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(57)【要約】
　本発明は、壁およびキャビネットのうちの一方の内に
テレビを設置するための取付け回転式テレビユニットで
あり、テレビは、そこに設置されると、少なくとも１８
０度回転可能である。該ユニットは、内部フレームと外
部フレームとを備える。内部フレームは、テレビを受け
るように構成される。外部フレームは、壁およびキャビ
ネットのうちの一方の内に設置されるように構成され、
かつ内部フレームに回転可能に取り付けられ、それによ
り該内部フレームを、テレビが少なくとも１８０度回転
可能であるように枢転させることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁およびキャビネットのうちの一方の内にテレビを設置するための取付け回転式テレビ
ユニットであって、前記テレビは、そのユニットに設置されると、少なくとも１８０度回
転可能であり、
　テレビを受けるように構成される内部フレームと、
　前記壁および前記キャビネットのうちの一方の内に設置されるように構成され、かつ前
記内部フレームに回転可能に取り付けられる外部フレームであって、それにより前記内部
フレームを、前記テレビが少なくとも１８０度回転可能であるように枢転させることがで
きる、外部フレームとを備える、取付け回転式テレビユニット。
【請求項２】
　前記テレビは、その背部に複数の取付け孔を有し、かつ前記内部フレームは、頂部回転
式ブラケットおよび底部回転式ブラケットのうちの一方、およびそれに取り付けられかつ
それと直交して延びている少なくとも一対の背面取付けブラケットを含み、前記背面取付
けブラケットには、前記テレビ上の前記取付け孔と整合するように構成される複数の取付
け開口部が形成され、かつ前記開口部は、前記テレビを前記内部フレームに固定するねじ
を受けるように構成される、請求項１に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項３】
　前記内部フレームは、前記頂部回転式ブラケットおよび前記底部回転式ブラケットのう
ちの他方をさらに含む、請求項２に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項４】
　前記内部フレームに取り付けられた背面カバーをさらに含む、請求項３に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項５】
　前記頂部回転式ブラケット、前記底部回転式ブラケット、および前記背面カバーは、通
気孔を含む、請求項４に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項６】
　前記内部フレームは、そのどちらかの側で前記頂部回転式ブラケットと前記底部回転式
ブラケットとの間に取り付けられた側部ブラケットをさらに含む、請求項３、４または５
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項７】
　頂部ピボットおよび底部ピボットのうちの少なくとも一方をさらに含む、請求項１ない
し６のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項８】
　頂部ピボットおよび底部ピボットがある、請求項７に記載の取付け回転式テレビユニッ
ト。
【請求項９】
　各ピボットは、前記外部フレームに形成された略円形開口部と、前記内部フレームに取
り付けられかつ前記外部フレームの前記円形開口部を通して延びている略管状ポストと、
それらの間のスリーブとを含む、請求項７または８に記載の取付け回転式テレビユニット
。
【請求項１０】
　前記スリーブは、ナイロンで作られる、請求項９に記載の取付け回転式テレビユニット
。
【請求項１１】
　前記円形開口部の周りに取り付けられた外部フレームカラーをさらに含む、請求項９ま
たは１０に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１２】
　前記内部フレームは、前記テレビ内に延びている管状ポストを含み、底部ピボットをさ
らに含み、かつ前記ピボットは、前記ポスト、略円形開口部、およびスリーブを含み、前
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記開口部は、前記外部フレームに形成され、前記ポストは、前記外部フレームの前記円形
開口部を通して延びており、かつ前記スリーブはそれらの間に位置決めされる、請求項１
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１３】
　各ピボットは、玉軸受型ピボットである、請求項７または８に記載の取付け回転式テレ
ビユニット。
【請求項１４】
　前記外部フレームに対して相対的な所定の位置に前記内部フレームを保持するためのロ
ック部をさらに含む、請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユ
ニット。
【請求項１５】
　前記内部フレームに動作可能に接続されるモータをさらに含み、それによって前記モー
タを作動させると、前記内部フレームが枢転される、請求項１ないし１４のいずれか１項
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１６】
　前記外部フレームおよび前記内部フレームのうちの一方の上に取り付けられかつ前記外
部フレームと前記内部フレームとの間を延びているプライバシーストリップをさらに含む
、請求項１ないし１５のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１７】
　前記外部フレームは、壁内に取り付けられ、かつ前記外部フレームは、底部支持具およ
び頂部支持具、ならびに前記底部支持具上に取り付けられた底部壁ブラケットを含む、請
求項１ないし１６のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１８】
　前記頂部支持具上に取り付けられた頂部壁ブラケットをさらに含む、請求項１７に記載
の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１９】
　前記外部フレームは、側部支持具をさらに含む、請求項１８に記載の取付け回転式テレ
ビユニット。
【請求項２０】
　前記壁は、前記外部フレーム全体にわたって仕上げられる、請求項１ないし１９のいず
れか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２１】
　前記テレビは、薄型テレビである、請求項１ないし２０のいずれか１項に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項２２】
　前記内部フレームは、１８０度回転可能である、請求項１ないし２１のいずれか１項に
記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２３】
　前記内部フレームは、３６０度回転可能である、請求項１ないし２１のいずれか１項に
記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２４】
　前記内部フレームは、耐熱材料で作られる、請求項１ないし２３のいずれか１項に記載
の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２５】
　前記ユニットに動作可能に接続される遠隔制御センサをさらに含む、請求項１ないし２
４のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２６】
　前記遠隔制御センサは、ケーブル、サテライト、ＶＣＲ、ＤＶＤ、コンピュータ、およ
びその組合せからなるグループから選択された装置を動作させる、請求項２５に記載の取
付け回転式テレビユニット。
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【請求項２７】
　前記遠隔制御センサは、前記内部フレームに動作可能に接続され、前記内部フレームを
回動させるモータを動作させる、請求項２６に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２８】
　外部仕上げフレームをさらに含む、請求項１ないし２７のいずれか１項に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項２９】
　実質的には図面を参照して以下で説明する取付け回転式テレビユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビユニットに関し、特に壁内に取り付けられかつ該壁のどちら側からも
見ることができるテレビユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビは、ほぼどこにでもあるようである。すなわち北アメリカではほぼすべての家庭
にあるようである。さらに、テレビがすべての部屋にある家庭もある。ある地域では家が
小さくなってきている一方、テレビは大きくなってきている。したがって、家庭でのテレ
ビの事情は、空間と設計の問題である。
【０００３】
　それによってテレビが壁、天井またはテーブルに取り付けられる多くの装置が提案され
てきた。具体的には、テレビを天井から支持する装置に関する多くの特許がある。特許文
献１は、天井または壁からテレビおよびＶＣＲを吊るす装置を示している。テレビは、外
部支持部材に対して相対的に傾斜可能である内部支持部材によって保持される。しかしな
がら、該装置は、壁内に取り付け不可能であり、かつ内部支持部材および外部支持部材は
、１８０度回転不可能である。特許文献２は、天井からテレビを支持する装置を示してい
る。天井の梁に掛けて位置決めされるＬ形部材が提供され、かつ細長い軸がそれに取り付
けられる。テレビ用キャビネットは、該軸に取り付けられる。特許文献３は、天井取付け
テレビ台を示している。天井取付け具は、その間にボール・ソケット継手がある第１ブラ
ケットおよび第２ブラケットを含む。ボールとソケット継手は、互いに前もって選択した
位置まで相対移動する。ボルトが、ボールとソケットとの間に位置決めされる。それに取
り付けられたハンドル付きナットは、ボールとソケットを前もって選択した位置内に締め
付けるために用いられる。テレビは、テレビ台にボルト止めされる。特許文献４は、特許
文献３に類似であるが、テレビは、延長ブラケットと可撓性ストラップとの対を用いて適
所に保持される。延長ブラケットは、異なる大きさのテレビを収納するために調整可能で
ある。特許文献５は、テレビを、直接見ることができる、または遠隔画面に画像を投影す
るために用いることができる装置を開示している。該装置には、奇数の鏡が設けられ、そ
の結果投影モードでは、テレビは、画像が逆になるように鏡上に投影するために再位置決
めされる。
【０００４】
　さらに、テレビ用の枢転可能な基部に関する多くの装置がある。具体的には、特許文献
６は、それによりテレビを昇降させることができるまたは傾斜させることができる調整可
能テレビ台に関する。しかしながら、該装置は、テレビが回転することを考慮に入れてい
ない。特許文献７は、それによりテレビの表示管を基部に対して相対的に枢転させること
ができるコネクタアセンブリに関する初期特許である。特許文献８は、電子装置の基部に
対する２７０度の相対移動を可能にする旋回台アセンブリを規定している。これらの発明
のいずれも、壁内に取り付けられかつ１８０度移動させることによって壁のどちら側から
も見ることができる装置を開示していない。
【０００５】
　テレビを壁内に取り付ける装置もいくつかある。具体的には、特許文献９は、テレビを
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壁内に取り付ける装置を開示している初期特許である。多少類似している特許は、壁内に
取り付けられるリアプロジェクション型テレビに関する特許文献１０である。しかしなが
ら、これらの発明のいずれも、いったんユニットが設置されるとテレビ画面が移動できる
ようにするユニットを開示していない。
【０００６】
　したがって、一つのテレビを特定の壁の両側の部屋から見ることができるように装置を
提供するのが都合がよいだろう。さらに、そのような装置が、壁のどちら側からも引き寄
せられれば都合がよいだろう。
【特許文献１】１９９５年３月２８日付けでハミルトン（Ｈａｍｉｌｔｏｎ）に発行され
た米国特許第５，４００，９９３号明細書
【特許文献２】１９９１年２月１９日付けでフィッツ（Ｆｉｔｔｓ）等に発行された米国
特許第４，９９３，６７６号明細書
【特許文献３】１９８６年１月２８日付けでバルカス（Ｂａｒｃｈｕｓ）に発行された米
国特許第４，５６６，６６３号明細書
【特許文献４】バルカス等に発行された米国特許第５，１０２，０８１号明細書
【特許文献５】１９８０年１２月２日付けでアプルドルン（Ａｐｐｌｅｄｏｒｎ）に発行
された米国特許第４，２３７，４７６号明細書
【特許文献６】２０００年８月１日付けでマティス（Ｍａｔｈｉｓ）に発行された米国特
許第６，０９５，４７６号明細書
【特許文献７】１９６９年８月１９日付けでフォムブラック（ＶｏｍＢｒａｃｋ）等に発
行された米国特許第３，４６２，１１２号明細書
【特許文献８】１９７６年２月３日付けでハンペル（Ｈａｍｐｅｌ）等に発行された米国
特許第３，９３６，０２６号明細書
【特許文献９】１９５４年３月１６日付けでシュルツ（Ｓｃｈｕｌｚ）に発行された米国
特許第２，６７２，５０６号明細書
【特許文献１０】１９９４年３月８日付けで川口に発行された米国特許第５，２９３，２
４４号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
したがって、一つのテレビを特定の壁の両側の部屋から見ることができるように装置を提
供するのが都合がよいだろう。さらに、そのような装置が、壁のどちら側からも引き寄せ
られれば都合がよいだろう。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、壁およびキャビネットのうちの一方の内にテレビを設置するための取付け回
転式テレビユニットであり、テレビは、そこに設置されると、少なくとも１８０度回転可
能である。該ユニットは、内部フレームと外部フレームとを備える。内部フレームは、テ
レビを受けるように構成される。外部フレームは、壁およびキャビネットのうちの一方の
内に設置されるように構成され、かつ内部フレームに回転可能に取り付けられ、それによ
り該内部フレームを、テレビが少なくとも１８０度回転可能であるように枢転させること
ができる。
【０００９】
　本発明のさらなる特徴は、次の詳細な説明の過程で説明され、または明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を、ほんの一例として、添付の図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１～図９を参照して、本発明の取付け回転式テレビユニットを、一般に１０で示す。
ユニット１０は、２つの部屋の間の内壁に作成された壁１２開口部内に、ユーザがテレビ
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ユニットを１８０度回転させることによってどちらの部屋からもテレビ１４を見ることが
できるように取り付けられる。テレビは、どちらの方向を向いても外観が同じであるだろ
う。
【００１２】
　本発明の取付け回転式テレビユニット１０は、外部フレーム１６および内部フレーム１
８を含む。内部フレーム１８は、頂部回転式ブラケット２０、底部回転式ブラケット２２
、および一対の背面取付けブラケット２４を含む。頂部回転式ブラケット２０および底部
回転式ブラケット２２には、各々複数の通気孔２６が形成される。背面取付けブラケット
２４には、複数の取付け開口部２８が形成される。取付け開口部２８は、テレビ１４上の
標準取付け孔と整合するように位置決めされる。背面取付けブラケット２４間の間隔は、
テレビ１４上の取付け孔の間隔によって決定される。任意に、底部スペーサ３２は、電気
ケーブルが底部回転式ブラケット４２のポスト５０を通過できるように十分テレビを上昇
させる必要がある場所で使用されてもよい。頂部スペーサ３０は、底部スペーサに一致す
るように使用されてもよい。
【００１３】
　外部フレーム１６は、底部フレーム部材３４、頂部フレーム部材３６、および側部フレ
ーム部材３８を含む。図１０および図１１に示すように、側部フレーム部材は、孔の側部
が既存の壁の間柱４０と整合するので必要とされないこともある。ベースプレート４２お
よびトッププレート４４は、それぞれ底部フレーム部材３４および頂部フレーム部材３６
の上を覆うように位置決めされる。
【００１４】
　内部フレーム１８は、図５で最もよく理解されるピボット４６で、外部フレーム１６に
回転自在に接続される。ピボット４６は、外部フレームに形成される略円形開口部４８、
内部フレームから下方に延びているポスト５０、およびそれらの間に位置決めされるスリ
ーブ５２を含む。スリーブ５２は、ナイロンで作られ、かつそれにより内部フレーム１８
は、外部フレーム１６に対して自由に相対移動することができる。好ましくは、開口部４
８は、ベースプレート４２から上方に延びておりかつそのプレートに取り付けられる内部
フレームカラー５４を含む。底部回転式ブラケット４２のポスト５０は、図７、図８、お
よび図９で最もよく理解されるように、電線５６をそこに位置決めすることができるよう
に、中空管である。該電線は、次に、他の電線が他の配線ユニットのためのハウスに位置
決めされるように位置決めされる。
【００１５】
　図１０および図１１を参照して、着脱式バックパネル５６は、テレビ１４の後ろの内部
フレーム１８の後側に取り付けられる。バックパネル５６の目的は、テレビ１４の背面を
見えないように覆うことである。パネル５６を、所望されるように仕上げて、部屋または
内部フレーム１８と合せることができる。バックパネル５６は、標準家庭の日常の接触お
よび衝突に耐えるのに十分耐久性がありかつ強固であるだろう。バックパネル５６は、通
気孔５８を含む。
【００１６】
　本発明の取付け回転式テレビユニットは、多くの方法で変更されてもよく、かつ発明の
範囲内にあることは当業者によって理解されよう。多くの変形またはさらなる特徴を、図
１２～図２３に示す。例えば、内部フレーム１８’はまた、図１２に示すように、側部ブ
ラケット６０を含んでもよい。
【００１７】
　図１３を参照して、ピボット４６’は、テレビ１４内まで上方に延びているポスト６２
を含んでもよい。ピボット４６’の残りは、上述したように、開口部４８、カラー５４、
およびスリーブ５２を含んでいる。なお、この変型は、回転式ブラケット、取付けブラケ
ット、およびバックパネルを除外する。
【００１８】
　図１４および図１５を参照して、ユーザは、テレビの周りでは一つの部屋から他の部屋
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内まで見ることができないことを確保したいと考えることもある。その場合、プライバシ
ーストリップ６４が、内部フレーム１８と外部フレーム１６との間に設置されてもよい。
プライバシーストリップは、外部フレーム側部材３８に取り付けられ、かつ長い剛毛６６
を持つ可撓性剛毛材料を有する。頂部および底部に沿って、短い剛毛６８が外部フレーム
１６に取り付けられてもよい。
【００１９】
　図１６および図１７を参照して、ユニット１０には、内部フレーム１８に取り付けられ
るであろう遠隔制御センサ７０を設けることもできる。多くのテレビがデジタルケーブル
またはサテライトボックスに接続されると考えると、センサの目的は、どちらかの視聴部
屋でリモコン装置からの信号を受信し、かつ該信号を、部屋の一方に存在するデジタルケ
ーブルまたはサテライトボックスに中継することである。そのうえ、センサは、ＶＣＲお
よび／またはＤＶＤおよび／またはコンピュータ等の他の電子装置に動作可能に接続され
るだろう。センサの他の目的は、ユニットの電動回転を作動させる遠隔制御信号を受信す
ることであるだろう。
【００２０】
　代わりのピボットを、図１９に７２で示す。ピボット７２は、玉軸受型ピボットであり
、第１部分７４が内部フレーム１８に取り付けられ、かつ第２部分７６が外部フレーム１
６に取り付けられるだろう。
【００２１】
　図１８を参照して、ユニットを特定の位置に保持するロック機構を設けるのも望ましい
かもしれない。ロック機構の一例を、７８で示す。ロック機構は、外部フレーム１６のス
ロット８４に係合するロックアーム８２に動作可能に取り付けられたノブ８０を含む。
【００２２】
　図２０を参照して、モータ８６は、モータ８６を作動させることによってポスト５０が
回転されるように、ピボット４６に取り付けられてもよい。
【００２３】
　本発明のユニットを、図２１に示すような自立壁ユニット８８または図２２に示すよう
なキャビネット９０で用いることもできることは当業者によって理解されよう。キャビネ
ットの実施形態に関して、内部フレーム１８’を、図２２に示すように頂部回転式ブラケ
ットを含まないように修正するのが望ましいかもしれない。さらに、ただ一つのピボット
が望ましく、しかも図２２に示すように、頂部ピボットか底部ピボットのどちらかである
応用もありうる。これらの場合、ユニットの残りの大きさおよび接続は、異なる負荷を収
容するように修正されるだろう。好ましくは、本明細書でユニット１０を作るために用い
られる材料は、該ユニットがテレビによって発生される熱に耐えることができるように耐
熱性である。
【００２４】
　本発明の取付け回転式テレビユニット１０はまた、外部フレームを覆う外部仕上げフレ
ーム９２を含んでもよい。外部仕上げフレーム９２は、壁を外部フレームにいたるまでお
よびその全体にわたって仕上げられる必要がないので、設置をより簡単にすることができ
る。
【００２５】
　本発明の取付け回転式テレビユニットは、設置するのが比較的容易である。設置では、
設置者が、乾式壁に開口部を単に開け、かつ該ユニットが適所に置かれる前にフレーム開
口部をふさぎかつそれにスタッドを植え込む必要がある。器用な人は、わずかな材料費で
これをすることができ、または熟練した設置者は、かなりわずかな費用でそれをすること
ができるだろう。作業は、平均的な器用な人がするのは非常に簡単であるが、不器用な人
の能力を超えている。
【００２６】
　本発明の取付け回転式テレビユニットの有利である多くの特徴がある。ユニット１０は
、一方向に少なくとも１８０度、好ましくは３６０度回転し、その後戻る。これにより、
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電線が絡まらないようになる。好ましくは、内部フレーム１８は、どちらの方向を向いて
も適所で停止される。ユニット１０が、装飾を完全にするさまざまな異なる方法で仕上げ
られてもよいことは当業者によって理解されよう。
【００２７】
　本明細書で用いられるように、用語「備える」および「備えている」は、排他的という
よりはむしろ包含的でありかつ非限定であるとして解釈されるべきである。具体的には、
請求項を含む本明細書で用いられる場合、用語「備える」および「備えている」ならびに
その変形は、特定された特徴、工程または部品が含まれることを意味している。該用語は
、他の特徴、工程または部品の存在を排除すると解釈されるべきではない。
【００２８】
　上記説明はほんの一例として本発明に関すると理解されたい。本発明の多くの変形は、
当業者に容易に想達でき、かつそのような自明の変形は、明示的に記載されていようとな
かろうと本明細書に記載されるような発明の範囲内にある。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に従って構成されかつ壁内に取り付けられた取付け回転式テレビユニット
の斜視図である。
【図２】取付け回転式テレビユニットの破断斜視図である。
【図３】取付け回転式テレビユニットの外部フレームの斜視図である。
【図４】外部フレームおよびベースプレートの一部の拡大斜視図である。
【図５】内部フレームと外部フレームとの間のピボット接続の拡大斜視図である。
【図６】取付け回転式テレビユニットの内部フレームおよび外部フレームの、そこにテレ
ビ位置がない斜視図である。
【図７】図６に示したのと同じ、かつテレビがそこに位置決めされることを示す斜視図で
ある。
【図８】取付け回転式テレビユニットの内部フレーム、および外部フレームの一部分の、
そこにテレビが設置された後斜視図である。
【図９】取付け回転式テレビユニットの内部フレーム、および外部フレームの一部分の、
そこにテレビが設置された前斜視図である。
【図１０】取付け回転式テレビユニットに位置決めされるテレビの、かつユニットに取り
付けられるバックパネルを示す斜視図である。
【図１１】テレビが位置決めされている取付け回転式テレビユニットの、かつユニットに
取り付けられたバックパネルを示す斜視図である。
【図１２】本発明の取付け回転式テレビユニットの、内部フレームが側部も含む代わりの
実施形態の斜視図である。
【図１３】テレビに入る軸を示す以外は図５に示したのと類似である斜視図である。
【図１４】取付け回転式テレビユニットの、かつ内部フレームと外部フレームとの間のプ
ライバシーストリップを示す斜視図である。
【図１５】プライバシーストリップの拡大図である。
【図１６】取付け回転式テレビユニットの、かつ遠隔制御センサを示す斜視図である。
【図１７】遠隔制御センサの拡大図である。
【図１８】本発明の取付け回転式テレビユニットに関連して使用するためのロック機構の
拡大図である。
【図１９】代わりの玉軸受型ピボットの拡大図である。
【図２０】図５に示したのと同じ拡大斜視図であり、内部フレームと外部フレームとの間
のピボット接続を示しかつユニットを回転させるモータを示す。
【図２１】壁ユニット内に取り付けられた本発明の取付け回転式テレビユニットの斜視図
である。
【図２２】キャビネット上に取り付けられた本発明の取付け回転式テレビユニットの斜視
図である。
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【図２３】仕上げフレームを示す以外は図１に示したのと同じである取付け回転式テレビ
ユニットの斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【手続補正書】
【提出日】平成19年10月4日(2007.10.4)
【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】
　壁およびキャビネットのうちの一方の内にテレビを設置するための取付け回転式テレビ
ユニットであって、前記テレビは、そのユニットに設置されると、少なくとも１８０度回
転可能であり、前記テレビには、少なくとも１本の電線が接続され、
　テレビを受けるように構成される内部フレームと、
　前記壁および前記キャビネットのうちの一方の内に設置されるように構成され、かつ前
記内部フレームに回転可能に取り付けられる外部フレームであって、それにより前記内部
フレームを、前記テレビが少なくとも１８０度回転可能であるように枢転させることがで
きる、外部フレームと、
　前記内部フレームと前記外部フレームの間に動作可能に接続され、前記少なくとも１本
の電線を受け入れるように構成された中空管を有する低部ピボットと、を備える、取付け
回転式テレビユニット。
【請求項２】
　前記テレビは、その背部に複数の取付け孔を有し、かつ前記内部フレームは、頂部回転
式ブラケットおよび底部回転式ブラケットのうちの一方、およびそれに取り付けられかつ
それと直交して延びている少なくとも一対の背面取付けブラケットを含み、前記背面取付
けブラケットには、前記テレビ上の前記取付け孔と整合するように構成される複数の取付
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け開口部が形成され、かつ前記開口部は、前記テレビを前記内部フレームに固定するねじ
を受けるように構成される、請求項１に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項３】
　前記内部フレームは、前記頂部回転式ブラケットおよび前記底部回転式ブラケットのう
ちの他方をさらに含む、請求項２に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項４】
　前記内部フレームに取り付けられた背面カバーをさらに含む、請求項３に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項５】
　前記頂部回転式ブラケット、前記底部回転式ブラケット、および前記背面カバーは、通
気孔を含む、請求項４に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項６】
　前記内部フレームは、そのどちらかの側で前記頂部回転式ブラケットと前記底部回転式
ブラケットとの間に取り付けられた側部ブラケットをさらに含む、請求項３、４または５
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項７】
　少なくとも頂部ピボットをさらに含む、請求項１ないし６のいずれか１項に記載の取付
け回転式テレビユニット。
【請求項８】
　各ピボットは、前記外部フレームに形成された略円形開口部と、前記内部フレームに取
り付けられかつ前記外部フレームの前記円形開口部を通して延びている略管状ポストと、
それらの間のスリーブとを含む、請求項７に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項９】
　前記スリーブは、ナイロンで作られる、請求項８に記載の取付け回転式テレビユニット
。
【請求項１０】
　前記円形開口部の周りに取り付けられた外部フレームカラーをさらに含む、請求項８ま
たは９に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１１】
　前記内部フレームは、前記テレビ内に延びている管状ポストを含み、底部ピボットをさ
らに含み、かつ前記ピボットは、前記ポスト、略円形開口部、およびスリーブを含み、前
記開口部は、前記外部フレームに形成され、前記ポストは、前記外部フレームの前記円形
開口部を通して延びており、かつ前記スリーブはそれらの間に位置決めされる、請求項１
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１２】
　各ピボットは、玉軸受型ピボットである、請求項７に記載の取付け回転式テレビユニッ
ト。
【請求項１３】
　前記外部フレームに対して相対的な所定の位置に前記内部フレームを保持するためのロ
ック部をさらに含む、請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユ
ニット。
【請求項１４】
　前記内部フレームに動作可能に接続されるモータをさらに含み、それによって前記モー
タを作動させると、前記内部フレームが枢転される、請求項１ないし１３のいずれか１項
に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１５】
　前記外部フレームおよび前記内部フレームのうちの一方の上に取り付けられかつ前記外
部フレームと前記内部フレームとの間を延びているプライバシーストリップをさらに含む
、請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１６】
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　前記外部フレームは、壁内に取り付けられ、かつ前記外部フレームは、底部支持具およ
び頂部支持具、ならびに前記底部支持具上に取り付けられた底部壁ブラケットを含む、請
求項１ないし１５のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１７】
　前記頂部支持具上に取り付けられた頂部壁ブラケットをさらに含む、請求項１６に記載
の取付け回転式テレビユニット。
【請求項１８】
　前記外部フレームは、側部支持具をさらに含む、請求項１７に記載の取付け回転式テレ
ビユニット。
【請求項１９】
　前記壁は、前記外部フレーム全体にわたって仕上げられる、請求項１ないし１８のいず
れか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２０】
　前記テレビは、薄型テレビである、請求項１ないし１９のいずれか１項に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項２１】
　前記内部フレームは、１８０度回転可能である、請求項１ないし２０のいずれか１項に
記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２２】
　前記内部フレームは、３６０度回転可能である、請求項１ないし２０のいずれか１項に
記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２３】
　前記内部フレームは、耐熱材料で作られる、請求項１ないし２２のいずれか１項に記載
の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２４】
　前記ユニットに動作可能に接続される遠隔制御センサをさらに含む、請求項１ないし２
３のいずれか１項に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２５】
　前記遠隔制御センサは、ケーブル、サテライト、ＶＣＲ、ＤＶＤ、コンピュータ、およ
びその組合せからなるグループから選択された装置を動作させる、請求項２４に記載の取
付け回転式テレビユニット。
【請求項２６】
　前記遠隔制御センサは、前記内部フレームに動作可能に接続され、前記内部フレームを
回動させるモータを動作させる、請求項２５に記載の取付け回転式テレビユニット。
【請求項２７】
　外部仕上げフレームをさらに含む、請求項１ないし２６のいずれか１項に記載の取付け
回転式テレビユニット。
【請求項２８】
　実質的には図面を参照して以下で説明する取付け回転式テレビユニット。
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