
JP 4965983 B2 2012.7.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ機能を発揮するための表示パネル、ドライバ回路、電源回路、バックライ
ト及びこれらを保持するシャーシなどで構成されたディスプレイユニットに対してバック
キャビネットをかぶせた状態で外部からディスプレイユニットにネジ止め固定されるとと
もに壁面側に対して係止する機能をもつ仲介金具を有する薄型ディスプレイ装置。
【請求項２】
　壁面側に対して係止する機能をもつ仲介金具をディスプレイ機能を発揮するための表示
パネル、ドライバ回路、電源回路、バックライト及びこれらを保持するシャーシなどで構
成されたディスプレイユニットに対してバックキャビネットをかぶせた状態で外部からネ
ジ止め固定可能である薄型ディスプレイ装置。
【請求項３】
　仲介金具は、
　壁面側に対して係止するための係止金具と、
　前記係止金具と連結するとともに、前記ディスプレイユニットに前記ネジ止め固定され
るブリッジ金具と、からなる請求項１又は２に記載の薄型ディスプレイ装置。
【請求項４】
　仲介金具の係止金具と仲介金具のブリッジ金具とは画面の壁面に対する傾きを調整する
ために調整可能に連結されている請求項３に記載の薄型ディスプレイ装置。
【請求項５】
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　仲介金具のブリッジ金具は、前記ディスプレイユニットの一辺側と、前記一辺に対向す
る他の一辺側とで前記ディスプレイユニットにネジ止め固定されるとともに、
　仲介金具のブリッジ金具は、前記一辺側にネジ止め固定される第一橋脚金具と、前記他
の一辺側にネジ止め固定される第二橋脚金具と、第一橋脚金具と、第二橋脚金具とに対し
てスライド自在に橋渡される架橋金具と、からなる請求項３又は４に記載の薄型ディスプ
レイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁掛け可能な薄型ディスプレイにおいて、壁掛け固定用金具をディスプレイ
筐体内部から除去することで、ディスプレイの軽量化、薄型化が可能な薄型ディスプレイ
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶テレビやプラズマディスプレイ等の薄型ディスプレイは製造技術の進化によ
り大型化が目覚しく、５０インチを越すディスプレイも市販化されている。これら薄型デ
ィスプレイは、その薄型形状を利用して壁掛けが可能となっている。また、従来、薄型デ
ィスプレイを壁面に設置する場合、ユーザが画面を見やすくするためほぼ垂直とするか、
やや、下向きに傾斜させ取り付けており、そのため画面を特定の角度に調節するためのチ
ルト機構を備えた据付金具を使用し薄型ディスプレイを壁面に設置していた。
【０００３】
　ここで、図１３に従来の据付金具の側面図と薄型ディスプレイ筐体内部の断面の一例を
示す。図１３に示すように従来の薄型ディスプレイは、ディスプレイユニット（１３０３
）と、フロントキャビネット（１３０４）とバックキャビネット（１３０５）からなる筐
体と、その筐体内にあり、前記ディスプレイユニットに直接ネジ止め固定されたブリッジ
状の金具（１３０１）を有する。また、そのディスプレイを壁面に係止するため、複数の
金具（１３６１、１３６２、１３６３、１３６４）からなる据付金具を有する。
【０００４】
　ここで、金具１３６１は、前述したようにディスプレイユニット（１３０３）に直接ネ
ジ止め固定されたブリッジ状の金具（１３０１）にバックキャビネット（１３０５）を介
しネジ止め固定される。さらに、金具１３６１は、金具１３６３と金具１３６２により連
結される。またさらに、金具１３６４は、図に示すようにネジ止め等で壁面（１３１０）
に固定される。金具１３６２が金具１３６１と金具１３６３を連結することで壁面に対し
てディスプレイが傾斜を持つことになる。またさらに、図に示すように、金具１３６３が
有する貫通穴（１３７１）に金具１３６４が有するフック部分（１３７２）を引っ掛ける
ことにより、ディスプレイを壁面に係止することができる。またここで、図１４に図１３
における金具１３６１、１３６３、１３６４の正面図の一例を示す（下二桁の符号が同一
な場合、それぞれの図の金具が対応する）。図に示すように、１４７２は前述した図１３
の金具１３６４のフック部分であり、このフック部分が金具１４６３の貫通穴（１４７１
）に挿入される。
【０００５】
　ここで、図１５にディスプレイ装置のバックキャビネットをはずした状態において、前
記ディスプレイユニットにネジ止め等で固定されるブリッジ状の金具とディスプレイユニ
ットの一例の斜視図を示す。図１５（ａ）はディスプレイユニットに前記ブリッジ状の金
具が固定されている状態の斜視図である。このように、前記ブリッジ状の金具（１５０１
）は液晶テレビなどの薄型ディスプレイにおいて最大の重量物であるディスプレイユニッ
ト（１５０３）に直接固定されている。また、（ｂ）に、ブリッジ状の金具をディスプレ
イユニットから取り外した状態の斜視図の一例を示す。このように、ブリッジ状の金具の
下にも電子部品等が配置されていることがわかる。
【特許文献１】特開平２００３－３２５７４
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、本来できるだけ薄型化を目指してディスプレイを開発しているが、この
前述したブリッジ状の金具が薄型ディスプレイ筐体内部に存在するため、ディスプレイ全
体の奥行きを減少させるのに障害となっている。さらに前記ブリッジ状の金具は、金属で
形成されているため、装置の重量を減少させることに対しても障害となる。またさらに、
前記ブリッジ状の金具の近辺には、回路部品が多数存在するため、金具と電子部品の接触
防止のためにも、ある一定の空間距離を確保する必要がある。そのため、部品の高さに制
約が生じ、装置の設計上の自由度の障害となっていた。これら前述したような障害がある
にも関わらず、液晶テレビ等の薄型ディスプレイ装置を購入したユーザで壁面に設置する
割合は１０％にも満たない。その僅かな使用頻度にもかかわらず、従来の薄型ディスプレ
イ装置は、筐体内部に前述したようなブリッジ状の金具を備え、奥行きや重量を増加させ
、またそれに伴いコストがアップしていた。またさらに、設計の自由度も奪っていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、上記問題点を解決するために、本件発明では、ディスプレイユニットに対して
バックキャビネットをかぶせた状態で外部からディスプレイユニットにネジ止め固定され
るとともに壁面側に対して係止する機能をもつ仲介金具を有する薄型ディスプレイ装置を
提供する。また、壁面側に対して係止する機能をもつ仲介金具をディスプレイユニットに
対してバックキャビネットをかぶせた状態で外部からネジ止め固定可能な薄型ディスプレ
イ装置を提供する。また、仲介金具は、壁面側に対して係止するための係止金具と、前記
係止金具と連結するとともに、ディスプレイユニットに前記ネジ止め固定されるブリッジ
金具と、からなる薄型ディスプレイ装置を提供する。また、仲介金具の係止金具と仲介金
具のブリッジ金具とは画面の壁面に対する傾きを調整するために調整可能に連結されてい
る薄型ディスプレイ装置を提供する。また、仲介金具のブリッジ金具は、ディスプレイユ
ニットの一辺側と、前記一辺に対向する他の一辺側とでディスプレイユニットにねじ止め
固定されるとともに、仲介金具のブリッジ金具は、前記一辺側にネジ止め固定される第一
橋脚金具と、前記他の一辺側にネジ止め固定される第二橋脚金具と、第一橋脚金具と、第
二橋脚金具とに対してスライド自在に橋渡される架橋金具と、からなる薄型ディスプレイ
装置を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　以上のような構成をとる本発明によって、薄型ディスプレイをさらに薄型化可能で、ま
た重量も削減することができる。またさらに、ブリッジ金具が本体内にないためコストを
下げることができる。また金属性のブリッジ金具がなくなるため、電子部品の配置や高さ
制限がなくなるため、設計の自由度をあげることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、各発明の実施の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の形態に何ら限定
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。
【００１０】
　なお、以下の実施形態と請求項の関係は次の通りである。実施形態１は、主に請求項１
、２などについて説明する。また、実施形態２は、主に請求項３、４などについて説明す
る。また、実施形態３は、主に請求項５などについて説明する。
【００１１】
<<実施形態１>>
<実施形態１の概要>
　本実施形態の概略図の一例を図１に示す。図１（ａ）に示すように薄型ディスプレイ装
置(正面側)（０１０１）が壁面（０１１０）に対して係止される。また、図１（ｂ）に薄
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型ディスプレイ装置背面を示す。この図に示すような金具（仲介金具）（０１０２）がバ
ックキャビネット（０１０５）を介し薄型ディスプレイユニットに外部からネジ止め固定
される。またここで、図１（ｃ）に、前記仲介金具を壁面（０１１０）に設置するための
金具の一例を示す。この金具は図に示すようなフック（０１３１）を持ち、そのフックを
前記仲介金具の穴（０１３２）に差し込むことで壁面に薄型ディスプレイ装置が係止され
るようにしてもよい。
<実施形態１の構成>
　図２に本実施形態の薄型ディスプレイ装置の側断面図（図１の線ＡＢで切断される面）
の一例を示す（ただし、ネジ山は図示すべきでないが、明確化のため記載する）。本実施
形態の薄型ディスプレイ装置は、図２に示すように、ディスプレイユニット（０２０３）
に対してバックキャビネット（０２０５）をかぶせた状態で外部からディスプレイユニッ
トにネジ止め固定されるとともに壁面（０２１０）側に対して係止する機能をもつ仲介金
具（０２０２）を有するよう構成されている。図２Ａは仲介金具がディスプレイユニット
にネジ止めされていない状態である。図に示すようにネジ（０２１１）によって、仲介金
具の上から、バックキャビネットを介し、ディスプレイユニットにネジ止めする。その結
果、図２Ｂの鎖線部（０２５０）に示すように、仲介金具、バックキャビネット、ディス
プレイユニットがネジにより固定される。またここで、図に示すように、壁面にネジ（０
２１２）によりネジ止め固定され前記仲介金具が係止されるような金具（０２０６）を用
いて、仲介金具がディスプレイユニットにネジ止め固定された薄型ディスプレイ装置を壁
面に設置してもよい。図２Ｂは前記仲介金具（０２０２）とその仲介金具が係止される壁
面にネジ止め固定された金具（０２０６）を用いて、薄型ディスプレイ装置が壁面に係止
が可能であることを示す図である。係止の仕方は従来技術でも記載したが、金具０２０６
のフック（０２０７）を金具０２０２の貫通穴（０２０８）に通し、引っ掛けるようにし
てもよい。
【００１２】
　ここで、「ディスプレイユニット」（０２０３）とは、薄型ディスプレイ装置のディス
プレイ機能を発揮するために必要な同装置の中心的構成部分である。例えば、液晶ディス
プレイユニットの場合、バックライト、導光板、反射板、拡散板、偏光フィルム、ＴＦＴ
基板、ドライバ回路、コントローラ、液晶層、カラーフィルタ、及びこれらを保持するシ
ャーシなどで構成される。また、このディスプレイユニット背面には種々の電子部品（０
２０９）が配置される。ここで、本発明でいうところのディスプレイユニットには、従来
技術で説明したブリッジ状の金具は含まれないことを確認しておく。
【００１３】
　「バックキャビネット」（０２０５）は、直接ディスプレイユニットと仲介金具がネジ
止めされるため、従来技術で図示したような背面形状が略平面ではなく、図２Ａの鎖線部
（０２５１）で示すようなディスプレイユニットと仲介金具とをネジ止めする場所に凹部
を有してもよい。また、図２Ｂに示すように、後述する仲介金具とディスプレイユニット
がネジ止めされる箇所において、バックキャビネットは仲介金具とディスプレイユニット
とで挟み込まれる状態となる。
【００１４】
　「仲介金具」（０２０２）は、前記ディスプレイユニットに対してバックキャビネット
を介し直接ネジ止めされる。また、前述したように、壁面にネジ止め固定され前記仲介金
具が係止されるような金具（０２０６）に係止されるようにしてもよい。
【００１５】
　また、図３に示すように、仲介金具（０３０２）を直接壁面（０３１０）にネジ（０３
１２）によりネジ止めして薄型ディスプレイ装置（０３００）を壁面に設置してもよい。
またさらに、可能であるならば仲介金具に接着剤を用い、壁面に設置してもかまわない。
【００１６】
　<実施形態１の効果>
　このような実施形態により、本発明の薄型ディスプレイ装置は、従来技術で説明したよ
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うな装置筐体内部でディスプレイユニットにネジ止めされている金具を用いず、筐体外部
から金具（仲介金具）をネジ止め等で固定することができる。このため、ディスプレイ装
置の奥行きを減らすことができ、軽量化することができる。また、装置販売時に壁掛け用
に用いる仲介金具をオプションにすることが可能となり、ディスプレイの壁掛け設置を望
まないユーザが低価格で薄型ディスプレイ装置を買うことができる。また、装置内に金属
製の金具がなくなるため、電子部品に対する接触の心配がなく、設計の自由度が大きくな
る。
【００１７】
　<<実施形態２>>
　<実施形態２の概要>
　本実施形態は、実施形態１を基本として、前記仲介金具が壁面に対して係止するための
金具（係止金具）と、この金具と連結するディスプレイユニットにネジ止め固定される金
具（ブリッジ金具）を有する。
【００１８】
　<実施形態２の構成>
　図４に本実施形態の薄型ディスプレイ装置の側断面図の一例を示す。本実施形態の薄型
ディスプレイ装置（０４００）は、仲介金具（０４０２）が、係止金具（０４２１）と、
ブリッジ金具（０４２２）と、からなるよう構成されている。
【００１９】
　「ブリッジ金具」（０４２２）は、前記係止金具と連結するとともに、ディスプレイユ
ニット（０４０３）に前記ネジ止め固定されるよう構成されている。図４Ａは分解一部側
断面図であり、仲介金具である係止金具とブリッジ金具がディスプレイユニットにネジ止
めされていない状態である。図に示すようにネジ（０４１１）によって、ブリッジ金具の
上から、バックキャビネットを介し、ディスプレイユニットにネジ止めする。その結果、
図４Ｂの鎖線部（０４５０）に示すように、ブリッジ金具（０４２２）、バックキャビネ
ット（０４０５）、ディスプレイユニット（０４０３）が同一のネジにより固定される。
また、図４Ｂはブリッジ金具がディスプレイユニットにネジ止めされ、さらにブリッジ金
具と係止金具が連結した状態を示している。ここで、ブリッジ金具と係止金具は、図中の
鎖線で示す連結部分（０４５２）でネジ止め等により連結されてもよい。ここで、その鎖
線で示す連結部分（０４５２）の斜視図の一例を図５に示し、どのように連結されている
かの例を示す。まず図５（ａ）に示すように、ブリッジ金具（０５２２）と係止金具（０
５２１）のそれぞれの連結部（０５３１、０５３２）を重ねる。次に（ｂ）に示すように
両方の金具（０５２１、０５２２）をボルト（０５３３）とナット（０５３４）で、固定
する。
【００２０】
　「係止金具」（０４２１）は、壁面（０４１０）側に対して係止するよう構成されてい
る。
【００２１】
　また、図４Ｂに示すように、壁面にネジ止めされた金具（０４０６）のフック（０４０
７）を、係止金具（０４２１）の貫通穴（０４０８）に通し、引っ掛けるようにして、薄
型ディスプレイ装置を壁面に設置してもよい。
【００２２】
　また、図６に示すように、係止金具（０６２１）が、ネジ等（０６１２）によって直接
壁面（０６１０）にネジ止めされるような構造を有していてもよい。
【００２３】
　ここで、図７にブリッジ金具のいろいろな例の斜視図を示す。ブリッジ金具は（ａ）の
ように形成されていたり、（ｂ）のように２つに分かれて形成されていてもよい。また、
（ｃ）のようにネジ止めの箇所のみ２つに分かれていてもよい。
【００２４】
　ここで、図８に係止金具の各種の例の斜視図を示す。係止金具には同図（ａ）に示すよ
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うに、壁面にネジ止めされた金具のフック（例えば図４Ｂ　０４０７）に係止される貫通
穴（０８３２）が形成されていてもよい。貫通穴の形状は問わないが図８（ａ）のように
略台形であったり、長方形であったり、正方形などであってもよい。また、（ｂ）に示す
ように係止金具を直接壁面にネジ止めするための貫通穴（０８３５）を形成してもよい。
また、（ｃ）に示すように、（ｂ）の係止金具が壁面に固定されている場合で、ブリッジ
金具を係止金具に連結する際に、一旦ディスプレイ装置をブリッジ金具で支えて仮置きで
きるような棚（０８３６）を有していてもよい。大型画面のディスプレイ装置を持ち上げ
た状態で静止させてブリッジ金具と係止金具とのボルト締結をするのは困難だからである
。
【００２５】
　また、図９に示すように、仲介金具の係止金具と仲介金具のブリッジ金具とは画面の壁
面に対する傾きを調整するために調整可能に連結されているよう構成されていてもよい。
図９（ａ）は係止金具（０９２２）とブリッジ金具（０９２１）が連結されていない状態
である。ここで係止金具とブリッジ金具との間に傾きを調節するための金具（０９２３）
を有していてもよい。（ｂ）は係止金具とブリッジ金具とを前述したような傾きを調節す
るための金具（０９２３）を用い連結し、両金具（０９２１、０９２２）の間に所定の角
度をつけた状態である。（ｃ）は（ｂ）の状態よりもさらに傾きを大きくした状態である
。このように図中のブリッジ金具に形成された穴（０９２４）の位置もしくは金具０９２
３の長さにより、両金具（０９２１、０９２２）間の角度が調節可能である。
【００２６】
　<実施形態２の効果>
　このような実施形態により、本発明の薄型ディスプレイ装置は、従来技術で説明したよ
うな装置筐体内部でディスプレイユニットをにネジ止めされている金具を用いず、筐体外
部から金具（ブリッジ金具）をネジ止め等で固定することができる。また、係止金具とブ
リッジ金具との傾きを調節するよう連結する機能を有することで、薄型ディスプレイの画
面の壁面に対して傾きを持って壁面に設置することができる。
【００２７】
　<<実施形態３>>
　<実施形態３の概要>
　本実施形態は、実施形態２を基本として、前記ブリッジ金具が複数の金具を連結して構
成されているものである。その複数の金具は、前記ブリッジ金具を固定するディスプレイ
装置のサイズに合わせて、雌ネジの位置をフレキシブルに設定できるように調節できる点
に特徴がある。
　<実施形態３の構成>
　図１０に本実施形態の薄型ディスプレイ装置の一例を示す。図１０Ａは本実施形態の薄
型ディスプレイ装置の側断面図の一例である。図１０Ａに示すように、本実施形態の薄型
ディスプレイ装置において、ブリッジ金具（１０２２）が、第一橋脚金具（１０４１）と
、第二橋脚金具（１０４２）と、架橋金具（１０４３）と、からなるよう構成されている
。（ａ）は第一橋脚金具と、第二橋脚金具とがディスプレイユニット（１００３）にネジ
止めされていない状態であり、さらに架橋金具が、第一橋脚金具および第二橋脚金具とネ
ジ等（１０７１）で固定されていない状態を示す。ここで第一橋脚金具および第二橋脚金
具にはネジ等（１０７１）が止められるよう雌ネジが切られていてもよい。（ｂ）は第一
橋脚金具と、第二橋脚金具とがディスプレイユニットにネジ止めされ、さらに架橋金具が
第一橋脚金具および第二橋脚金具とネジ等（１０７１）で固定されている状態を示す（ボ
ルトとナット等で固定されてもかまわない）。また、図１０Ｂは、第一橋脚金具（１０４
１）と、第二橋脚金具（１０４２）と、架橋金具（１０４３）の正面図である。
【００２８】
　「第一橋脚金具」（１０４１）は、ディスプレイユニットの一辺側にネジ止め固定され
るよう構成されている。
【００２９】
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　「第二橋脚金具」（１０４２）は、ディスプレイユニットの前記一辺に対向する他の一
辺側にネジ止め固定されるよう構成されている。
　ここで、第一橋脚金具と第二橋脚金具が、ディスプレイユニットの一辺側と、前記一辺
に対向する他の一辺側とでネジ止め固定されることについて説明する。図１０Ａの側断面
図の一例に示すように、例えば、ブリッジ金具の一部である第一橋脚金具がディスプレイ
ユニット上辺側にネジ止め固定されているとすると、ブリッジ金具のさらに一部である第
二橋脚金具はディスプレイユニット下辺側にネジ止め固定されるということである。
【００３０】
　「架橋金具」（１０４３）は、第一橋脚金具と、第二橋脚金具とに対してスライド自在
に橋渡されるよう構成されている。ここで、図１０Ｂ、図１１、図１２を用いて、架橋金
具が、第一橋脚金具と、第二橋脚金具とに対してスライド自在である状態について説明す
る。まず、図１０Ｂに示すように第一橋脚金具（１０４１）は、ボルト等が貫通する円形
の穴（１０５１、１０５２）と、スリット状の切り込み（もしくはスリット状の穴）（１
０５３、１０５４）を有しており、同様に、第二橋脚金具（１０４２）は、ボルト等が貫
通する円形の穴（１０５７、１０５８）と、スリット状の切り込み（もしくはスリット状
の穴）（１０５５、１０５６）を有している。また、架橋金具（１０４３）は、ボルト等
が貫通する円形の穴（１０６３、１０６４、１０６５、１０６６）と、スリット状の穴（
１０６１、１０６２、１０６７、１０６８）を有している。ここで、図１１に示すように
、第一橋脚金具（１１４１）（鎖線で記載）と架橋金具（１１４３）、さらに、第二橋脚
金具（１１４２）（鎖線で記載）と架橋金具（１１４３）とを、それぞれの穴が対応する
ように重ねる。つまり、前述した図１０Ｂの符号で説明すると、穴１０５１とスリット状
の穴１０６１、穴１０５２とスリット状の穴１０６２、スリット状の切り込み１０５３と
穴１０６３、スリット状の切り込み１０５４と穴１０６４、スリット状の切り込み１０５
５と穴１０６５、スリット状の切り込み１０５６と穴１０６６、穴１０５７とスリット状
の穴１０６７、穴１０５８とスリット状の穴１０６８とがそれぞれ対応して重なることに
なる。ここで、１０５３、１０５４、１０５５、１０５６、１０６１、１０６２、１０６
７、１０６８はスリット状になっているため、第一橋脚金具と第二橋脚金具の間隔を狭く
したい場合は、第一橋脚金具と第二橋脚金具を架橋金具に対してスライドさせ、図１１（
ａ）のような位置で第一橋脚金具および第二橋脚金具と架橋金具をボルトとナット等で固
定すればよい。また、第一橋脚金具と第二橋脚金具の間隔を広くしたい場合は、図１１（
ｂ）のような位置で第一橋脚金具および第二橋脚金具と架橋金具をボルトとナット等で固
定すればよい。図１１（ａ）（ｂ）には、第一橋脚金具と第二橋脚金具の間隔が最小と最
大の場合を示したが、間隔の設定は任意であり、ユーザがディスプレイの大きさに合わせ
自由に調整できる。また、図１２（ａ）（ｂ）に図１１（ａ）（ｂ）の状態に対応する側
面図を、ディスプレイユニットにブリッジ金具（第一橋脚金具、第二橋脚金具、架橋金具
）がネジ止めされた状態を加えて示す（下二桁の符号が同一な場合、それぞれの図の金具
が対応する）。以上により、架橋金具が、第一橋脚金具と、第二橋脚金具とに対してスラ
イド自在である状態について説明を行ったとする。
【００３１】
　<実施形態３の効果>
　このような実施形態により、本発明の薄型ディスプレイ装置は、液晶テレビ等のディス
プレイのサイズが変わっても、第一橋脚金具と第二橋脚金具を架橋金具に対してスライド
させることにより、ブリッジ金具のディスプレイユニットに対するネジ止め位置を対応さ
せることができるため、このブリッジ金具だけで多機種に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】実施形態１の薄型ディスプレイ装置の概略図の一例
【図２Ａ】実施形態１の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図２Ｂ】実施形態１の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図３】実施形態１の薄型ディスプレイ装置を壁面に係止した状態の一例



(8) JP 4965983 B2 2012.7.4

10

20

【図４Ａ】実施携帯２の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図４Ｂ】実施携帯２の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図５】実施形態２のブリッジ金具と係止金具の連結部の一例
【図６】実施形態２の薄型ディスプレイ装置を壁面に係止した状態の一例
【図７】実施形態２のブリッジ金具のいろいろな例
【図８】実施形態２に係止金具のいろいろな例
【図９】実施形態２のブリッジ金具と係止金具が傾き調整可能な状態の一例
【図１０Ａ】実施形態３の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図１０Ｂ】実施形態３の薄型ディスプレイ装置の構成の一例
【図１１】実施形態３の第一橋脚金具と第二橋脚金具と架橋金具を重ねた状態の正面図の
一例
【図１２】実施形態３の第一橋脚金具と第二橋脚金具と架橋金具を重ねた状態の側断面図
の一例
【図１３】従来の薄型ディスプレイ装置の概略側面図の一例
【図１４】従来の薄型ディスプレイ装置を壁面に係止するための据付金具の一例
【図１５】従来の薄型ディスプレイ装置筐体内の斜視図の一例
【符号の説明】
【００３３】
　　０２０２　　仲介金具
　　０２０３　　ディスプレイユニット
　　０２０５　　バックキャビネット

【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図７】 【図８】
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【図１０Ｂ】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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