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(57)【要約】
【課題】　展示品に画鋲の刺し孔を空けることなく、か
つ画鋲の頭部を隠して見えなくし、壁に美しく手軽に展
示することができる。また、ユーザの好みに応じて画鋲
とフック等の掛止具を選択的に使用して展示することが
できる壁掛具および壁掛展示具を提供する。
【解決手段】　展示品Ｇを壁Ｗに掛けるための壁掛具１
であって、展示品Ｇの裏面に付設される付設台２と、こ
の付設台２に折り曲げ自在に設けられている第一立上板
材３と、この第一立上板材３に折り曲げ自在に設けられ
ている第二立上板材４とを有しており、第一立上板材３
には掛止具Ｆにより掛止しうる第一掛止孔７が形成され
ているとともに、第二立上板材４には第一立上板材３に
折り重ねられた場合に第一掛止孔７と連通する第二掛止
孔９が形成されており、第一掛止孔７または第二掛止孔
９には画鋲Ｐの頭部を収容可能な頭部収容部８が形成さ
れている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　展示品を壁に掛けるための壁掛具であって、
　前記展示品の裏面に付設される付設台と、
　この付設台にその基端部を折り曲げ自在に設けられている第一立上板材と、
　この第一立上板材の先端部にその基端部を折り曲げ自在に設けられている第二立上板材
とを有しており、
　前記第一立上板材には掛止具により掛止しうる第一掛止孔が形成されているとともに、
前記第二立上板材には前記第一立上板材に折り重ねられた場合に前記第一掛止孔と連通す
る第二掛止孔が形成されており、前記第一掛止孔または前記第二掛止孔には画鋲の頭部を
収容可能な頭部収容部が形成されている壁掛具。
【請求項２】
　前記第二立上板材の先端部には、前記第一立上板材に前記第二立上板材を折り重ねて立
ち上げた場合に、前記付設台に当接してそれらの立ち上げた状態を支持する支持板材が設
けられている請求項１に記載の壁掛具。
【請求項３】
　前記付設台の両端部には、中央方向に摺動可能に設けられており、前記第一立上板材お
よび前記第二立上板材が折り重ねられて前記展示品の裏面に倒された場合に、これらの板
材を前記展示品の裏面に押圧して固定するとともに、前記第一立上板材および前記第二立
上板材が折り重ねられて前記展示品の裏面から立ち上げられた場合に、これらの板材を狭
持して所定角度で固定するストッパーが設けられている請求項１または請求項２に記載の
壁掛具。
【請求項４】
　展示品を収容可能なフレーム状の展示具本体を有するとともに、この裏面に請求項１か
ら請求項３のいずれかに記載の壁掛具を設けてなる壁掛展示具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、展示品を壁に掛けるための壁掛具および壁掛展示具に関するものであって、
特に画鋲を使って展示品を壁に掛けるのに好適な壁掛具および壁掛展示具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、色紙、写真、絵画、絵葉書等の展示品を画鋲を使って壁に刺して展示することが
ある。また、それら展示品を額縁等のフレーム状の展示具に収容して壁に掛けて展示する
こともある。このような展示品を壁に掛けるための壁掛展示具に関する発明もいくつか提
案されている。
【０００３】
　例えば、実用新案登録第３１２７６２７号公報には、展示品を目視しうる状態に保持す
る表示部と、展示品を差し替え可能に収容しうる保管部と、表示部の裏面を被覆する背板
部と、この背板部の裏面に設けられて上方に折り起こし可能な壁掛け部と、この壁掛け部
に設けられた孔部とを有する壁掛卓上ディスプレイ装置が提案されている（特許文献１）
。この特許文献１によると、当該壁掛卓上ディスプレイ装置は、壁掛け部を前記表示部よ
りも上方に折り返して起こし、その孔部にフック等を通して展示品を壁に掛けて展示する
ことができるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１２７６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、画鋲を使って展示品を壁に貼り付ける場合には、展示品に針を刺して孔
が空いてしまうため、展示品の価値や外観を損ねてしまうし、画鋲の頭部が展示品の表に
現れて目立つため美観を損ねてしまうという問題がある。
【０００６】
　また、特許文献１に記載された発明においては、複数の展示品を上下に並べて展示する
場合には、上方に折り返して起こされた壁掛け部が邪魔となり、不要なスペースを取らな
ければならないし、綺麗に整列させて展示することができないという問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、展示品に画鋲の
刺し孔を空けることなく、かつ画鋲の頭部を隠して見えなくし、壁に美しく手軽に展示す
ることができ、また、ユーザの好みに応じて画鋲とフック等の掛止具を選択的に使用して
展示することができる壁掛具および壁掛展示具を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る壁掛具は、展示品を壁に掛けるための壁掛具であって、前記展示品の裏面
に付設される付設台と、この付設台にその基端部を折り曲げ自在に設けられている第一立
上板材と、この第一立上板材の先端部にその基端部を折り曲げ自在に設けられている第二
立上板材とを有しており、前記第一立上板材には掛止具により掛止しうる第一掛止孔が形
成されているとともに、前記第二立上板材には前記第一立上板材に折り重ねられた場合に
前記第一掛止孔と連通する第二掛止孔が形成されており、前記第一掛止孔または前記第二
掛止孔には画鋲の頭部を収容可能な頭部収容部が形成されている。
【０００９】
　また、本発明の一態様として、前記第二立上板材の先端部には、前記第一立上板材に前
記第二立上板材を折り重ねて立ち上げた場合に、前記付設台に当接してそれらの立ち上げ
た状態を支持する支持板材が設けられていてもよい。
【００１０】
　さらに、本発明の一態様として、前記付設台の両端部には、中央方向に摺動可能に設け
られており、前記第一立上板材および前記第二立上板材が折り重ねられて前記展示品の裏
面に倒された場合に、これらの板材を前記展示品の裏面に押圧して固定するとともに、前
記第一立上板材および前記第二立上板材が折り重ねられて前記展示品の裏面から立ち上げ
られた場合に、これらの板材を狭持して所定角度で固定するストッパーが設けられていて
もよい。
【００１１】
　また、本発明に係る壁掛展示具は、展示品を収容可能なフレーム状の展示具本体を有す
るとともに、この裏面に前記壁掛具を設けてなる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、展示品に画鋲の刺し孔を空けることなく、かつ画鋲の頭部を隠して見
えなくし、壁に美しく手軽に展示することができる。また、ユーザの好みに応じて画鋲と
フック等の掛止具を選択的に使用して展示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係る壁掛具の一実施形態を示すものであって、展示品の裏面に取り付け
た状態を示す斜視図である。
【図２】本実施形態における（ａ）第一立上板材、第二立上板材および支持板材が広げら
れている状態を示す側面断面図、（ｂ）第二立上板材および支持板材を展示品側に折り曲
げて前記展示品の裏面に伏せた状態（第一使用状態）を示す側面断面図、（ｃ）第一立上
板材および第二立上板材を展示品の裏面に立ち上げた状態（第二使用状態）を示す側面断
面図である。
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【図３】本実施形態におけるストッパーを示す斜視図である。
【図４】本実施形態における付設台のストッパー設置部とそこに設置されたストッパーと
の位置関係を示す縦断面図である
【図５】本実施形態の壁掛具における第一使用状態として頭部収容部に画鋲の頭部を収容
した状態を示す斜視図である。
【図６】本実施形態の壁掛具における第一使用状態として壁に掛けられた状態を示す側面
断面図である。
【図７】本実施形態の壁掛具における第二使用状態として第一立上板材および第二立上板
材を重ねて展示品の裏面に立ち上げた状態を示す斜視図である。
【図８】（ａ）壁に掛止具が設けられている状態を示す側面断面図と、（ｂ）本実施形態
の壁掛具における第二使用状態として掛止具を使って壁に掛けられた状態を示す側面断面
図である。
【図９】本発明に係る壁掛展示具の一実施形態を示す展開斜視図である。
【図１０】本実施形態の壁掛展示具を示す正面斜視図である。
【図１１】本実施形態の壁掛展示具を示す背面斜視図である。
【図１２】本実施形態における壁掛展示具の裏蓋押止部を示す拡大斜視図である。
【図１３】本実施形態における壁掛展示具の第一使用状態を示す拡大斜視図である。
【図１４】本実施形態における壁掛展示具の第二使用状態を示す拡大斜視図である。
【図１５】他の実施形態における（ａ）第一掛止孔の外周縁に沿った収容溝として形成し
た頭部収容部と、（ｂ）第二掛止孔の外周縁に沿った収容溝として形成した頭部収容部と
、（ｃ）第一掛止孔側および第二掛止孔側の両方の外周縁に沿った収容溝として形成した
頭部収容部とを示す拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る壁掛具の一実施形態について図面を用いて説明する。図１は、本実
施形態における壁掛具１を展示品Ｇの裏面に取り付けた状態を示す斜視図である。
【００１５】
　なお、本発明において、展示品Ｇとは、例えば、色紙、写真、絵葉書、ホワイトボード
、コルクボード、カレンダー等のように、壁に掛けられることのある全てのものを含む概
念である。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態の壁掛具１は、展示品Ｇの裏面に接着等されて設けられ
るものであり、主として、展示品Ｇの裏面に付設させる付設台２と、この付設台２に折り
曲げ自在に設けられている第一立上板材３と、この第一立上板材３に折り曲げ自在に設け
られている第二立上板材４と、この第二立上板材４に折り曲げ自在に設けられている支持
板材５と、前記第一立上板材３および前記第二立上板材４を所定の角度に固定するストッ
パー６とにより構成されている。以下、各構成について詳細に説明する。
【００１７】
　付設台２は、第一立上板材３を取り付ける基台となるものであり、展示品Ｇの裏面に付
設される。本実施形態では、板状部材により形成されており、図１に示すように、第一立
上板材３を収容ないし配置しうる略矩形状に開口された切欠スペース２１ａを有する中央
付設部２１と、この中央付設部２１の両端側に設けられるストッパー付設部２２とから構
成されている。また、付設台２の裏面には、接着剤や両面接着テープ等が接着されており
、適宜、展示品Ｇの裏面に接着可能に構成されている。
【００１８】
　第一立上板材３は、略矩形状の板状部材により形成されており、付設台２に折り曲げ自
在に設けられている。本実施形態における第一立上板材３は、図１に示すように、その基
端部３１が前記付設台２の中央付設部２１に形成されている切欠スペース２１ａの下端に
沿って折り曲げ自在に設けられている。このため前記第一立上板材３は前記中央付設部２
１において切欠スペース２１ａ内に収容される状態と、この切欠スペース２１ａから立ち
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上げられる状態とを選択できるようになっている。
【００１９】
　また、第一立上板材３には、図１に示すように、略中央位置に円形状の第一掛止孔７が
形成されている。この第一掛止孔７は、後述する第二使用状態において、図８（ａ）に示
すような壁Ｗに設けられたフック等の掛止具Ｆを挿通して掛止させるための孔であり、か
つ、後述する第一使用状態において、図５に示すように、画鋲Ｐの頭部を収容するための
孔である。なお、本実施形態における第一掛止孔７は、図１に示すように中央位置に一つ
設けられているが、その数は特に限定されるものではなく、展示品Ｇの大きさや重さ、壁
Ｗに設けられた掛止具Ｆの種類や数等に応じて複数設けていてもよい。また、壁Ｗに設け
られる掛止具Ｆは、フック、押しピン、木ねじ等、壁Ｗに固定可能で、かつ第一掛止孔７
に掛止可能なものから適宜選択されるものである。
【００２０】
　また、本実施形態において、前記第一掛止孔７は頭部収容部８を兼ねている。頭部収容
部８は、画鋲Ｐの頭部を収容するためのものである。よって、本実施形態における第一掛
止孔７は、画鋲Ｐを収容可能な大きさの内径に形成されており、展示品Ｇの裏面とともに
頭部収容部８を構成している。なお、第一掛止孔７の内径は、収容された画鋲Ｐの位置を
定めるために画鋲Ｐの頭部よりもわずかに大きい程度の内径に形成されているが、これに
限られるものではなく、その内径よりも大径に形成してもよく、あるいは多角形やその他
の形状に形成してもよい。
【００２１】
　第二立上板材４は、略矩形状の板材により形成されており、その基端部４１が前記第一
立上板材３の先端部３２に折り曲げ自在に設けられている。本実施形態では、図２に示す
ように、第二立上板材４の縦の長さが第一立上板材３の縦の長さより若干大きく形成され
ている。このため、後述する第二使用状態において、前記掛止具Ｆを安定的に掛止させら
れる。なお、本実施形態において、第一立上板材３の縦寸法に対する第二立上板材４の縦
寸法の比は約１対１．２に設定されている。
【００２２】
　また、第二立上板材４には、図１に示すように、中央位置に円形状の第二掛止孔９が形
成されている。この第二掛止孔９は、後述する第一使用状態において画鋲Ｐの針を挿通さ
せるとともに、後述する第二使用状態において前記第一掛止孔７と連通して掛止具Ｆを掛
止させるための孔である。また、第二掛止孔９の外周縁９１は、前記頭部収容部８に収容
された画鋲Ｐの頭部を押止するようになっている。
【００２３】
　よって、第二掛止孔９は、第二立上板材４が前記第一立上板材３に折り重ねられた場合
に、前記第一掛止孔７と重なって連通しうる位置に形成されている。また、第二掛止孔９
は、頭部収容部８に収容された画鋲Ｐの針や壁Ｗに設けられた掛止具Ｆを挿通可能な大き
さであって、かつ画鋲Ｐの頭部よりも小さい内径に形成されている。本実施形態の第二掛
止孔９は、前記第一掛止孔７と同心円上に配置され、画鋲Ｐの頭部より若干小径の円形に
形成されている。
【００２４】
　なお、第二掛止孔９の構成については上述のものに限らず、例えば第二掛止孔９の孔径
を第一掛止孔７の孔径と同一またはそれよりも若干大きく形成し、第一掛止孔７と第二掛
止孔９の中心位置をずらすことにより掛止具Ｆを掛止可能に連通しつつ、画鋲Ｐを収容で
きるようにしてもよい。また、第二掛止孔９を第一掛止孔７よりも小径に形成しつつ、第
二掛止孔９の外周縁９１に沿って画鋲Ｐの頭部を収容可能な凹溝を形成して頭部収容部８
を構成してもよい。
【００２５】
　また、第二掛止孔９の形状は円形のものに限らず、三角形や台形などの多角形状に形成
されてもよいし、前記掛止具Ｆにより安定的に掛止し易いように２つの円形孔を重ねて雪
だるま状に形成してもよい。
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【００２６】
　支持板材５は、略矩形状の板状部材により形成されており、第二立上板材４の先端部４
２に折り曲げ自在に設けられている。この支持板材５は、図２（ｃ）に示すように、第一
立上板材３と第二立上板材４とを折り重ねて立ち上げた場合に付設台２に当接して、第一
立上板材３と第二立上板材４とを立ち上げた状態で安定的に支持するためのものである。
【００２７】
　ストッパー６は、付設台２の両端において第一立上板材３および第二立上板材４が設け
られている中央方向に摺動可能に設けられている。これによりストッパー６は、画鋲Ｐを
収容した第一立上板材３および第二立上板材４を折り重ねて展示品Ｇの裏面に倒した状態
で上方から押圧して固定するとともに、前記第一立上板材３および第二立上板材４を折り
重ねて展示品Ｇの裏面から立ち上げられた状態でそれらの立上板材３，４を所定の角度で
狭持して固定するものである。
【００２８】
　本実施形態におけるストッパー６は、図１および図３に示すように、略矩形状の板材に
より形成されており、立ち上げられた前記第一立上板材３および前記第二立上板材４を狭
持するための凹状の狭持部６１が形成されている。
【００２９】
　また、ストッパー６の底部には、図３および図４に示すように、中央方向に摺動させる
ための凸状のスライド部６２が形成されている。一方、付設台２の両サイドに設けたスト
ッパー付設部２２には、前記スライド部６２を摺動可能に嵌め合わせるスライド溝２３が
形成されている。
【００３０】
　なお、付設台２、第一立上板材３、第二立上板材４、支持板材５およびストッパー６に
用いられる素材は、特に限定されるものではなく、段ボール等の厚紙や木材、プラスチッ
ク等の合成樹脂、金属等を適宜選択してよい。
【００３１】
　また、付設台２と第一立上板材３、第一立上板材３と第二立上板材４、および第二立上
板材４と支持板材５における各々の折り曲げ自在とされた構造は、様々な態様があり、使
用状況に応じて適宜選択される。例えば付設台２、第一立上板材３、第二立上板材４およ
び支持板材５をそれぞれ別体として形成し、連結した境界部分を可撓性を有する素材によ
り構成してもよい。あるいはセロファンテープや帯状の紙片等の薄い部材を使って接着し
て連結してもよい。また、各連結した境界を蝶番等の回動可能な連結部材により連結して
もよい。さらに、厚紙等の一枚の板材を用いて、付設台２、第一立上板材３、第二立上板
材４および支持板材５を構成するそれぞれの境界部分に折り曲げ可能な切り込みを形成し
てもよい。
【００３２】
　次に、上述した本実施形態の壁掛具１の各構成の作用について説明する。
【００３３】
　本発明に係る壁掛具１は、図２（ｂ）および図５に示すように、第一立上板材３および
第二立上板材４を展示品Ｇの裏面に倒した状態で用いられる第一使用状態と、図２（ｃ）
および図７に示すように、第一立上板材３および第二立上板材４を前記展示品Ｇの裏面か
ら立ち上げた状態で用いられる第二使用状態との２つの使用状態とを選択可能に構成され
ている。そこで、以下、それぞれの使用状態における各構成の作用について説明する。
【００３４】
　まず、第一使用状態について説明する。第一使用状態においては、第一立上板材３は、
図１および図２（ａ）に示すように、展示品Ｇ側に倒されて切欠スペース２１ａに収容さ
れている。このとき第一掛止孔７は展示品Ｇの裏面とともに画鋲Ｐの頭部を収容する頭部
収容部８を形成する。この頭部収容部８には、画鋲Ｐの針を後方に向けた状態で画鋲Ｐの
頭部を収容する。このとき、画鋲Ｐの頭部と略同径の第一掛止孔７は、画鋲Ｐが位置ズレ
しないように収容することができる。
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【００３５】
　そして、第二立上板材４は、図２（ｂ）および図５に示すように、第一立上板材３の上
に折り重ねられる。このとき第二立上板材４に設けられた第二掛止孔９には、頭部収容部
８に収容されている画鋲Ｐの針が挿通される。また、第二掛止孔９が、画鋲Ｐの頭部の外
径より小さな内径に形成されているため、その外周縁９１によって画鋲Ｐの頭部の針側面
を押止する。これにより画鋲Ｐを頭部収容部８内に固定することができる。
【００３６】
　その後、ストッパー６のスライド部６２を付設台２のスライド溝２３に沿って両端部か
ら中央方向に向けて摺動させる。これによりストッパー６が第二立上板材４の上に移動さ
れ、画鋲Ｐを収容した第一立上板材３と第二立上板材４とを押圧して固定する。
【００３７】
　以上により壁掛具１は第一使用状態を構成する。この壁掛具１の第一使用状態は、図５
および図６に示すように、展示品Ｇの裏面において画鋲Ｐの針が後方へ突出されており、
展示品Ｇをそのまま壁Ｗ等に押しつけることで画鋲Ｐの針が壁Ｗに刺さり掛止することが
できる。このとき、画鋲Ｐは展示品Ｇの裏側に隠れており表側からは見えないため美的外
観が損なわれることがない。もとより展示品Ｇを画鋲Ｐの針で傷つけることもない。また
、従来のような画鋲Ｐを刺すための壁掛け部が展示品Ｇの外側に飛び出していないため、
複数の展示品Ｇを並べて展示する場合であっても、不要な隙間を設ける必要がなく整然と
展示することができる。
【００３８】
　なお、第一使用状態で使用された壁掛具１を壁Ｗ等から取り外す場合には、展示品Ｇを
壁Ｗから引き剥がすようにすればよく、ストッパー６が第二立上板材４を強く固定してい
るため収容されている画鋲Ｐを落下させることもない。
【００３９】
　次に、第二使用状態について説明する。第二使用状態は、図７および図８（ｂ）に示す
ように、第一立上板材３および第二立上板材４を展示品Ｇの裏側で立ち上げて、連通した
第一掛止孔７および第二掛止孔９に掛止具Ｆを挿通して掛止する状態である。
【００４０】
　まず、第一立上板材３および第二立上板材４は、図２（ｃ）および図８（ｂ）に示すよ
うに、展示品Ｇの裏面から所定の角度に起こされてストッパー６で固定されており、第一
掛止孔７および第二掛止孔９が掛止具Ｆを挿通可能に連通されている。
【００４１】
　また、第二立上板材４の縦方向である高さが第一立上板材３の縦方向の高さよりも大き
いため、図２（ｃ）および図８（ｂ）に示すように、立ち上げられた際に第一立上板材３
と第二立上板材４との間に隙間が形成される。この隙間によって、第一掛止孔７と第二掛
止孔９との間隔が離れるため、これらを挿通する掛止具Ｆが間隔を空けて掛止でき、バラ
ンスよく引っ掛けることができる。
【００４２】
　さらに、支持板材５は、第二立上板材４に対して折り曲げられた状態で付設台２に当接
しており、立ち上げられた第一立上板材３および第二立上板材４を安定的に支持している
。
【００４３】
　そして、ストッパー６のスライド部６２を付設台２のスライド溝２３に沿って両端部か
ら中央方向に向けて摺動させる。これによりストッパー６の狭持部６１が、所定の角度に
立ち上げられた第一立上板材３および第二立上板材４を狭持して固定する。
【００４４】
　以上により壁掛具１は第二使用状態を構成する。この壁掛具１の第二使用状態は、図７
および図８（ｂ）に示すように、壁Ｗに固定された掛止具Ｆに対し、連通した第一掛止孔
７および第二掛止孔９を挿通させることで、展示具Ｇを壁Ｗに掛止することができる。こ
のとき、第一使用状態と同様に、展示品Ｇの正面からは掛止具Ｆが見えず、美的外観が損
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なわれることがない。また、従来の壁掛け部のような展示品Ｇから外側に飛び出した部分
がないため、複数の展示品Ｇを展示する場合であっても、不要な隙間を設ける必要がなく
整然と展示することができる。
【００４５】
　以上のような本実施形態の壁掛具１によれば、以下の効果を得ることができる。
１．展示品Ｇを画鋲Ｐの針等で傷つけることなく壁Ｗに展示することができる。
２．画鋲Ｐや掛止具Ｆを外から見えないように隠せるため展示品Ｇを綺麗に展示すること
ができる。
３．複数の展示品Ｇを隙間なく展示することができる。
４．展示品Ｇを画鋲Ｐを使って展示する場合と、壁Ｗに固定された掛止具Ｆを使って掛止
する場合とを適宜選択することができる。
５．様々な態様の展示品Ｇであっても、その裏面に接着材等によって固着するだけで、極
めて簡単に展示することができる。
【００４６】
　次に、本発明に係る壁掛展示具の一実施形態について図面を用いて説明する。図９は、
本実施形態における壁掛展示具１０を示す展開斜視図である。なお、本実施形態の構成の
うち、上述した壁掛具１の実施形態の構成と同等または相当する構成については同一の符
号を付し、再度の説明を省略する。
【００４７】
　壁掛展示具１０は、展示品Ｇを収容するフレーム状の展示具本体１１と壁掛具１とから
構成されている。本実施形態では、図９に示すように、展示具本体１１は、主として、写
真や賞状等のシート状の展示品Ｇを収容して展示するのに好適なものであり、展示品Ｇを
表示する表示部１２と、展示品Ｇを収容する収容部１３と、その収容部１３を封止する裏
蓋１４と、その裏蓋１４を押止する裏蓋押止部１５とから構成されている。また、裏蓋押
止部１５のうち少なくとも一つが壁掛具１として構成されている。以下、各構成について
説明する。
【００４８】
　展示具本体１１の表示部１２は、図１０に示すように、壁掛展示具１１の表面に設けら
れた透明なフィルム、アクリル板等の合成樹脂板またはガラス板等の素材によって構成さ
れており、本実施形態では、フレーム状に形成された収容部１３に嵌め入れられている。
【００４９】
　収容部１３は、板状部材により略長方形のフレーム状に形成されており、表示部１２と
裏蓋１４との間にシート状の展示品Ｇを収容する収容空間を形成している。収容部１３の
裏面には、その各内側辺に沿って裏蓋１４を嵌め入れるための嵌入溝１６が形成されてい
る。
【００５０】
　裏蓋１４は、収容部１３の裏面を覆って収容された展示品Ｇを封止するためのものであ
る。本実施形態では、裏蓋１４の一辺が前記収容部１３の一辺に折り曲げ自在に連結され
ており、開閉可能に構成されている。そして、その一辺以外の他の各辺は、前記収容部１
３の嵌入溝１６の形状に合わせて嵌入可能な形状に形成されている。また、裏蓋１４の四
辺のうち折り曲げ可能な前記一辺以外の各辺には、裏面側に裏蓋押止部１５によって押止
されるための押止溝１７が形成されている。
【００５１】
　裏蓋押止部１５は、図１１に示すように、収容部１３の四辺のうち前記裏蓋１４が連結
されている一辺以外の他の三辺に折り曲げ自在に設けられており、前記裏蓋１４の押止溝
１７に嵌合して前記裏蓋１４を押止するようになっている。また、本実施形態では、３つ
の裏蓋押止部１５のうち、短辺に設けられた一の裏蓋押止部１５と、長辺に設けられた一
の裏蓋押止部１５とが壁掛具１として構成されている。しかしながら、このような構成に
限定されるものではなく、裏蓋押止部１５の少なくとも１つが壁掛具１として構成されて
いればよいし、裏蓋押止部１５とは別体として壁掛具１を設けてもよい。
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【００５２】
　壁掛具１として構成される裏蓋押止部１５は、図１２に示すように、付設台２と、第一
立上板材３と、第二立上板材４と、支持板材５と、ストッパー６とを備えている。
【００５３】
　本実施形態では、付設台２が収容部１３と一体的に構成されており、その付設台２に第
一立上板材３が折り曲げ自在に設けられている。
【００５４】
　また、本実施形態における支持板材４は、裏蓋押止部１５として機能するために、裏蓋
１４の裏面に設けられた押止溝１７と嵌合される形状に形成されている。なお、裏蓋１４
の裏面に形成された押止溝１７は、壁掛具１を第二使用状態にした場合において支持板材
５を嵌合させるため、図２（ｂ）に示すように、支持板材５を内側へ摺動可能にする若干
の隙間１８が形成されている。
【００５５】
　次に、本実施形態の壁掛展示具１０の各構成の作用について説明する。
【００５６】
　展示具本体１１は、シート状の展示品Ｇを表示部１２側に表面を向けて収容部１３内に
収容し、裏蓋１４を閉めて各辺を前記収容部１３の嵌入溝１６に嵌め入れて封止する。そ
して、各裏蓋押止部１５を折り畳んで裏蓋１４に形成された押止溝１７に嵌合させて裏蓋
１４を押止して固定する。
【００５７】
　また、壁掛具１として構成される裏蓋押止部１５は、前記第一使用状態および前記第二
使用状態とを選択可能に構成することができる。
【００５８】
　まず、図１２および図１３に示すように、第一使用状態として、第一立上板材３を収容
部１３の裏面に倒して頭部収容部８に画鋲Ｐを収容し、第二立上板材４を折り重ねてスト
ッパー６で固定し前記画鋲Ｐを押止する。また、図１４に示すように、第二使用状態とし
て、第一立上板材３および第二立上板材４を重ねて所定角度に立ち上げてストッパー６で
狭持して固定し、第一掛止孔７および第二掛止孔９を連通させて掛止具Ｆを挿通可能に構
成する。
【００５９】
　なお、第一使用状態における支持板材５と押止溝１７との間には隙間１８が形成されて
いるため、第二使用状態では、第一立上板材３および第二立上板材４を重ねて所定角度に
立ち上げた状態で支持板材５を押止溝１７に嵌合させることができ、裏蓋押止部１５とし
ての機能を保つことができる。
【００６０】
　以上のような本実施形態の壁掛展示具１０によれば、写真や賞状等、裏面に壁掛具１を
貼り付け難い展示品Ｇやフレームに収容して飾りたい場合に、前記第一使用状態または前
記第二使用状態を選択して壁Ｗに掛けることができる。
【００６１】
　なお、本発明に係る壁掛具１および壁掛展示具１０は、前述した各実施形態に限定され
るものではなく、適宜変更することができる。
【００６２】
　例えば、頭部収容部８は、第一掛止孔７と兼用される構成に限定されるものではなく、
例えば図１５に示すように、第一掛止孔７の外周縁に沿って画鋲Ｐを収容可能な大きさの
収容溝１９を形成してもよい。また、第二掛止孔９に同様な収容溝１９を設けて画鋲Ｐを
収容可能な大きさに形成したり、第一掛止孔７側および第二掛止孔９側の両方に収容溝１
９を設けて画鋲Ｐを収容可能な大きさに形成してもよい。
【００６３】
　また、第一立上板材３および第二立上板材４を所定角度に保持する方法は、前記ストッ
パー６により固定する方法に限定されるものではない。例えば、第二立上板材４の先端に
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に当接する付設台２の所定位置に凹状の嵌合受部（図示せず）を設けることにより、前記
嵌合凸部を前記嵌合受部に嵌め合わせることで、第一立上板材３および第二立上板材４を
所定角度で保持するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００６４】
　１　壁掛具
　２　付設台
　３　第一立上板材
　４　第二立上板材
　５　支持板材
　６　ストッパー
　７　第一掛止孔
　８　頭部収容部
　９　第二掛止孔
　１０　壁掛展示具
　１１　展示具本体
　１２　表示部
　１３　収容部
　１４　裏蓋
　１５　裏蓋押止部
　１６　嵌入溝
　１７　押止溝
　１８　隙間
　１９　収容溝
　２１　中央付設部
　２１ａ　切欠スペース
　２２　ストッパー付設部
　２３　スライド溝
　３１　第一立上板材の基端部
　３２　第一立上板材の先端部
　４１　第二立上板材の基端部
　６１　狭持部
　６２　スライド部
　９１　外周縁
　Ｇ　展示品
　Ｗ　壁
　Ｆ　掛止具
　Ｐ　画鋲
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