ（２０型）を超える大型表示装置などは、重
量が大きく、重心位置も高くなるため、対象物として特に好ましい。当該対象物の重量の
下限は、載置によってスタンドの接地面に配置される弾性体に対して所定の圧縮荷重を加
えることのできる程度あればよい。ここでいう「所定の」とは、少なくとも弾性体が歪む
（変形する）程度のという意味である。また、上限は後述する弾性体の弾性限界を超えな
い程度であればよい。本発明のスタンドの場合には、おおむね１０ｋｇ～２００ｋｇの範
囲が想定される。
【００１６】
　本実施形態のスタンドは、弾性体の配置と当該弾性体の縦弾性係数に特徴を有する。す
なわち、本実施形態のスタンドは、スタンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタ
ンド接地面への投影面内重心位置と異なる位置であるとき、対象物の投影面内重心位置に
近い弾性体の縦弾性係数が、対象物の投影面内重心位置から遠い弾性体の縦弾性係数より
も大きくなるように弾性体を配置している。
【００１７】
　本発明で言う「接地面」とは、スタンドを設置する板床や机上等の設置する面と向かい
合うスタンド側の底面をいう。当該底面が一の平面内にある場合には、接地面は一つに定
まる。しかし、スタンドの底面の形状によっては、接地面が複数ある場合もありうる。図
２を例に挙げて接地面が複数ある場合について説明する。この図の（ａ）は、スタンド（
０２０１）を斜め上方方向から見た図であり、（ｂ）は、（ａ）のスタンドベース部（０
２０２）を線Ｘ－Ｘ’を通る垂直面で切断した時に、矢印Ｙ方向から見た断面図である。
矢印Ｚ方向が、設置する面と向かい合う方向となる。この図で示すスタンドは、底面に凹
凸が設けられている。この場合、設置する面と向かい合う底面は、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３（い
ずれも図２（ｂ）で示す破線を通り、Ｚ方向と直行する面）となる。したがって、このよ
うな場合、接地面は当該３面の全てが該当する。
【００１８】
　「弾性体」とは、外力によって変形し、当該外力を除くことで元の形状に復元する性質
を有した物である。例えば、ウレタンフォーム、ゴム、気体封入体、バネ、又はそれらの
組み合わせが該当する。弾性体はスタンドとそれに戴置される対象物を設置時に支持し、
かつ緩衝材として機能する。また、設置する面やスタンド接地面の傷付き防止材、そして
スタンドのすべり防止材としても機能する。本実施形態の弾性体は、それらの機能を担保
しつつ、さらに設置時にスタンドとそれに戴置される対象物を水平状態に保持する機能を
有する。対象物が薄型大画面表示装置のように大型で重量がある場合には、弾性体は気体
封入体（ただし、圧縮気体を硬質ゴムに封入するなどして後述する縦弾性係数を大きくし
たもの）やバネが好ましい。大荷重に対しても本実施形態における弾性体の機能と効果を
担保でき、また、設置する面に凹凸がある場合にも、多少であれば吸収できるからである
。バネは圧縮バネであることが好ましい。本実施形態のスタンドは上部から圧縮荷重が加
わるからである。また、設置する面側のバネの端部にはゴムやウレタンフォームなどを配
置することが望ましい。設置する面への傷付き防止、及びすべり防止のためである。さら
に、バネを使用する場合は、当該バネの周囲を変形と復元の容易な軟質ゴムや軟質プラス
チックなどによって被覆することが好ましい。バネが露出した状態では、外観品位が損な
われるからである。ここでいう軟質ゴムや軟質プラスチックは、例えば、シリコンラバー
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や合成ゴム、ポリエチレンのうち弾性率が小さいものが該当する。「気体封入体」は、内
部に気体を封入しており、それ自身が少なくとも垂直方向に対して弾性を有している物で
ある。例えば、ゴムに気体を封入した物、シリンダとピストンから構成される物が該当す
る。なお、本実施形態で使用する弾性体は、対象物の載置による荷重に対して原則として
弾性限界点を超えないことを条件とする。弾性限界点を超えた場合、本発明の効果を担保
できないからである。弾性限界点とは、荷重の増加と弾性体の伸び若しくは縮みが比例す
る比例限界点をいい、当該限界点を超えると弾性体は塑性変形を起こして元の形状に復元
できなくなる。
【００１９】
　接地面に配置される弾性体の数は問わない。一の弾性体が接地面に配置される場合、当
該接地面の配置位置によって異なる縦弾性係数を保持させるためには、例えば、袋状のゴ
ムシートの内部に仕切りを入れ、対象物の配置位置によって所望の縦弾性係数となるよう
に、各区画に封入する気体圧力を調整すればよい。また、複数の弾性体を配置する一例と
しては、図３で示すように、表示装置（０３０１）を載置したスタンド（０３０２）が複
数の脚（０３０３）からなる場合が挙げられる。この図の場合には、各脚の接地面（０３
０４）に弾性体が設置される。このように、各弾性体の材質は異なっていても構わない。
それぞれの弾性体が適切な弾性係数を有していれば、弾性体の材質を問わず本発明の効果
を得ることができるからである。例えば、一の弾性体にはゴムを使用し、他の弾性体はバ
ネを用いる場合が挙げられる。
【００２０】
　「スタンド接地面」とは、接地面に配置された弾性体の底面を含む仮想平面上に、スタ
ンド底面である接地面が投影された面をいう。弾性体の底面とは、弾性体が設置する面と
直接接する面をいう。スタンド接地面は、当該仮想平面によって一つに決まるため、前記
「接地面」とはその概念において異なる。弾性体が複数あるときには、スタンド接地面は
、スタンドが平らな設置する面に設置された際に各弾性体の底面を含む仮想平面上に接地
面が投影された面となる。図４を例に挙げてスタンド接地面について具体的に説明をする
。図４（ａ）は、接地面（０４０２）に複数の弾性体（０４０３）を配置したスタンド（
０４０１）の側方図である。スタンド（０４０１）が平らな置面に設置されたと仮定する
とき、各弾性体の底面を含む一の平面（０４０４）がスタンド接地面を含む仮想平面に該
当する。（ｂ）は、スタンド（０４０１）を斜め上方方向から見た図と、前記仮想平面（
０４０２）とをわかりやすいように分離して示した図である。このように、スタンド接地
面（０４０５）は、当該スタンドの全接地面の形状が当該仮想平面（０４０２）上に投影
された形状を有する面となる。
【００２１】
　スタンド接地面の形状は、特に限定しない。例えば、矩形状又は略矩形状、楕円形又は
円形状、台形又は略台形状が挙げられる。特に、図５（ａ）に示すようなスタンド（０５
０１）であって、スタンド接地面の形状が図５（ｂ）に示すような上底及び／又は下底が
凹状線で構成される略台形である場合には、後述するスタンド接地面の重心位置が載置状
態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置と異なり易いことから、本実施形態の
趣旨に即するため好ましい。
【００２２】
　「スタンド接地面の重心位置」とは、スタンド接地面における面内重心位置をいう。
【００２３】
　「載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置」とは、載置状態にあると
きに対象物の重心をスタンド接地面に対して垂直に投影した位置をいう。
【００２４】
　「スタンド接地面の重心位置が載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位
置と異なる位置である」とは、スタンド接地面の面内重心位置と、当該スタンドに戴置し
た対象物の投影面内重心位置とが一致しないことをいう。当該構成要件は、本実施形態に
係るスタンドの前提となる必須要件である。スタンド接地面の重心位置は、スタンドの重
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心位置をスタンド接地面上に投影させた投影面内重心位置にほぼ一致する。そこで、本明
細書では、スタンド接地面の重心位置をスタンドの重心位置をスタンド接地面上に投影さ
せた投影面内重心位置としている。載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心
位置がスタンド接地面の重心位置から離れるほど、スタンド及びそれに載置した対象物に
働く回転モーメントが増大し、スタンド及びそれに載置した対象物の転倒度が増すことと
なる。
【００２５】
　「縦弾性係数」（Ｅ：ｍｏｄｕｌｕｓ　ｏｆ　ｅｌａｓｔｉｃｉｔｙ）は、ヤング率と
もいい、弾性範囲内で応力と歪みとの関係から求められる定数である。すなわち、ある材
料に垂直方向の荷重（応力σ）を加えたとき、弾性限界点を超えない範囲（弾性範囲）に
おいては、フックの法則により応力σと伸び・縮み（歪みε）との間で比例関係σ＝Ｅε
が成り立つが、そのときの比例定数Ｅが縦弾性係数に該当する。ε＝σ／Ｅで表されるよ
うに、縦弾性係数Ｅが大きいほど、同一荷重に対してその材料の伸び・縮みが小さくなる
。つまり、硬い材料であることを意味する。
【００２６】
　「対象物の投影面内重心位置に近い弾性体の縦弾性係数が、対象物の投影面内重心位置
から遠い弾性体の縦弾性係数よりも大きい」とは、対象物の投影面内重心位置に近いほど
配置される弾性体の縦弾性係数が大きいことをいう。つまり、スタンド接地面において、
大きな荷重が掛かる位置ほど硬い弾性体を配置することをいう。大荷重が掛かる位置に配
置された弾性体が他の弾性体よりも歪むことを抑えるためである。これにより、対象物の
載置によって配置された弾性体の一部が極端に歪むことや、それに伴い他の弾性体が設置
する面から浮上することを防ぐことができる。
【００２７】
　「近い」とは、対象物の投影面内重心位置、若しくはそれに近接することを意味する。
ここで、「近い」とした理由について、以下で説明をする。スタンド接地面の重心位置と
載置状態の対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置とが異なる場合、スタンドと対
象物からなる全体の投影面内重心位置は、スタンド接地面内において前記二つの投影面内
重心位置とは異なる位置に存在する。当該全体の投影面内重心位置に対応する接地面に最
大縦弾性係数を有する弾性体を配し、当該全体の投影面内重心位置よりも遠いほど縦弾性
係数を小さくした弾性体を配することが、本実施形態の目的である。しかし、全体の投影
面内重心位置は対象物の載置位置や対象物の重量によって左右されるため、載置位置や対
象物の重量に応じてその都度算出しなければならない。これは、スタンド上に対象物を載
置する組み立て施工上、非効率的である。ところで、本実施形態ではスタンド上に載置す
る対象物が主に重量の大きな大型の電子機器であることを想定しているため、対象物の重
量はスタンド自体の重量と比較すると十分に大きい。それ故、全体の投影面内重心位置は
対象物のスタンド接地面への投影面内重心位置に近接する。つまり、全体の投影面内重心
位置は、対象物の投影面内重心位置近傍に含まれる。そこで、本実施形態では全体の投影
面内重心位置、若しくはそれに近似する位置として「近い」という概念を用いている。対
象物の投影面内重心位置は、スタンド上での載置位置を特定することによって決まり、載
置する対象物の重量が変化してもその位置は原則変わらない。それ故、対象物の投影面内
重心位置に近いに縦弾性係数が大きな弾性体を配置すればよいことから、スタンドと対象
物との組み立て施工上も便利である。
【００２８】
　本実施形態は、前述のように対象物の投影面内重心位置に近い弾性体の縦弾性係数は大
きく、逆に遠くなるほど小さくなるように配置されることを特徴とする。ただし、上方か
らの荷重を実質的に支持する主要な二つの弾性体間にそれらの弾性体よりも縦弾性係数の
小さい弾性体を配置する場合には、この限りではない。当該二つの弾性体間に配置される
弾性体は付加的に配置されているに過ぎず、除去可能な配置である。したがって、そのよ
うな配置は本発明と実質的に同一とする。例えば、対象物の投影面内重心位置から１の距
離にある弾性体Ａの縦弾性係数を５、対象物の投影面内重心位置から４の距離にある弾性
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体Ｂの縦弾性係数を３とするとき、ＡとＢの間に位置し、対象物の投影面内重心位置から
３の距離にある弾性体Ｃの縦弾性係数が１であり、Ｃが除去可能な場合が該当する。
【００２９】
　配置される弾性体の縦弾性係数の大小関係は、スタンドに載置する対象物の載置位置が
特定されれば、対象物の投影面内重心位置が定まることから決定できる。図６を用いて当
該弾性体の配置と縦弾性係数の大小関係について具体的に説明をする。この図は本実施形
態のスタンド（０６０１）を底面から見たときの図である。この図の対象物の投影面内重
心位置はＰＤとする。ＰＤから接地面に配置された弾性体ｅ１、ｅ２、ｅ３、ｅ４、ｅ５
、ｅ６までの距離を、それぞれＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５、Ｌ６とする。各距離の関
係がＬ１<Ｌ２<Ｌ３＝Ｌ４<Ｌ５＝Ｌ６にあるとき、弾性体ｅ１、ｅ２、ｅ３、ｅ４、ｅ
５、ｅ６のそれぞれの縦弾性係数Ｅ１、E２、Ｅ３、Ｅ４、Ｅ５、Ｅ６の関係は、おおむ
ねＥ１>Ｅ２>Ｅ３≒Ｅ４>Ｅ５≒Ｅ６となる。ＰＤから接地面に配置された弾性体までの
距離Ｌが等しい場合には、それらの弾性体の縦弾性係数は等しくすることが望ましいが、
それぞれの縦弾性係数は、遊びを含む多少の幅を有していてもよいことから、それぞれが
近似値であればよい。
【００３０】
　ところで、対象物の投影面内重心位置に掛かる荷重が非常に大きな場合であって、その
投影面内重心位置に近い位置に配置された弾性体が一つしかない場合、当該弾性体は、ス
タンド及び対象物の設置の際などに一時的にその弾性限度を超えてしまうことが考えられ
る。この場合、弾性体の破壊若しくは可塑変形が生じ、本発明の効果を担保することがで
きない。そこで、当該問題を回避するためにスタンドベース部の底面を、底面側から見て
対象物の投影面内重心位置周辺にはプレス成形された凹状部を有する構造にするとよい。
当該構造によって、対象物の投影面内重心位置に掛かる荷重を周辺の接地面に分散するこ
とができる。図７で当該構造の一例について説明する。この図の（ａ）は、スタンドをス
タンドベース部（０７０１）の底面側から見た図である。また、（ｂ）は、（ａ）のスタ
ンドを線Ｘ－Ｘ’を通る垂直面で切断した時に、矢印Ｙ方向から見た側方図である。この
図で示すスタンドベース部（０７０１）は薄箱状（０７０４）であり、その底面が金属板
（０７０５）で構成されるとともに底面側から見て対象物の投影面内重心位置ＰＤ周辺に
プレス成形された凹状部を（０７０２）有している。このような構造を有するスタンドベ
ース部は、上方からＰＤへ掛かる荷重を周辺の接地面に配置された複数の弾性体（０７０
３）に分散することができる。このように、大重量の対象物を際置する場合には一の弾性
体に大荷重が集中しないようなスタンドの底面構造にすることで、各弾性体がその弾性限
界を超えないようにすることができる。
【００３１】
　各位置に配置される弾性体の縦弾性係数をどの程度にするかは、それぞれの弾性体の接
地面積、各弾性体が配置される位置に加わる荷重、そしてある位置に配置される弾性体の
縦弾性係数によって定まる。今、対象物の投影面内重心位置に近い弾性体をα１、遠い弾
性体をα２とし、それぞれの断面積をＳ１、Ｓ２とする。また、α１、α２の縦弾性係数
をそれぞれＥ１、Ｅ２、ひずみをそれぞれε１、ε２とするとき、α１に加わる荷重をＦ
１、α２に加わる荷重をＦ２とすると、σ＝Ｆ／Ｓ＝Ｅ×εより、Ｅ１＝Ｆ１／Ｓ１×ε
１、及びＥ２＝Ｆ２／Ｓ２×ε２となる。ここで、本願発明のスタンドは、対象物を載置
した状態でのスタンドが水平状態でなければならない。したがって、接地面が一の平面か
らなり、かつ設置前の各弾性体の高さ（厚さ）が等しい場合には、当該スタンドに対象物
を載置した時のε１とε２は等しい必要がある。したがって、ε１＝Ｆ１／Ｓ１×Ｅ１＝
Ｆ２／Ｓ２×Ｅ２＝ε２の関係式が成り立つ。ここでα１とα２の断面積Ｓが等しい（Ｓ
１＝Ｓ２）と仮定すると、Ｆ１／Ｅ１＝Ｆ２／Ｅ２からＥ１＝Ｅ２×Ｆ１／Ｆ２となる。
よって、弾性体を２点に配置する場合、各点に上方から加わる荷重と一方の弾性体の縦弾
性係数が定まれば、他方の弾性体の縦弾性係数を算出できる。ただし、実際に配置する弾
性体の縦弾性係数は、上記方法で算出される値に近似した値であればよい。設置する面が
有する微小な凹凸を弾性体によって吸収させるためには、前述のように弾性体に多少の遊
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【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】スタンドの実施の一例を示した図
【図２】一のスタンドに接地面が複数ある場合を示した図
【図３】複数の弾性体を接地面に配置する場合を示した図
【図４】スタンド接地面について説明をする図
【図５】スタンド接地面の形状の一例を示した図
【図６】本実施形態の弾性体の配置を説明する図
【図７】投影面内重心位置に掛かる荷重を周辺の接地面に分散させるスタンドベース部の
底面構造を説明する図
【図８】従来のスタンドにおける問題を説明する図
【符号の説明】
【００３３】
　０１０１　　スタンド
　０１０２　　ディスプレイ
　Ｄ　　ディスプレイ重心位置
　Ｓ　　スタンド重心位置
　ＰＤ　ディスプレイの投影面内重心位置
　ＰＳ　スタンドの投影面内重心位置
　ｅ１、ｅ２、ｅ３　弾性体

【図１】 【図２】
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