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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背もたれを支持するための背もたれフレームおよびヘッドレストを有している車両の座
席のための背もたれ娯楽ディスプレイ・システムであって、
　前記背もたれに配置される前記背もたれフレームへと接続され、前記ヘッドレストに実
質的に隣接しかつ前記ヘッドレストの後方に延びている支持部材と、
　前記支持部材へと接続された調節装置と、
　前記調節装置へと接続されたディスプレイ装置と、
を備え、
　前記ヘッドレストが再配置又は調整されるときに前記支持部材が動かないように、前記
支持部材は、前記背もたれフレームと一体化されかつ前記ヘッドレストとは独立しており
、剛性である、システム。
【請求項２】
　前記支持部材が、前記背もたれの上部から上方へと延びる片持ち梁式のフレームを備え
る請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記調節装置が、前後方向に傾く特徴を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記調節装置が、横方向に枢動する特徴を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
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　前記調節装置が、上下方向の平行移動の特徴を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記調節装置が、横方向への平行移動の特徴を備える請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記調節装置が、前記背もたれおよび前記ヘッドレストの調節範囲の全体において、前
記車両の後部座席の乗員にとって前記ディスプレイ装置の視認の角度を最適にするように
調節可能である請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ディスプレイ装置が、メディア装置、スピーカー、接続ポート、ヘッドホン・ジャ
ック、および補助入力で構成されるグループから選択される少なくとも１つの追加の構成
要素を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ディスプレイ装置が、読書灯、作業灯、装飾用アクセント・ランプ、および周囲照
明ランプで構成されるグループから選択される少なくとも１つの照明装置を含む請求項１
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ディスプレイ装置が、無線送信器および受信器を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　背もたれおよびヘッドレストを有している車両の座席において使用するための背もたれ
娯楽システムであって、
　前記車両の座席の前記背もたれのためのフレームであって、前記ヘッドレストが再配置
又は調整されるときに支持部材が動かないように、前記フレームと一体化しかつ前記ヘッ
ドレストとは独立しており、剛性である前記背もたれの上方かつ前記ヘッドレストの後方
に延びている支持部材を備えているフレームと、
　第１の部位および第２の部位を有しており、前記第１の部位が前記支持部材へと接続さ
れている調節装置と、
　前記調節装置の前記第２の部位へと接続されたディスプレイ装置と、
を備えるシステム。
【請求項１２】
　前記調節装置の前記第１の部位および前記第２の部位が、前記ディスプレイ装置を粘性
により所望の位置に保持する粘性結合器によって互いに接続されている請求項１１に記載
のシステム。
【請求項１３】
　前記調節装置の前記第１の部位および前記第２の部位が、前記ディスプレイ装置を摩擦
により所望の位置に保持する摩擦発生装置によって互いに接続されている請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記摩擦発生装置が、実質的に水平な軸を中心とする前記ディスプレイ装置の枢動調節
を可能にすべく動作できるトルク・ヒンジを備える請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記トルク・ヒンジが、実質的に垂直な軸を中心とする前記ディスプレイ装置の枢動調
節を可能にすべく動作できる請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記調節装置の前記第１の部位が、前記支持部材へと摺動可能に接続されている請求項
１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記調節装置の前記第２の部位が、前記ディスプレイ装置へと摺動可能に接続されてい
る請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ディスプレイ装置が、前記ディスプレイ装置の側面に沿って一体化された周囲照明
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源を含む請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ディスプレイ装置が、画面部分および本体部分を含み、前記画面部分が、前記本体
部分へと移動可能に接続されている請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記調節装置が、前記ディスプレイ装置の取り外しおよび交換を容易にするための接続
点を提供する請求項１１に記載のシステム。
【請求項２１】
　車両のための座席であって、
　背もたれフレームへと接続された座席底部フレームと、
　前記背もたれフレームの上部の付近に接続されたヘッドレストと、
　前記背もたれフレームから上方に、前記ヘッドレストに隣接して前記ヘッドレストの後
方に延びている支持部材と、
　前記支持部材へと接続された調節装置と、
　前記調節装置へと接続されたディスプレイ装置と、
を備え、
　前記ヘッドレストが再配置又は調整されるときに前記支持部材が動かないように、前記
支持部材は、前記背もたれフレームと一体化されかつ前記ヘッドレストとは独立しており
、剛性である、車両のための座席。
【請求項２２】
　前記支持部材が、前記背もたれフレームの前記上部を超えて上方へと延びる部位を有す
る片持ち梁式のフレームを備える請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項２３】
　前記調節装置が、実質的に水平な軸および垂直な軸の少なくとも一方を中心とする運動
を可能にするための少なくとも１つのヒンジを備える請求項２１に記載の車両のための座
席。
【請求項２４】
　前記支持部材が、前記調節装置の突起を摺動可能に受け入れるように構成されたトラッ
クをさらに備える請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項２５】
　前記ディスプレイ装置が、前記調節装置から延びる突起部を摺動可能に受け入れるよう
に構成されたトラックを備える請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項２６】
　前記ディスプレイ装置が、ユーザからの入力を受信するためのタッチスクリーン・イン
ターフェイスを有する画面を含む請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項２７】
　前記ディスプレイ装置が、前記ディスプレイ装置をユーザによって前記座席から取り外
すことができるよう、前記支持部材へと着脱可能に接続される請求項２１に記載の車両の
ための座席。
【請求項２８】
　前記ディスプレイ装置が、メディア装置、スピーカー、接続ポート、ヘッドホン・ジャ
ック、補助入力、照明装置、無線送信器、および無線受信器で構成されるグループから選
択される少なくとも１つの構成要素をさらに備える請求項２１に記載の車両のための座席
。
【請求項２９】
　前記メディア装置が、ＤＶＤプレイヤーを備える請求項２８に記載の車両のための座席
。
【請求項３０】
　前記ディスプレイ装置上に映像をもたらすように構成されたカメラをさらに備える請求
項２１に記載の車両のための座席。
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【請求項３１】
　前記ディスプレイ装置が、取り替え可能な装飾片を備える請求項２１に記載の車両のた
めの座席。
【請求項３２】
　前記ディスプレイ装置が、制御ボタンをさらに備える請求項２１に記載の車両のための
座席。
【請求項３３】
　前記ディスプレイ装置が、移動可能な表示画面および前記表示画面の後方に配置される
駆動装置をさらに備え、前記表示画面が収納位置にあるときに前記駆動装置が隠されるよ
うにされる請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項３４】
　前記ディスプレイ装置が、付属の装置のための小部屋をさらに備え、前記小部屋は、前
記表示画面が収納位置にあるときに前記小部屋が隠されるように前記表示画面の後方に配
置されている請求項３３に記載の車両のための座席。
【請求項３５】
　前記調節装置が、収納位置への前記座席の移動に対応するため、約１８０度の前記ディ
スプレイ装置の動きを可能にしている請求項２１に記載の車両のための座席。
【請求項３６】
　車両のための座席であって、
　背もたれフレームへと接続された座席底部フレームと、
　ヘッドレストに実質的に隣接しかつ前記ヘッドレストの後方に前記背もたれフレームか
ら延びている少なくとも１つの支持部材であって、前記ヘッドレストが再配置又は調整さ
れるときに前記支持部材が動かないように、前記背もたれフレームと一体化されかつ前記
ヘッドレストとは独立しており、剛性である少なくとも１つの支持部材と、
　略固定の位置において前記支持部材へと接続された本体部分と、画面部分とを有してお
り、前記画面部分が、複数の視認位置のうちの任意の１つへの移動のために前記画面部分
の上縁に沿って前記本体部分へと枢動可能に接続されているディスプレイ装置と、
　前記背もたれおよび前記ディスプレイ装置の前記本体部分に対する所定の調節範囲内で
の位置調節のために、前記本体部分および前記支持部材のいずれか一方へと移動可能に接
続されたヘッドレストと、
　を備える車両のための座席。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広くは、車両（例えば、乗用車やトラックなどといった自動車、航空機、ボ
ート、列車、バス、など）において使用するための背もたれ娯楽システムに関する。さら
に具体的には、本発明は、背もたれおよびヘッドレストの位置調節に対応または適合して
車内の視聴者にとって視認の角度を最適にすることを目的とし、幅広い範囲の調節を可能
にする高所取り付けの配置構成を有している背もたれ娯楽ディスプレイ・システムに関す
る。また、この背もたれ娯楽ディスプレイ・システムは、ＤＶＤプレイヤー、スピーカー
、光源（例えば、周辺光の光源、作業用の光源、読書用の光源など）、接続ポート類、ヘ
ッドホン・ジャック、補助入力、無線送信器／受信器など、幅広くさまざまな他の構成要
素を含むことができる。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２００５年１２月２２日付の「Ｓｅａｔｂａｃｋ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅ
ｎｔ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｓｙｓｔｅｍ」という名称の米国特許仮出願第６０／７５３，０
８０号について、米国特許法第１１９条（ｅ）に規定の優先権の利益を主張し、この米国
特許仮出願の開示は、ここでの言及によって本明細書に取り入れられたものとする。
【背景技術】
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【０００３】
　自動車などの車両の座席において使用するための背もたれ娯楽ディスプレイ・システム
は、広く知られており、典型的には、背もたれの一部分または背もたれのヘッドレスト部
に取り付けまたは固定されたディスプレイを備えている。しかしながら、そのような背も
たれにおいて使用するための公知のディスプレイは、いくつかの欠点を抱えている。例え
ば、背もたれが動くこと（リクライニングさせた位置と直立位置または前方へと畳んだ位
置との間の動き、など）で、ユーザ（車両の後部座席に着席しているユーザなど）によっ
て観察されるディスプレイの視認の角度が、最適でない位置へと変化してしまいがちであ
る。
【０００４】
　また、このような背もたれまたはヘッドレストへと取り付けられる公知のディスプレイ
は、典型的には、背もたれまたはヘッドレストの高さによって決定される高さを有してお
り、座席またはヘッドレストの高さが座席の乗員によって変更されると、高さが変化しが
ちである。さらに、公知のディスプレイの視認の角度は、どちらかといえば限定的であり
、ディスプレイ装置を眺めるさまざまな体格の乗員（例えば、成人、子供、など）に容易
に適合させることができない。さらなる例として、公知の背もたれディスプレイは、通常
は横から横への調節が不可能であり、ディスプレイ装置からずれた関係に着席している後
席のディスプレイの視聴者（車両の後席全体の「中央」に着席している視聴者など）の視
認の角度を改善することができない。背もたれに取り付けられる公知の後部座席用ディス
プレイ装置のいくつかは、いくらかの調節を提供することができるが、そのような調節能
力は、通常は、限定的であって満足できるものではない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、これら公知の背もたれディスプレイの欠点を克服する背もたれ娯楽ディス
プレイ・システムを提供することが、好都合であると考えられる。また、座席のヘッドレ
ストの背後の背もたれの上部から片持ち梁の様式で支持される「高所取り付け」の配置構
成を有する背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供することが、好都合であると考え
られる。さらに、ディスプレイを前方および後方に傾けることができる背もたれ娯楽ディ
スプレイ・システムを提供することが、好都合であると考えられる。また、ディスプレイ
を横から横へと枢動させることができる背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供する
ことが、好都合であると考えられる。さらに、ディスプレイ装置を垂直方向に上方および
下方へと平行移動させることができる背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供するこ
とが、好都合であると考えられる。また、ディスプレイ装置を、視聴者にとっての所望の
視認の角度への対応または適合のために、座席の乗員による背もたれおよび／ヘッドレス
トの調節の範囲からおおむね独立した態様で、傾斜、枢動、または平行移動させることが
できる背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供することが、好都合であると考えられ
る。さらに、ＤＶＤプレイヤー、スピーカー、光源（例えば、周辺光の光源、作業用の光
源、読書用の光源など）、接続ポート類、ヘッドホン・ジャック、補助入力、無線送信器
／受信器などといった構成要素を有する背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供する
ことが、好都合であると考えられる。また、背もたれフレームから延びる構造体（例えば
、背もたれ、１対のロッドなど）へと、ヘッドレストを移動可能に一体化し、ディスプレ
イ装置（移動可能な表示画面を備える）を固定的に一体化する背もたれ娯楽システムを提
供することが、望ましいと考えられる。
【０００６】
　したがって、以上の好都合な特徴またはその他の好都合な特徴の１つ以上を有する車両
用の背もたれ娯楽ディスプレイ・システムを提供することが、望ましいと考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様によれば、背もたれを支持するための背もたれフレームおよびヘッドレ
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ストを有している車両の座席のための背もたれ娯楽ディスプレイ・システムが提供される
。このシステムは、背もたれフレームへと接続され、ヘッドレストに実質的に隣接してヘ
ッドレストの後方に延びる支持部材を備えている。調節装置が、支持部材へと接続され、
ディスプレイ装置が、調節機構へと接続されている。
【０００８】
　本発明の別の態様によれば、背もたれおよびヘッドレストを有している車両の座席にお
いて使用するための背もたれ娯楽システムが提供される。このシステムは、車両の座席の
背もたれのためのフレームであって、背もたれの上方かつヘッドレストの後方に延びてい
る支持部材を備えているフレームを備えている。調節装置が設けられ、第１の部位および
第２の部位を有しており、第１の部位が支持部材へと接続されている。ディスプレイ装置
が、調節装置の第２の部位へと接続される。
【０００９】
　本発明のさらなる態様によれば、車両のための座席が、背もたれフレームへと接続され
た座席底部フレーム、および背もたれフレームの上部の付近に接続されたヘッドレストを
備えている。支持部材が、背もたれフレームの上部からヘッドレストに隣接して延びてい
る。調節装置が、支持部材へと接続され、表示パネルが、調節装置へと接続されている。
【００１０】
　本発明のさらなる態様によれば、車両のための座席が、背もたれフレームへと接続され
た座席底部フレームを備えている。少なくとも１つの支持部材が、背もたれフレームから
延びている。本体部分を有するディスプレイ装置が、ほぼ固定の位置にて支持部材へと接
続され、画面部分が、複数の視認位置のうちの任意の１つへの移動のために画面部分の上
縁に沿って本体部分へと枢動可能に接続されている。ヘッドレストが、背もたれおよびデ
ィスプレイ装置の本体部分に対する所定の調節範囲内での位置調節のために、支持部材へ
と移動可能に接続されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１～７が、車両（例えば、乗用車、トラック、スポーツ・ユーティリティ・ビークル
、ミニバン、バス、などといった自動車、航空機、ボート、列車、など）において使用す
るための背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの一つの典型的な実施形態を示している。
背もたれ娯楽ディスプレイ・システムが、例として、車両の前部座席の後方に着席した車
両の乗員（「視聴者」）によって視認されるよう、車両の前部座席の背もたれとともに使
用するためのディスプレイ装置およびその他の構成要素を含むものとして、図示および説
明されている。そのようなディスプレイ装置は、幅広くさまざまなサイズ、形状、構成要
素、および構成にて設けることができ、システムは、視聴者が別の座席の背後の席に着席
する任意の座席（列車、航空機、バスなど）において使用することができる。そのような
変種はすべて、本発明の技術的範囲に包含される。
【００１２】
　図７を参照すると、典型的な実施形態による車両用の背もたれ娯楽ディスプレイ・シス
テム１０が示されている。このシステムは、背もたれフレーム２０、支持部材３０、調節
装置４０、およびディスプレイ装置５０を含んでいる。さらに、システムは、例えば図２
Ａ～４に示されているように、幅広くさまざまな追加の構成要素を含んでもよい。背もた
れフレーム２０は、幅広くさまざまな任意の車両において使用するための従来からの座席
フレームであってよい。支持部材３０が、溶接、ろう付け、ねじ式の固定具、背もたれフ
レームとの一体成形、などの任意の適切なプロセスによって背もたれフレーム２０の上部
２２または上部付近に取り付けられた（接続された、連結された、貼り付けられた、一体
に形成された、など）下端３２を有して示されている。支持部材３０は、フレームの一部
が背もたれへと取り付けられたヘッドレストの後方に延びるよう、背もたれフレーム２０
の任意の適切な部位（例えば、横、後ろ、など）へと取り付けることができる。図２Ａ～
６を参照すると、支持部材３０が、ディスプレイ装置５０に「高所取り付け」の配置構成
をもたらすために、背もたれフレーム２０の上部２２の付近かつ背もたれのヘッドレスト
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２４の後方に隣接した位置から、上方へと延びるように示されている。支持部材は、任意
の適切な材料（鋼、アルミニウム、プラスチック、など）で製作でき、背もたれの製造の
際に背もたれフレームへと取り付けることができる。支持部材３０の上端３４が、調節装
置４０を受け入れるように構成されており、調節装置４０は、例えばディスプレイ装置５
０の上部として示されているものを取り付け点において支持部材３０へと接続するように
示されている。一実施形態によれば、支持部材がプラスチックで被覆され、あるいはプラ
スチックで包まれているが、支持部材を、塗装し、陽極酸化処理し、エポキシで被覆し、
可塑化し、ビニルで被覆し、布地で包み、あるいは皮革で包むなど、車両の他の内装飾り
の特徴と（所望のとおりに）一致しまたは対照となるように、任意の適切なやり方で仕上
げることが可能である。
【００１３】
　一実施形態によれば、さらに支持部材３０が、ディスプレイ装置が支持部材に当接した
「収納」位置（図１～２Ａを参照）にあるとき、ディスプレイ装置５０の後方におおむね
「隠匿」または隠されたままとなるように意図された形状を有して示されており、ディス
プレイ装置が「固定式取り付け」の形式のディスプレイ装置の外観と同様の外観を保ちつ
つ、本明細書に記載の実施形態の好都合な調節の特徴を可能にしている。別の実施形態に
よれば、支持具を、ディスプレイ装置が収納されたときも目に触れるままであるような寸
法および形状とすることができ、背もたれおよび／またはディスプレイ装置に同調しまた
は対照となる審美的な外観を有するように構成することができる。図示された実施形態に
よれば、支持部材３０が、ディスプレイ装置および／または支持部材が直面する可能性が
あると予想されるあらゆる荷重の状況において使用するために適した強度を有するほぼ剛
性の部材として示されている。代替実施形態によれば、支持部材が、ディスプレイ装置お
よび／または調節機構および／または支持部材の損傷を防止するため、特定の所定の大き
さを超える荷重または衝撃の場合（例えば、何者かがディスプレイ装置を「引い」たり、
あるいはディスプレイ装置に「もたれ」たり、あるいは他の方法でディスプレイ装置また
は支持部材に応力を加える場合）に「倒れ」、あるいは潰れるように意図された復元可能
な「破損防止」の特徴（スナップ・ヒンジ、オーバーセンター付勢装置、など）を備えて
もよい。
【００１４】
　一実施形態によれば、調節機構４０が、約０～６０度の範囲など、所望の調節範囲にわ
たる前方‐後方（例えば、倒す、傾ける、畳む、引き出す、押し戻すなど）の態様（すな
わち、水平軸を中心とする回転‐図６Ａ～７を参照）でのディスプレイ装置５０（および
、図２Ａ～４に示されているような他の構成要素）の移動を可能にするように意図されて
いる。図６Ｂを参照すると、ディスプレイ装置を、ディスプレイの保護が望まれるとき（
例えば、ディスプレイ装置の損傷を防止すべく背もたれを「平たく畳まれた」位置へと動
かすときなど）の車両の座席の配置に対応するため、ほぼ１８０°上方へと枢動できるよ
うに配置することができる。また、調節機構４０は、約０～３０度の範囲など、所望の調
節範囲にわたる横から横（例えば、枢動、揺動、摺動など）の態様（すなわち、垂直軸を
中心とする回転）および上方‐下方（例えば、上昇、下降など‐図４を参照）の態様を可
能にするように意図され、さらに表示パネルを、最大でほぼ支持部材３０の高さの大きさ
の移動距離にわたり、支持部材または調節装置によって定められる平面におおむね沿った
平行移動によって移動可能にできるよう、横から横の態様（図３を参照）を可能にするよ
うに意図されている。しかしながら、調節機構を、特定の用途または顧客に適するよう、
これらの調節の特徴のただ１つ（または、特定のいくつか）をもたらすように選択しても
よい。一実施形態によれば、調節機構が、支持部材とディスプレイ装置との間の機械的な
接続をもたらすように意図されている。接続は、別の場所での使用のためにディスプレイ
装置（および、その関連の構成要素）を取り外すことができるよう、クイック・リリース
装置の使用を容易にするように意図されており、ディスプレイ装置（および、その関連の
構成要素）の更新／交換を可能にすべく互換性を向上させるように意図されている。
【００１５】
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　調節機構４０を、所望の範囲の運動を可能にし、さらに「摩擦発生」または「トルク抵
抗」の相互作用を備えることができる市販の製品（回転の調節の特徴のための「トルク・
ヒンジ」またはトルク・ワッシャあるいは釣り合いばね、など）として選択することがで
き、あるいは所望の特徴または特徴の組み合わせを取り入れるべく特注することができる
。さらに、調節機構は、視聴者によって所望の視認の角度へと調節された後のディスプレ
イ装置を、後に視聴者によって再調節されるまで所望の位置に「ホールド」または「保持
」しようとする「保持」の特徴（例えば、粘性または摩擦の界面、ダンパー、ばね補助装
置、など）を備えることができる。一実施形態によれば、保持の特徴は、通常の使用およ
び車両の移動の最中にディスプレイ装置の位置を維持するための充分な保持強度を有して
いる。しかしながら、保持の特徴の強度は、手作業によってディスプレイ装置を好都合に
調節でき、乗員または車両内の他の物体との衝突時にディスプレイ装置の位置を「解放」
できるよう、充分に小さいように意図されている。調節機構４０の水平軸の枢動および垂
直軸の枢動の特徴は、ヒンジ、ピンとソケット、ベアリング、軸受筒、などといった任意
の適切な回転装置（例えば、水平軸を中心とする調節のためのヒンジ４２として示されて
いる）によってもたらすことができる。上方‐下方および横から横への平行移動の調節の
特徴は、調節機構４０とディスプレイ装置５０または支持部材３０との間の仲立ちを行う
（あるいは、調節機構４０ならびにディスプレイ装置５０または支持部材３０に組み込ま
れる）スライダ、トラック、レール、などを使用してもたらすことができる。図示された
実施形態によれば、上方‐下方の調節が、支持部材３０に設けられ、調節機構４０から延
びている対応する突起を摺動可能に受け入れるように構成されたトラック３６によっても
たらされている（図７を参照）。横から横への調節は、調節機構４０のヒンジ４２から延
びている突起またはタブ（突起部４６として示されている）に係合するディスプレイ装置
５０上のトラック５２によってもたらされて示されている（図７を参照）。代替実施形態
によれば、調節機構の枢動／回転の特徴が、解除機構（ばねで付勢されたボタン、レバー
、ラッチなど）を備えるラチェットおよび爪の装置を有することができる。
【００１６】
　別の実施形態によれば、調節の特徴を、（ディスプレイ装置の伸縮、関節運動、などを
可能にする）ボールとソケットからなる装置、粘性結合装置、ピン留めされたリンク、な
どといった他の適切な装置によって達成することができる。別の代替実施形態によれば、
ディスプレイ装置の位置を、（例えば、「小型」サイズなどの）適切なモータ、サーボ、
アクチュエータ、などによって遠方から調節することができ、ディスプレイ装置上の制御
部によって動作させることができ、あるいは表示パネルに組み合わせられたメディア装置
を操作するリモート制御部など、リモートコントロール装置によって動作させることがで
きる。さらなる代替実施形態によれば、調節機構が、ディスプレイ装置の横移動を可能に
するために、横から横への平行移動の特徴を備えることができる。さらなる実施形態によ
れば、調節機構（またはその取り付け点）に、保安の目的のため、または車両から離して
（ホテル、あるいは他の適切な用途または場所などで）使用するため、などのために、ユ
ーザによるディスプレイ装置の取り外しを可能にするクイック・リリース装置を備えるこ
とができる。クイック・リリース装置は、ディスプレイ装置の意図せぬ取り外しを最小限
にするために、ロック装置（キーなど）を備えることができる。
【００１７】
　図２Ｂに示した代替実施形態によれば、ディスプレイ装置５０を、ユーザによる映像の
視認のためにさらなる調節範囲を可能にするため、画面部分５４をディスプレイ装置５０
の本体部分５６へと移動可能に接続して備えている２つの部分からなる装置として設ける
ことができる。画面部分５４が、トルク・ヒンジなどを使用することなどによって、上縁
に沿って本体部分５６へと枢動可能に接続されて示されている。本体部分にくぼみ（指の
ための刻み（ｆｉｎｇｅｒ　ｒｅｌｉｅｆ）５８として示されている）が、画面の位置決
めにおける車両の乗員による使用の容易さを高めるために、表示画面の下縁に隣接して設
けられている。
【００１８】
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　別の実施形態によれば、調節装置が、背もたれのヘッドレストの後方に隣接するディス
プレイ装置の全体としての空間を最小限にする低プロファイル（例えば、薄い、細い、狭
い、など）な装置として構成されている。調節装置４０は、支持部材３０との組み合わせ
において、特定の視聴者（例えば、背が低い、背が高い、など）および視聴者の位置（例
えば、座席の直後、座席からずれている、など）に対応するため、視聴者がディスプレイ
装置５０の視認の角度をほぼ無数の位置のうちの任意の１つへと選択的にカスタマイズで
きるように意図されており、さらに背もたれおよび／またはヘッドレストが座席の乗員に
よって調節または位置変更されるときに、調節を所望の視認の角度に維持できるように意
図されている。例えば、車両の座席の乗員が背もたれをリクライニングさせるとき、視聴
者が、所望の視認の角度を維持するために、ディスプレイ装置を調節する（例えば、傾け
る）ことができ、さらには／あるいはディスプレイ装置を上昇させることができる。さら
なる例として、ディスプレイ装置が、ヘッドレストとは別個独立に取り付けられているた
め、座席の乗員が、ディスプレイ装置の位置を変化させることなく、ヘッドレストを所望
の任意の高さまたは傾きへと調節することができる。
【００１９】
　さらに図２Ａ～４を参照すると、ディスプレイ装置が、ディスプレイの機能を向上させ
るように意図されたさまざまな追加の構成要素および／または特徴を備えて示されている
。例えば、ディスプレイ装置が、ディスプレイのユーザへと音声を届けるためのスピーカ
ー６２を備えることができる。ディスプレイ装置の画面に表示される映像に協調させた多
色の照明をもたらすべくディスプレイ装置の外周（あるいは側方または後方）に沿って取
り付けられるＬＥＤ６４などの光源によって、周囲照明をもたらすことができる。例えば
ＤＶＤプレイヤー６６として示されているメディア装置を、ディスプレイ装置へと一体化
させることができ、ディスプレイ装置の側面または上部に沿って設けられるものとして示
されているアクセス口を有することができる。また、ディスプレイ装置は、接続ポート６
８（例えば、ＵＳＢ、など）、ヘッドホン・ジャック７０、および補助入力７２（例えば
、ＲＣＡまたは１／８インチ・ジャック、などのための）を備えるものとして示されてい
る。さらに、読書灯７４が、ディスプレイ装置の下縁に沿って設けられるものとして示さ
れており、ディスプレイ装置の位置を調節することによって、所望の位置へと光のビーム
を導くように位置させることができる。さらに、ディスプレイ装置は、（例えば、リモー
トコントロール装置、または他の適切なインターフェイスとの通信のための）赤外送信器
および受信器７６を備えるものとして示されている。さらに、ディスプレイ装置に、ブル
ートゥース、ＷｉＦｉ、などといった無線通信を備えることができる。また、表示画面を
囲んでいる飾りは、「発光」し、あるいは画面上の映像から別個独立であっても、画面上
の画像に協調してもよい装飾的な外観をもたらす１つ以上の「帯」の形態など、装飾的な
アクセントの照明を備えることができる。さらに図２Ｃを参照すると、制御装置６９（例
えば、ボタン、つまみ、ダイアル、など）を、ディスプレイ装置５０のその場での操作を
可能にするために、任意の適切な位置に設けることができる。さらに図２Ｄを参照すると
、ディスプレイ装置は、目に見える制御装置を備えなくてもよく、リモートコントロール
装置７５によって操作されるように構成することができる。図２Ｄに例として示されてい
るように、ディスプレイ装置に、とりわけリモートコントロール装置、映画メディア、電
池、電池パック、ＵＳＢアイテム、などの付属品類を収納または保管するため、移動可能
な表示画面の後方に位置する小部屋７３を備えることができる。さらに、ディスプレイ装
置５０は、ＳＤカード・スロットなど、移動可能な表示画面の後方に配置（あるいは、「
隠匿」）された他の構成要素を備えることができる。例えば、図２Ｄには、移動可能な表
示画面の後方に配置された駆動装置６６（ＤＶＤ再生駆動装置として示されている）が示
されている。
【００２０】
　別の実施形態によれば、ディスプレイ装置が、ディスプレイ装置をユーザによってカス
タマイズできるよう、着脱可能または交換可能なフェイス・プレートまたは装飾ベゼル５
１（図１を参照）を備えることができる。例えば、交換可能なベゼルを、色、テクスチャ
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（例えば、木目、カーペット、布地など）、グラフィック（例えば、お気に入りのチーム
のロゴ、キャラクタ、位置、組織など）等、幅広くさまざまなカスタマイズされた様式に
て用意することができる。
【００２１】
　別の実施形態によれば、ディスプレイ装置が、（例えば、「化粧鏡」などとして使用す
るために）映像を表示画面上に表示するように構成されたカメラ５３（図４を参照）を備
えることができる。
【００２２】
　任意の典型的な実施形態によれば、ディスプレイ装置５０は、メディア装置から信号を
受け取って、視聴者へと映像を伝えるために、任意の適切な技術を含むことができる。例
えば、ディスプレイ装置の技術として、（とりわけ）ＬＣＤ、プラズマ、ＯＬＥＤ、放射
または半透過型デバイス、電界放出デバイス、を挙げることができ、カラーまたはモノク
ロのディスプレイとして用意することができる。また、画面は、ユーザからの入力コマン
ドを受信するために、タッチスクリーン式の相互対話を提供することができる。すべての
そのような表示画面の技術が、本発明の実施形態の範囲に包含される。
【００２３】
　図８Ａ～８Ｄを参照すると、ヘッドレスト１２４の支持部材（ロッド１３０として示さ
れている）に一体化された別の典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・シス
テム１１０が示されている。好ましい実施形態によれば、１対のロッド１３０が、背もた
れおよびヘッドレストの開口に適合する。図８Ａに示されているように、背もたれ１２０
に、支持部材（ロッド１３０の下方へと突き出している下部１３１として示されている）
を受け入れて固定するための開口が設けられている。ロッド１３０の下部１３１は、ディ
スプレイ装置１５０を背もたれへと固定するように構成されている。さらに、ディスプレ
イ装置１５０の本体部１５２が、ヘッドレスト１２４を調節可能に支持するために、ロッ
ド１３０の上方へと突き出している部位１３４を備えている。
【００２４】
　ロッド１３０はそれぞれ、突き出している下部１３１、中間部１３２、および突き出し
ている上部１３４を有している１本のロッドであってよい。あるいは、ロッド１３０を、
本体部１５２に一体化される別個の部位にて設けてもよい。ディスプレイ装置１５０は、
ヘッドレスト１２４の背後の位置においてロッド１３０によって背もたれ１２０へと固定
される。本体部１５２は、ディスプレイ装置１５０を背もたれ１２０へと取り付けるため
に、ほぼ固定的な態様でロッド１３０につながっており（ロッドの中間部１３２に示され
ている）、ロッド１３０の下部１３１が、開口へと挿入されて背もたれ１２０へと固定さ
れる（図８Ｂを参照）。（図示のとおりの）一実施形態によれば、ロッドの中間部１３２
が、本体部１５２を固定の位置に保持するうえで役に立つおおむね水平な「曲がり」また
はオフセット領域を備えている。別の実施形態によれば、ロッドは、背もたれへと固定さ
れて、ディスプレイ装置を移動可能に取り付けられるヘッドレストの背後の固定の位置に
取り付けられる任意の所望の構成を有することができる。例えば、ロッドがそれぞれ、一
方の枝がヘッドレストを移動可能に取り付け、もう一方の枝がディスプレイ装置を固定的
に取り付け、根元の脚が背もたれへと固定される「Ｙ字」形を有することができる。
【００２５】
　さらに図８Ｃを参照すると、図示された実施形態によれば、ヘッドレスト１２４が、デ
ィスプレイ装置１５０の前側に隣接して位置するように、ロッド１３０の上部１３４を覆
って移動可能に取り付けられている。ヘッドレスト１２４は、背もたれ１２０およびロッ
ド１３０に対してほぼ固定されたままであるディスプレイ装置１５０の本体部１５２とは
別個独立に、ロッド１３０の上部１３４に沿った調節範囲において垂直方向に位置づけ可
能である。さらに、ヘッドレストを、特定のユーザに適合するための配置を向上させるた
めに、ロッドの部位１３４に対して水平方向に調節可能であるように構成することができ
る。したがって、ヘッドレスト１２４が調節可能である一方で、ディスプレイ装置１５０
の本体部１５２は、ヘッドレストの後方に隣接した位置において背もたれ１２０に対して
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ほぼ固定されたままであるように意図されている。代替実施形態によれば、ディスプレイ
装置の本体部を、ユーザにとって利用できる調節の量を増すために、支持部材へと移動可
能に（ディスプレイ装置およびヘッドレストがお互いに対して別個独立に可動であり、か
つ背もたれに対して別個独立に可動であるように）取り付けることができる。
【００２６】
　図８Ｄを参照すると、ディスプレイ装置１５０が、移動可能な表示画面１５４を、本体
部１５２へと画面の上縁に沿って枢動可能に接続して備えており、ユーザが、背もたれ１
２０またはヘッドレスト１２４の位置から別個独立に、表示画面１５４の視認の角度を枢
動によって調節することができる。ディスプレイ装置１５０は、図２Ａ～４のディスプレ
イ装置５０に関してすでに述べたさまざまな特徴、特性、および能力の任意の１つ以上を
備えることができる。
【００２７】
　別の代替実施形態によれば、ヘッドレストおよびディスプレイ装置を、図７に示した支
持部材などのブラケットを用いて一体に統合することができる。そのような実施形態によ
れば、ディスプレイ装置（枢動する表示画面を有している）が、支持部材へと固定的に取
り付けられた本体部を有することができ、１対のロッドが、支持部材またはディスプレイ
装置に一体化される。ロッドは、ヘッドレストの背もたれに対する所定の範囲の垂直方向
の調節のために、ヘッドレストをディスプレイ装置の前方に移動可能に取り付けるように
構成されている。
【００２８】
　任意の好ましい実施形態によれば、背もたれ娯楽ディスプレイ・システムは、座席後部
のディスプレイ装置５０、１５０の視認の角度の調節を最適にするための優れたシステム
および方法を提供する。このシステムによれば、視聴者が、背もたれ上のヘッドレストの
位置あるいは背もたれの位置（例えば、リクライニング、直立、など）および背もたれの
高さ（上昇位置、下降位置、など）とは別個独立に、ディスプレイ装置５０、１５０を任
意の所望の視認の角度へと適合させることができる。また、このシステムは、（とりわけ
）幅広くさまざまな背もたれフレームのいずれにおいても使用できる比較的標準化された
システムを提供することによって、コストを減らすように意図されている。
【００２９】
　好ましい実施形態および別の典型的な実施形態において示した背もたれ娯楽ディスプレ
イ・システムの各構成要素の構成および配置は、あくまで説明のためのものである。本明
細書においては、本発明の少数の実施形態のみを詳しく説明したが、本明細書を検討した
当業者であれば、本明細書に記載の主題の新規な教示および利点から実質的に離れること
なく多数の変更（例えば、種々の構成要素のサイズ、寸法、構造、形状、および割合、パ
ラメータの値、取り付けの配置構成、材料の使用、色、向き、などの変種）が可能である
（例えば、さまざまな調節の特徴を、任意の所望の用途に適するように選択または選別し
て組み合わせることができる）ことを、容易に理解できるであろう。例えば、一体に形成
されるものとして示した構成要素を、複数の部品または構成要素で構成してもよく、構成
要素の位置を、反対にしても、あるいは他のやり方で変化させてもよく、別個の構成要素
の性質または数あるいは位置を、修正または変更することが可能である。支持部材の構成
要素および／またはアセンブリを、幅広くさまざまな任意の色、テクスチャ、および組み
合わせの幅広くさまざまな任意の成型可能プラスチック材料（耐衝撃性プラスチックなど
）など、充分な強度または耐久性をもたらす幅広くさまざまな任意の材料から構成できる
ことを、理解すべきである。他の置換、変形、変更、および省略を、本発明の技術的範囲
から離れることなく、好ましい実施形態および別の典型的な実施形態の設計、動作状況、
および配置構成において行うことが可能である。
【００３０】
　代替実施形態によれば、任意のプロセスまたは方法の各工程の順序または並びを、変更
または並べ直すことが可能である。特許請求の範囲において、手段に機能を書き添えてな
る表現は、当該機能を実行するとして明細書に記載された構造を包含するように意図され
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ており、構造上の均等物だけでなく、均等な構造も包含する。他の置換、変形、変更、お
よび省略を、添付の特許請求の範囲に表現される本発明の技術的思想から離れることなく
、好ましい実施形態および別の典型的な実施形態の設計、動作状況、および配置構成にお
いて行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】典型的な実施形態による車両用の背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの概略図
である。
【図２Ａ】ディスプレイ装置を或る１つの位置に有している典型的な実施形態による背も
たれ娯楽ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図２Ｂ】移動可能な表示画面部分を備える典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディス
プレイ・システムの斜視の概略図である。
【図２Ｃ】制御部を備えて示されているディスプレイ装置を有している典型的な実施形態
による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図２Ｄ】移動可能な表示画面部分ならびに画面の後方に位置する駆動部および付属品の
ための小部屋を有している典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システム
の斜視の概略図である。
【図３】ディスプレイ装置を別の位置に有している典型的な実施形態による背もたれ娯楽
ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図４】ディスプレイ装置を別の位置に有している典型的な実施形態による背もたれ娯楽
ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図５】ディスプレイ装置を別の位置に有している典型的な実施形態による背もたれ娯楽
ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図６Ａ】ディスプレイ装置を別の位置に有している典型的な実施形態による背もたれ娯
楽ディスプレイ・システムの斜視の概略図である。
【図６Ｂ】ディスプレイ装置を背もたれの折り畳みを可能にするための別の位置に有して
いる典型的な実施形態による図６Ａの背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの斜視の概略
図である。
【図７】典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの側面の概略図で
ある。
【図８Ａ】支持部材（ヘッドレストのためのロッドとして示されている）に一体化された
本発明の別の典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの概略図であ
る。
【図８Ｂ】支持部材（ヘッドレストのためのロッドとして示されている）に一体化された
本発明の別の典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの概略図であ
る。
【図８Ｃ】支持部材（ヘッドレストのためのロッドとして示されている）に一体化された
本発明の別の典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの概略図であ
る。
【図８Ｄ】支持部材（ヘッドレストのためのロッドとして示されている）に一体化された
本発明の別の典型的な実施形態による背もたれ娯楽ディスプレイ・システムの概略図であ
る。
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【図８Ｄ】
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