
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ本体を設置面に設置するためのディスプレイ設置装置において，
　前記ディスプレイ本体の背面上部で前記ディスプレイ本体と前記設置面とを連結するた
めに，その一端部が前記設置面と回動可能に結合される第１リンクと，その一端部が前記
ディスプレイ本体と回動できるように結合されると共にその他端部が前記第１リンクの他
端部と相互に回動可能に結合される第２リンクと，前記第１リンク及び第２リンクの各回
動地点のうち少なくともいずれか一つに設けられ，前記ディスプレイ本体が前記設置面か
ら離間することに抗する弾性力を有するスプリング部材と，を有するリンク組立体と；
　前記設置面に装着され 下部固定ブラケットと；
　前記設置面に装着され 上部固定ブラケットと；
　

　

ディスプレイ設置装置。
【請求項２】
　前記上部固定ブラケットは，その上側に前記第１リンクの一端部と回動可能に結合され
る，ことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ設置装置。
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，第２貫通孔が設けられた
，第１貫通孔が設けられた

前記設置面と前記上部固定ブラケットとの間に設けられ，前記リンク組立体を支持する
，前記第１貫通孔に挿入された第１突出部を有する第１リンクブラケットと；

前記設置面と前記下部固定ブラケットとの間に設けられ，前記ディスプレイ本体の背面
下部を回動可能に支持する，前記第２貫通孔に挿入された第２突出部を有する第２リンク
ブラケットと；
を備えることを特徴とする，



【請求項３】
　前記ディスプレイ設置装置は，さらに，
　前記ディスプレイ本体の背面上部に脱着可能に結合され，前記第２リンクの一端部と回
動可能に結合される上部本体ブラケットと；
　前記ディスプレイ本体の背面下部に脱着可能に結合され，前記下部固定ブラケットと回
動可能に結合される下部本体ブラケットと；
を含む，
ことを特徴とする請求項１に記載にディスプレイ設置装置。
【請求項４】
　前記リンク組立体は，さらに，前記第１リンク及び前記第２リンクの回動結合部に設け
られ，回動抵抗力を提供する摩擦部を含む，ことを特徴とする請求項１に記載のディスプ
レイ設置装置。
【請求項５】
　前記摩擦部の回動抵抗力は，前記スプリング部材の離間抵抗力より大きい，ことを特徴
とする請求項４に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項６】
　前記スプリング部材は，捻じりコイルスプリングであり，
前記捻じりコイルスプリングは，その一側が前記第１リンクに支持され，その他側が前記
第２リンクに支持される，
　ことを特徴とする請求項５に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項７】
　前記摩擦部は，
　前記捻じりコイルスプリングに挿入されるとともに前記第１リンク及び前記第２リンク
の回動結合部を貫通する締付けボルトと，
　前記締付けボルトに締付けられる締付けナットと，
　前記締付けボルトと前記締付けナットとの間に設けられる少なくとも一つのワッシャー
と，
　を含む，
　ことを特徴とする請求項６に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項８】
　前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，前記ディスプレイ本体の背面
に設けられた係止突起に対応する突起収容部を有する，ことを特徴とする請求項３に記載
のディスプレイ設置装置。
【請求項９】
　前記係止突起は，前記ディスプレイ本体の背面から後方に突出形成された突起部と，前
記突起部の端部に前記突起部よりさらに大きい直径を有する係止部を含み，
　前記突起収容部の上部は，前記係止突起の係止部が挿入可能に形成され，その下部は前
記係止突起の突起部が挿入可能にかつ，前記係止部の断面積より小さく形成される，
　ことを特徴とする請求項８に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項１０】
　前記上部及び下部本体ブラケットは，さらに，
　前記突起収容部の側面に設けられ，外力によりディスプレイ本体の離脱を防止するため
の安全ボルトと，
　前記安全ボルトを締付けるための安全ボルト締付け孔と，を含む，
　ことを特徴とする請求項９に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項１１】
　 ディスプレイ本体を設置面に設置するための
ディスプレイ設置装置において，
　その一側が前記設置面に設置され，その他側が前記ディスプレイ本体の背面の上部に脱
着可能に結合される上部本体ブラケットと，

10

20

30

40

50

(2) JP 3902582 B2 2007.4.11

前記請求項１～１０のうちいずれか１項の



　その一側が前記設置面に設置され，その他側が前記ディスプレイ本体の背面下部に脱着
可能に結合される下部本体ブラケットと，を含む，
　ことを特徴とするディスプレイ設置装置。
【請求項１２】
　前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，前記ディスプレイ本体の背面
に設けられた係止突起に対応する突起収容部を有する，ことを特徴とする請求項１１に記
載のディスプレイ設置装置。
【請求項１３】
　前記係止突起は，前記ディスプレイ本体の背面から後方に突出形成された突起部と，前
記突起部の端部に前記突起部よりさらに大きい直径を有する係止部とを含むと共に，
　前記突起収容部の上部は，前記係止突起の係止部が挿入可能に形成され，
　前記突起収容部の下部は，前記係止突起の突起部が挿入可能にかつ，前記係止部の断面
積より小さく形成される，ことを特徴とする請求項１２に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項１４】
　前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，さらに，
前記突起収容部の側面に設けられ，外力によるディスプレイ本体の離脱を防止するための
安全ボルトと，
　前記安全ボルトを締付ける安全ボルト締付け孔と，
を含む，ことを特徴とする請求項１３に記載のディスプレイ設置装置。
【請求項１５】
　前記請求項１～請求項１４のうちいずれか１項のディスプレイ設置装置を設置面に設置
するための冶具において，
　板状の冶具本体と；
　所定の離間間隔をおいて前記冶具本体の長手方向の両側に結合される第１端部と，前記
ディスプレイ設置装置と脱着可能に結合される第２端部と，を有する少なくとも一対の支
持台と；
　を含む，ことを特徴とする冶具。
【請求項１６】
　前記各支持台の第１端部は，前記冶具本体の長手方向の両側と各々回動可能に結合され
る，ことを特徴とする請求項１５に記載の冶具。
【請求項１７】
　前記支持台及び前記冶具本体のうちいずれか一方には，前記支持台が前記冶具本体に対
して所定角度に回動可能に円弧形状に貫通形成されたスロットが設けられ，他方には，前
記スロットに挿入されて案内されるガイド突起と，が設けられる，ことを特徴とする請求
項１６に記載の冶具。
【請求項１８】
　前記支持台の第２端部には，前記ディスプレイ本体の背面に設けられた係止突起と結合
される前記ディスプレイ設置装置の突起収容部に対応して，突出形成された結合突起部が
設けられている，ことを特徴とする請求項１５に記載の冶具。
【請求項１９】
　前記結合突起部は，磁力を有する３つの突起を含む，ことを特徴とする請求項１８に記
載の冶具。
【請求項２０】
　前記支持台は，前記冶具本体の長手方向の両側の各々に相互に対向して一対ずつ設けら
れている，ことを特徴とする請求項１５に記載の冶具。
【請求項２１】
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ディスプレイ本体を設置面に設置するためのディスプレイ設置装置において，
　前記ディスプレイ本体の背面上部で前記ディスプレイ本体と前記設置面とを連結するた
めに，その一端部が前記設置面と回動可能に結合される第１リンクと，その一端部が前記
ディスプレイ本体と回動できるように結合されると共にその他端部が前記第１リンクの他



　
　
　

　

　

　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，ディスプレイ設置装置及び設置装置用冶具に関し，さらに詳細には，ディス
プレイ本体を壁面に設けるための構造を改善したディスプレイ設置装置及び設置装置用冶
具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に，ディスプレイ設置装置は，画像部が形成されているディスプレイ本体を所定の
設置面に設置するための設置装置である。
【０００３】
　近年においては，ディスプレイ本体は，ＬＣＤ及びＰＤＰなどのような表示素子を利用
して画像部が形成されている。このため，その画像部の面積がさらに大きくなり，相対的
にその厚さがさらに薄くなっており，ディスプレイ本体を壁面などの設置面に容易に設置
することができる。
【０００４】
　以下，このような，ディスプレイ本体などの対象物を壁面に設置可能な設置装置につい
て説明する（例えば，特許文献１参照）。
【０００５】
　かかる従来の設置装置は，図１に示すように，画像部が形成されるディスプレイ本体１
０１を支持する一対のアーム１５０と，アーム１５０の下側と回動自在に結合され，その
一側が壁面１７０に付着されるベース１３０と，アーム１５０とベース１３０との間に設
けられてアーム１５０とベース１３０とを回動可能に結合するマウンティングブラケット
１１０と，を含む。
【０００６】
　マウンティングブラケット１１０は，その一端部がベース１３０の上側に回動自在に結
合される第１リンク１１３と，その一端部がアーム１５０と回動自在に結合されその他端
部が第１リンク１１３の他端部と回動自在に結合される第２リンク１１７と，第１リンク
１１３及び第２リンク１１７の他端部の結合部に設けられて相互に回動を制御するロッキ
ング部材１１６と，を含む。
【０００７】
　ロッキング部材１１６は，その内部に圧縮コイルスプリング（図示せず）が設けられ，
かかる圧縮コイルスプリングが弾性力によりロッキング部材１１６が第１リンク１１３及
び第２リンク１１７の相互回動をロッキング及びロッキング解除することができる。また
，ロッキング部材１１６は，７段階の傾斜角の中で希望する傾斜角度だけでロッキングす
ることができる。
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端部と相互に回動可能に結合される第２リンクと，前記第１リンク及び第２リンクの各回
動地点のうち少なくともいずれか一つに設けられ，前記ディスプレイ本体が前記設置面か
ら離間することに抗する弾性力を有するスプリング部材と，を有するリンク組立体と，

前記設置面に装着され，第２貫通孔が設けられた下部固定ブラケットと；
前記設置面に装着され，第１貫通孔が設けられた上部固定ブラケットと；
前記設置面と前記上部固定ブラケットとの間に設けられ，前記リンク組立体を支持する

，前記第１貫通孔に挿入された第１突出部を有する第１リンクブラケットと；
前記設置面と前記下部固定ブラケットとの間に設けられ，前記ディスプレイ本体の背面

下部を回動可能に支持する，前記第２貫通孔に挿入された第２突出部を有する第２リンク
ブラケットと；
を有する設置装置と；

板状の治具本体と，前記治具本体に回動可能に結合された第１端部を有する支持台と，
を有する前記設置装置を設置面に設置する治具と；

を備えることを特徴とする，ディスプレイ設置装置。



【０００８】
　また，ベース１３０には，緩衝部が設けられている。かかる緩衝部は，ベース１３０に
固定されたガスダンパー１６０と，その一端部がガスダンパー１６０の上端部と連結され
，その他端部が一対のアーム１５０との間に連結された軸（図示せず）に連結されるワイ
ヤー１６１と，を有する。このことにより，ロッキング部材１１６が解除された状態でデ
ィスプレイ本体１０１がその自重により前方に転倒することを防止することができる。
【０００９】
　このように，従来のディスプレイ設置装置では，さらに，ディスプレイ本体１０１と壁
面１７０との間にアーム１５０とベース１３０とを設け，アーム１５０とベース１３０と
の間にマウンティングブラケット１１０を設けることにより，ディスプレイ本体１０１な
どの対象物は所定軸を中心に自由回動可能にされる。また，マウンティングブラケット１
１０にロッキング部材１１６を設けることにより，対象物を所定の回転位置でロッキング
及びロッキング解除することができる。また，ベース１３０にガスダンパー１６とワイヤ
ー１６１とを有する緩衝部を設けることにより，ロッキング部材１１６が解除された状態
で対象物の自重による回転を抑制することができる。このことにより，ユーザーが対象物
を加圧して対象物の凝視角度を調整することができる。
【００１０】
【特許文献１】特開平第１１－３４４９３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら，このような従来のディスプレイ設置装置は，ガスダンパーとワイヤーと
を有する緩衝部及びロッキング部材などを設けているので，その構造が複雑であると共に
，ユーザが対象物の凝視角度を調節するためには，ロッキング部材を解除させて対象物を
回動させなければならないので，その操作が容易でない，という問題がある。
【００１２】
　また，従来のディスプレイ設置装置は，ロッキング部材が段階的に対象物の回動位置を
固定されるので，対象物の凝視角度を微細に調整することができない，という問題がある
。また，従来のディスプレイ設置装置を構成するアームとベースなどは，ディスプレイ本
体のサイズによって，各々別途に設けられるので，各種ディスプレイ本体に共用できない
，という問題がある。
【００１３】
　したがって，本発明の目的は，簡易な構造で容易に設置することが可能な新規かつ改良
されたディスプレイ設置装置及び設置装置用冶具を提供することにある。また，ディスプ
レイ本体の凝視角度を微細かつ容易に調節できるばかりでなく，各種サイズのディスプレ
イ本体に共用することが可能な新規かつ改良されたディスプレイ設置装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するため，本発明の第１の観点においては，ディスプレイ本体を設置面
に設置するためのディスプレイ設置装置において，前記ディスプレイ本体の背面上部で前
記ディスプレイ本体と前記設置面とを連結するために，その一端部が前記設置面と回動可
能に結合される第１リンクと，その一端部が前記ディスプレイ本体と回動可能にできるよ
うに結合され，その他端部が前記第１リンクの他端部と相互に回動可能に結合される第２
リンクと，前記第１リンク及び第２リンクの各回動地点のうち少なくともいずれか一つに
設けられ，前記ディスプレイ本体が前記設置面から離間されることに抗する弾性力を有す
るスプリング部材と，を有するリンク組立体と；前記設置面に装着され

下部固定ブラケットと；前記設置面に装着 上部固
定ブラケットと；
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，第２貫通孔が設
けられた され，第１貫通孔が設けられた

前記設置面と前記上部固定ブラケットとの間に設けられ，前記リンク組
立体を支持する，前記第１貫通孔に挿入された第１突出部を有する第１リンクブラケット



を特徴とするディスプレイ設置装置が提供される。
【００１５】
　上記記載の発明では，構造が簡単で，設置が容易になる。また，ディスプレイ本体の凝
視角度を多様な角度に簡易かつ容易に調節することができ，様々なサイズのディスプレイ
本体に共用にすることができる。
【００１６】
　また，前記上部固定ブラケットは，その上側に前記第１リンクの一端部と回動可能に結
合される，如く構成するのが好ましい。
【００１７】
　また，前記ディスプレイ設置装置は，前記ディスプレイ本体の背面上部に脱着可能に結
合され，前記第２リンクの一端部と回動可能に結合される上部本体ブラケットと；前記デ
ィスプレイ本体の背面の下部に脱着可能に結合され，前記下部固定ブラケットと回動可能
に結合される下部本体ブラケットと；を含む，如く構成するのが好ましい。
【００１８】
　また，前記リンク組立体は，さらに，前記第１リンク及び前記第２リンクの回動結合部
に設けられて，回動抵抗力を提供する摩擦部を含む，如く構成するのが好ましい。
【００１９】
　また，前記摩擦部の回動抵抗力は，前記スプリング部材の離間抵抗力より大きい，如く
構成するのが好ましい。
【００２０】
　また，前記スプリング部材は，捻じりコイルスプリングであり，前記捻じりコイルスプ
リングは，その一側が前記第１リンクに支持され，その他側が前記第２リンクに支持され
る，如く構成するのが好ましい。
【００２１】
　また，前記摩擦部は，前記捻じりコイルスプリングに挿入されると共に前記第１リンク
及び前記第２リンクの回動結合部を貫通する締付けボルトと，前記締付けボルトに締付け
られる締付けナットと，前記締付けボルトと前記締付けナットとの間に設けられる少なく
とも一つのワッシャーと，を含む，如く構成するのが好ましい。
【００２２】
　前記上部本体ブラケット及び下部本体ブラケットは，前記ディスプレイ本体の背面に設
けられた係止突起に対応する突起収容部を有する，如く構成するのが好ましい。
【００２３】
　また，前記係止突起は，前記ディスプレイ本体の背面から後方に突出形成された突起部
と，前記突起部の端部に前記突起部よりさらに大きい直径を有する係止部を含み，前記突
起収容部の上部は，前記係止突起の係止部が挿入できるように形成され，前記突起収容部
の下部は，前記係止突起の突起部が挿入可能に，かつ，前記係止部の断面積より小さく形
成される，如く構成するのが好ましい。
【００２４】
　また，前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，さらに，前記突起収容
部の側面に設けられ，外力によりディスプレイ本体の離脱を防止するための安全ボルトと
，前記安全ボルトを締付ける安全ボルト締付け孔と，を含む，如く構成するのが好ましい
。
【００２５】
　上記課題を解決するため，本発明の第２の観点においては，ディスプレイ本体を設置面
に設置するためのディスプレイ設置装置において，その一側が前記設置面に設置され，そ
の他側が前記ディスプレイ本体の背面の上部に脱着できるように結合される上部本体ブラ
ケットと，その一側が前記設置面に設置され，その他側が前記ディスプレイ本体の背面下
部に脱着可能に結合される下部本体ブラケットと，を含む，ことを特徴とするディスプレ
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と；前記設置面と前記下部固定ブラケットとの間に設けられ，前記ディスプレイ本体の背
面下部を回動可能に支持する，前記第２貫通孔に挿入された第２突出部を有する第２リン
クブラケットと；を備えること



イ設置装置が提供される。
【００２６】
　上記記載の発明では，さらに構造が簡単で，設置が容易になる。また，ディスプレイ本
体の凝視角度を多様な角度に簡易かつ容易に調節することができ，様々なサイズのディス
プレイ本体に共用にすることができる。
【００２７】
　また，前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，前記ディスプレイ本体
の背面に設けられた係止突起に対応する突起収容部を有する，如く構成するのが好ましい
。
【００２８】
　また，前記係止突起は，前記ディスプレイ本体の背面から後方に突出形成された突起部
と，前記突起部の端部に前記突起部よりさらに大きい直径を有する係止部を含み，前記突
起収容部の上部は，前記係止突起の係止部が挿入できるように形成され，前記突起収容部
の下部は，前記係止突起の突起部が挿入可能に，かつ，前記係止部の断面積より小さく形
成される，如く構成するのが好ましい。
【００２９】
　また，前記上部本体ブラケット及び前記下部本体ブラケットは，さらに，前記突起収容
部の側面に設けられ，外力によるディスプレイ本体の離脱を防止するための安全ボルトと
，前記安全ボルトを締付ける安全ボルト締付け孔と，を含む，如く構成するのが好ましい
。
【００３０】
　上記課題を解決するため，本発明の第３の観点においては，ディスプレイ設置装置を設
置面に設置するための冶具において，板状の冶具本体と；所定の離間間隔をおいて前記冶
具本体の長手方向の両側に結合される第１端部と，前記ディスプレイ設置装置と脱着可能
に結合される第２端部と，を有する少なくとも一対の支持台と；を含む，ことを特徴とす
る冶具が提供される。
【００３１】
　上記記載の発明では，容易にディスプレイ設置装置を壁面などの設置面に設置すること
ができる。
【００３２】
　また，前記各支持台の第１端部は，前記冶具本体の長手方向の両側と各々回動可能に結
合される，如く構成するのが好ましい。
【００３３】
　また，前記支持台及び冶具本体のうちいずれか一方には，前記支持台が前記冶具本体に
対して所定角度に回動可能に円弧形状に貫通形成されたスロットが設けられ，他方には前
記スロットに挿入されて案内されるガイド突起が設けられる，如く構成するのが好ましい
。
【００３４】
　また，前記支持台の第２端部には，前記ディスプレイ本体の背面に設けられた係止突起
と結合される前記ディスプレイ設置装置の突起収容部に対応して突出形成された結合突起
部が設けられている，如く構成するのが好ましい。
【００３５】
　また，前記結合突起部は，磁力を有する３つ突起を含む，如く構成するのが好ましい。

【００３６】
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また，前記支持台は，前記冶具本体の長手方向の両側の各々に相互に対向に一対ずつ設け
られている，如く構成するのが好ましい。

上記課題を解決するため，本発明の第４の観点においては，ディスプレイ本体を設置面
に設置するためのディスプレイ設置装置において，前記ディスプレイ本体の背面上部で前
記ディスプレイ本体と前記設置面とを連結するために，その一端部が前記設置面と回動可
能に結合される第１リンクと，その一端部が前記ディスプレイ本体と回動できるように結



【発明の効果】
【００３７】
　簡易な構造で，設置が容易なディスプレイ設置装置及び設置装置用冶具を提供すること
ができる。また，ディスプレイ本体の凝視角度を調節することが容易であり，微細調節す
ることができ，様々なサイズのディスプレイ本体に共用することができ，所望の角度に設
置することができるディスプレイ設置装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３９】
　（第１の実施の形態）
　まず、図２～図５に基づいて，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置の構成につい
て説明する。
【００４０】
　本実施形態にかかるディスプレイ設置装置１は，図２～図５に示すように，画像部が形
成されるディスプレイ本体３を例えば壁面７０などの設置面にティルティング（傾斜）可
能に設置するための装置を含む。
【００４１】
　かかるディスプレイ設置装置１は，断面が略コの字形状を有し，ディスプレイ本体３を
支持する上部本体ブラケット５１，及び下部本体ブラケット，５５と，上部本体ブラケッ
ト５１及び下部本体ブラケット，５５を支持し，壁面７０に設置される上部固定ブラケッ
ト３１及び下部固定ブラケット，３５と，上部本体ブラケット５１と上部固定ブラケット
３１との間に介されるリンク組立体１０と，を有する。
【００４２】
　また，ディスプレイ設置装置１は，図３に示すように，壁面７０に左右対称的に一対が
設置されて，一つのディスプレイ本体３に締結することができる。なお，以下では，左側
のディスプレイ設置装置を基準として説明する。
【００４３】
　ディスプレイ本体３は，その前面に，例えばＬＣＤ及びＰＤＰなどの表示素子などを利
用した画像部を有し，その背面には後述する上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケ
ット５５の突起収容部５２との結合のための多くの係止突起５が設けられている。また，
このような係止突起５は，上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケット５５に設けら
れた突起収容部５２の数と同一であるのが好ましいが，これより少なくすることもでき，
多くすることもできる。
【００４４】
　係止突起５は，ディスプレイ本体３の背面から後方に突出形成された突起部６と，突起
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合されると共にその他端部が前記第１リンクの他端部と相互に回動可能に結合される第２
リンクと，前記第１リンク及び第２リンクの各回動地点のうち少なくともいずれか一つに
設けられ，前記ディスプレイ本体が前記設置面から離間することに抗する弾性力を有する
スプリング部材と，を有するリンク組立体と，前記設置面に装着され，第２貫通孔が設け
られた下部固定ブラケットと；前記設置面に装着され，第１貫通孔が設けられた上部固定
ブラケットと；前記設置面と前記上部固定ブラケットとの間に設けられ，前記リンク組立
体を支持する，前記第１貫通孔に挿入された第１突出部を有する第１リンクブラケットと
；前記設置面と前記下部固定ブラケットとの間に設けられ，前記ディスプレイ本体の背面
下部を回動可能に支持する，前記第２貫通孔に挿入された第２突出部を有する第２リンク
ブラケットと；を有する設置装置と；板状の治具本体と，前記治具本体に回動可能に結合
された第１端部を有する支持台と，を有する前記設置装置を設置面に設置する治具と；を
備えることを特徴とする，ディスプレイ設置装置が提供される。



部６の端部に突起部６よりもさらに大きい直径を有する係止部７と，を含む。
【００４５】
　上部本体ブラケット５１は，後述する第２リンク１５の第２ピン収容孔１６と回動可能
に結合される一対の第２ピン締付け孔５３が設けられる。また，上部本体ブラケット５１
の幅が第２リンク１５の幅よりさらに大きく形成されているので，第２リンク１５は，上
部本体ブラケット５１の両側壁の間に収容される。
【００４６】
　下部本体ブラケット５５は，上部本体ブラケット５１と同様の形状で設けられ，後述す
る下部固定ブラケット３５の第２リンクブラケット４５と回動可能に結合される一対の第
３ピン締付け孔６が設けられる。また，上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケット
５５の板面には，ディスプレイ本体３の背面に設けられた係止突起５に対応する突起収容
部５２が設けられる。
【００４７】
　突起収容部５２は，その上部が係止突起５の係止部７の断面積より大きく形成され，そ
の下部は係止突起５の係止部７の断面積より小さくかつ係止突起５の突起部６の断面積よ
り大きく形成される。このことにより，ディスプレイ本体３の背面で所定の離間間隔をお
いて結合された係止突起５の係止部７が突起収容部５２の上部に挿入された後，係止突起
５の下側に移動させて突起収容部５２の下部に挟むことにより，ディスプレイ本体３を上
部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケット５５に簡便に付着させることができる。
【００４８】
　上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケット５５は，上部本体ブラケット５１及び
下部本体ブラケット５５に結合されたディスプレイ本体３が外部の衝撃，（即ち，外力）
により離脱されることを防止するために，安全ボルト５７と，安全ボルト５７の締付けの
ための突起収容部５２が位置する両側壁に安全ボルト締付け孔５８と，を有する。このこ
とにより，ディスプレイ本体３の係止突起５を上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラ
ケット５５の突起収容部５２に結合させた後，上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラ
ケット５５に形成された安全ボルト締付け孔５８に安全ボルト５７を締付けることにより
，係止突起５が突起収容部５２から離脱されることを防止することができる。
【００４９】
　上部固定ブラケット３１及び下部固定ブラケット３５は，薄い板状からなり，壁面７０
に装着される。
【００５０】
　上部固定ブラケット３１は，上下方向に貫通形成された一対の第１貫通孔３２が設けら
れ，第１貫通孔３２には後述する第１リンク１１の第１ピン収容孔１２と回動可能に結合
される第１リンクブラケット４１が結合される。
【００５１】
　下部固定ブラケット３５は，上部固定ブラケット３１と同様に，上下方向に貫通形成さ
れた一対の第２貫通孔３６が形成され，第２貫通孔３６には，下部本体ブラケット５５の
第３ピン締付け孔５６と回動可能に結合される第２リンクブラケット４５が結合される。
【００５２】
　第１リンクブラケット４１は，板状であり，壁面７０と上部固定ブラケット３１との間
に設けられ，その板面で垂直に突出形成されて，上部固定ブラケット３１の第１貫通孔３
２に挿入される一対の第１突出部４２を含む。また，各第１突出部４２の端部には，後述
する第１リンク１１の第１ピン収容孔１２と回動可能に結合される第１ピン締付け孔４３
が設けられる。
【００５３】
　第２リンクブラケット４５は，第１リンクブラケット４１と同様に板状であり，壁面７
０と下部固定ブラケット３５との間に設けられ，その板面から垂直に突出形成されて下部
固定ブラケット３５の第２貫通孔３６に挿入される一対の第２突出部４６を含む。また，
各第２突出部４６の端部には，下部本体ブラケット５５の第３ピン締付け孔５６と回動可

10

20

30

40

50

(9) JP 3902582 B2 2007.4.11



能に結合される一対の第３ピン結合孔４７を有する。
【００５４】
　リンク組立体１０は，ディスプレイ本体３の背面の上側で，ディスプレイ本体３と壁面
７０とを連結するために第１リンク１１及び第２リンク１５と，上記第１リンク１１及び
第２リンク１５との間に設けられてディスプレイ本体３が壁面７０から離間されることに
抵抗する弾性力を有するねじりコイルスプリング２７と，第１リンク１１及び第２リンク
１５の回動結合部に設けられて回動抵抗力を提供する摩擦部２０と，を有する。また，こ
のような摩擦部２０の回動抵抗力は，捻じりコイルスプリング２７の弾性力より大きいこ
とが好ましい。
【００５５】
　第１リンク１１は，略コの字状の断面を有し，その一端部には第１リンクブラケット４
１の第１ピン締付け孔４３と回動可能に一対の第１ヒンジピン６１により結合される一対
の第１ピン収容孔１２が形成される。また，第１リンク１１の他端部には，第２リンク１
５と相互回動可能に結合される一対の第１ボルト締付け孔１３が設けられている。
【００５６】
　第２リンク１５は，第１リンク１１と同様に，略コの字状の断面を有し，その一端部に
上部本体ブラケット５１の第２ピン締付け孔５３と回動可能に一対の第２ヒンジピン６３
により結合される一対の第２ピン収容孔１６が設けられる。また，第２リンク１５の他端
部には，第１リンク１１の第１ボルト締付け孔１３と相互に回動可能に結合される一対の
第２ボルト締付け孔１７が設けられている。また，第２リンク１５の幅が第１リンク１１
の幅よりさらに大きく形成することにより，第２リンク１５は第１リンク１１の方向に回
動して第１リンク１１を収容することができる。
【００５７】
　捻じりコイルスプリング２７は，後述する摩擦部２０の締付けボルト２１に収容され，
その一側は第１リンク１１に支持され，その他側は第２リンク１５に支持される。また，
捻じりコイルスプリング２７は，第２リンク１５が第１リンク１１で離脱して回動するこ
とに抵抗する弾性力を有する。これにより，捻じりコイルスプリング２７は，ディスプレ
イ本体３を壁面７０方向に弾性付勢する役割をする。また，捻じりコイルスプリング２７
の弾性エネルギーは，ディスプレイ本体３の自重が第３ヒンジピン６７を中心として発生
されるトークと殆ど同じなことが好ましい。
【００５８】
　摩擦部２０は，第１リンク１１の第１ボルト締付け孔１３と第２リンク１５の第２ボル
ト締付け孔１７とに貫通されると共に捻じりコイルスプリング２７に挿入される締付けボ
ルト２１と，締付けボルト２１に結合される締付けナット２３と，締付けボルト２１と締
付けナット２３との間に設けられる多くのワッシャー２５と，を含む。また，締付けボル
ト２１と締付けナット２３との締付けにより形成される摩擦部２０には，第１リンク１１
及び第２リンク１５が相互に回動することに対して抵抗する摩擦力が発生され，このよう
な摩擦力は捻じりコイルスプリング２７の弾性力より強いのが好ましい。
【００５９】
　このことにより，ディスプレイ本体３が上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケッ
ト５５から分離された場合にも，摩擦部２０の摩擦力が捻じりコイルスプリング２７の弾
性力よりも強いので，上部本体ブラケット５１及び下部本体ブラケット５５が上部固定ブ
ラケット３１及び下部固定ブラケット３５に対する回動角度をその状態で維持することが
できる。また，締付けボルト２１と締付けナット２３との間に設けられる多くのワッシャ
ー２５により，締付けボルト２１と締付けナット２３との締付けが解除されることが防止
される。
【００６０】
　また，図４に示すように，本実施形態のディスプレイ設置装置１は，ディスプレイ本体
３を、図３を基準として９０°回転されるように設置することができ，展示会等のためユ
ーザーが希望する場合には，様々な角度に設置することもできる。
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【００６１】
　上記構成のディスプレイ設置装置の作動過程を以下に説明する。
【００６２】
　まず，図６に基づいて，本実施形態にかかるディスプレイ本体を壁面方向に回動させる
過程について説明する。
【００６３】
　図６に示すように，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置１は，ユーザーが図２に
示す状態のディスプレイ本体３を壁面７０方向に加圧すると，ディスプレイ本体３が第３
ヒンジピン６７を中心として回動して最大に重畳した状態になる。このような場合には，
ディスプレイ本体３を弾性付勢させる捻じりコイルスプリング２７の弾性力により，ユー
ザーが小さな力でもディスプレイ本体３を壁面７０方向に回動させることができる。
【００６４】
　また，第２リンク１５が摩擦部２０を中心として回動して第１リンク１１を収容すると
共に、上部本体ブラケット５１が第２リンク１５を収容することにより，上部本体ブラケ
ット５１は上部固定ブラケット３１に殆ど接することになる。また，かかるディスプレイ
装置１を重畳した状態は，摩擦部２０の摩擦力により維持される。
【００６５】
　次に，図７に基づいて，本実施形態にかかるディスプレイ本体を壁面から所定角度に回
動させる過程について説明する。
【００６６】
　図７に示すように，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置１は，ユーザーが図２に
示すような状態のディスプレイ本体３を壁面７０に反対方向に加圧した場合にディスプレ
イ本体３が第３ヒンジピン６７を中心として回動される。
【００６７】
　このような場合にも，ディスプレイ本体３を弾性付勢する捻じりコイルスプリング２７
の弾性力が作用するので，ディスプレイ本体３が壁面７０に反対方向に急激に回動される
ことを防止される。さらに，このようなディスプレイ設置装置１が展開された状態は，摩
擦部２０の摩擦力により維持されることができる。また，上部本体ブラケット５１と上部
固定ブラケット３１との間の第１リンク１１及び第２リンク１５と下部本体ブラケット５
５と下部固定ブラケット３５が回動結合箇所のうち少なくともいずれか１箇所にディスプ
レイ本体３が所定角度に回動した後，さらに回動されないようにするストッパー（図示せ
ず）が設けられる。
【００６８】
　本実施形態では，壁面７０とリンク組立体１０との間に上部固定ブラケット３１を別途
に設けた例を挙げて説明したが，リンク組立体１０を壁面７０に回動可能に直接に結合す
ることができる。また，上記実施形態では，リンク組立体１０とディスプレイ本体３との
間に上部本体ブラケット５１を別途に設けた例を挙げて説明したが，リンク組立体１０を
ディスプレイ本体３に回動可能に結合することもできる。
【００６９】
　また，本実施形態では，第１リンク１１及び第２リンク１５との間に摩擦力を提供する
摩擦部２０を設けた例を挙げて説明したが，上部固定ブラケット３１と第１リンク１１と
の間の回動地点に摩擦部を設けることもでき，上部本体ブラケット５１と第２リンク１５
との間の回動地点に摩擦部を設けることもできる。
【００７０】
　また，本実施形態では，第１リンク１１及び第２リンク１５との間の摩擦部２０に弾性
力を提供する捻じりコイルスプリング２７を設けた例を挙げて説明したが，ディスプレイ
本体３と壁面７０との間に設けられた第１リンク１１及び第２リンク，１５の回動地点の
うち少なくともいずれか１つ弾性力を提供することが可能な板スプリングやコイルスプリ
ング等のスプリング部材を設けることができる。
【００７１】
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　また，本実施形態では，１つのディスプレイ本体３にディスプレイ設置装置１が左右対
称となるように一対を設けた例を挙げて説明したが，ディスプレイ本体３のサイズにより
１つあるいは３つ以上のディスプレイ設置装置１を設けることもできる。
【００７２】
　また，本実施形態では，ディスプレイ本体３が本体ブラケット５０から離脱されること
を防止するために安全ボルト５７及び安全ボルト締付け孔５８が設けた例を挙げて説明し
たが，このような安全ボルト５７の代わりにネジ形状を有しない安全ピンとこれを収容す
る安全ピン収容孔が設けることもできる。
【００７３】
　このように，本実施形態によるディスプレイ設置装置は，ディスプレイ本体と壁面との
間に第１リンク及び第２リンクとスプリング部材及び摩擦部を設けて，構造の簡単なディ
スプレイ設置装置を提供し，小さい力でもディスプレイ本体の凝視角度を調節することが
できる。また，ディスプレイ本体を上向き及び下向きに回動させる時，殆ど同一の力がか
かるように設計されて，ユーザーが容易に凝視角度を調節することができ，凝視角度を微
細に調節することができる。
【００７４】
　また，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置は，ディスプレイ本体の背面に結合さ
れる上部本体ブラケットと下部本体ブラケット及びこれと回動可能に結合される上部固定
ブラケットと下部固定ブラケットを各々設けることにより，各種サイズのディスプレイ本
体に共用することができ，ディスプレイ本体を様々な角度で容易に壁面などの設置面に設
置することができる。
【００７５】
（第２の実施の形態）
　次に，図８に基づいて，第２の実施の形態にかかるディスプレイ設置装置の構成につい
て説明する。なお，図８は，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置の構成を示す斜視
図である。
【００７６】
　図８に示すように，第２実施形態にかかるディスプレイ装置１ａは，第１実施形態と異
なり，上部本体ブラケット５１ａ及び下部本体ブラケット５５ａを直接に壁面７０に設置
することができる。
【００７７】
　ディスプレイ本体３の背面には，第１実施形態と同様に，突起部６及び係止部７を含む
係止突起５が設けられる。
【００７８】
　上部本体ブラケット５１ａ及び下部本体ブラケット５５ａは，壁面７０と結合される一
側に壁面７０と平行に折曲形成されてスクリューなどにより締付けられる締付け部５４が
設けられる。一方，ディスプレイ本体３と結合される他側には，第１実施形態と同様に，
ディスプレイ本体３の係止突起５を収容して支持する突起収容部５２が設けられる。
【００７９】
　このことにより，本実施形態にかかるディスプレイ装置は，各種サイズのディスプレイ
本体に共用することができ，ディスプレイ本体を所望の角度で容易に壁面などの設置面に
設置することができる。また，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置は，第１実施形
態にかかるディスプレイ設置装置よりも，さらに簡単な構造で，ディスプレイ本体を容易
に壁面などの設置面に設置することができる。
【００８０】
（第３の実施の形態）
　次に，図９～図１１に基づいて，第３の実施の形態にかかるディスプレイ設置装置用冶
具について説明する。なお，以下では，第１の実施の形態にかかるディスプレイ設置装置
を採用した例を挙げて説明する。
【００８１】
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　図９～図１１に示すように，冶具８０は，板状に設けられた冶具本体８１と，冶具本体
８１の長手方向の両側に相互に対向するように各々一対ずつ回動できるように結合される
支持台９１と，を含む。
【００８２】
　冶具本体８１は，その各両側端部に支持台９１を回動可能に結合するためのヒンジ軸８
５と結合される第１ヒンジ結合孔８６と，後述する支持台９１の蝶スクリュー９８の回動
を案内するスロット８３が設けられる。
【００８３】
　冶具本体８１の第１ヒンジ結合孔８６は，ヒンジ軸８５が挿入可能に支持台９１に同一
形状に貫通形成された第２ヒンジ結合孔９３に対応して貫通形成され，第１ヒンジ結合孔
８６及び第２ヒンジ結合孔９３に挿入されたヒンジ軸８５は両側端部を圧着して締付けら
れる。このことにより，支持台９１は，冶具本体８１に対してヒンジボルト８５を軸に回
動可能となる。
【００８４】
　スロット８３は，冶具本体８１の第１ヒンジ結合孔８６を中心として所定の離間間隔で
略９０゜角度の円弧形状に貫通形成されて後述する支持台９１に締付けられる蝶スクリュ
ー９８の回動を案内及び制限する役割をする。このことにより，図９に示すように，支持
台９１は，冶具本体８１に対して略９０゜に回動可能に設けられており，支持台９１が冶
具本体８１の板面に接することができ，冶具本体８１に垂直に広がることもできる。
【００８５】
　かかる支持台９１は，冶具本体８１の長手方向の両側に結合される第１端部９２と，デ
ィスプレイ設置装置と脱着可能に結合される第２端部９５と，を含む。
【００８６】
　第１端部９２は，冶具本体８１の長手方向の両側と各々回動可能に結合されるため，冶
具本体８１の第１ヒンジ結合孔８６に対応して貫通形成された第２ヒンジ結合孔９８と，
冶具本体８１のスロット８３に挿入されて案内されるガイド突起と，を含む。
【００８７】
　ガイド突起は，本実施形態として蝶スクリュー９８であり，支持台９１の第１端部９２
には，スロット８３に挿入された蝶スクリュー９８との締付けのためのスクリュー締付け
孔９４が設けられる。このことにより，支持台９１を冶具本体８１に対して所定角度に回
動させた後，蝶スクリュー９８を利用して手で容易に支持台９１と冶具本体８１とを締付
けることにより，支持台９１の回動を停止させることができる。また，このようなガイド
突起は，蝶スクリューであることが好ましいが，スロットに挿入されて案内できるように
支持台の板面から突出形成されることもできる。さらに，支持台のスクリュー締付け孔に
締付けることができるように他の種類のスクリューとすることもできる。
【００８８】
　第２端部９５は，上記第１実施形態によるディスプレイ設置装置１の上部本体ブラケッ
ト５１及び下部本体ブラケット５５に設けられた突起収容部５２に対応して突出形成され
た結合突起部９６を含む。
【００８９】
　結合突起部９６は，例えば磁石などの磁力を有する３つの突起９７を含む。，かかる突
起９７のうち２つは，突起収容部５２上部の上端両側に収容され，他の１つの突起９７は
，突起収容部５２の下端に収容される。また，突起収容部５２が形成された上部本体ブラ
ケット５１及び下部本体ブラケット５５は，磁力により引かれる金属材質からなる。また
，冶具本体８１で垂直に広げられた４つの支持台９１に各々設けられた結合突起部９６の
位置は，ディスプレイ本体３の背面に設けられた係止突起５の位置と一致しなければなら
ない。
【００９０】
 このような構成により，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置用冶具の作動過程を
，図９に基づいて，以下に説明する。
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【００９１】
　図９に示すように，支持台９１は，冶具本体８１の長手方向の両側に回動可能に，各々
一対に設けられている。支持台９１は，冶具本体８１に接することもでき，冶具本体８１
に垂直に広げられることもできる。このことにより，支持台９１を冶具本体８１に重畳す
る状態で運搬することが容易になる。
【００９２】
　また，図１１に示すように，支持台９１を冶具本体８１に対して垂直に広げた状態で，
支持台９１の各結合突起部９６で，第１実施形態の上部本体ブラケット５１及び下部本体
ブラケット５５の突起収容部５２を配置させると，結合突起部９６の磁力を有する突起９
７により突起収容部５２と結合突起部９６が容易に結合される。また，所定の力を加えて
結合を解除させることもできる。さらに，このように，各結合突起部９６に結合された第
１実施形態にかかるディスプレイ設置装置１を壁面７０に配置させた後，壁面７０とスク
リュー等により締付けさせることにより，各ディスプレイ設置装置１の間隔などを調節す
る必要なく容易に設置することができる。このように設けられたディスプレイ設置装置１
で所定の力を加えて冶具８０を分離させた後，ディスプレイ本体３をディスプレイ設置装
置１に結合することができる。
【００９３】
　本実施形態では，冶具８０が第１実施形態にかかるディスプレイ設置装置１を壁面８０
に容易に設置するように使用した例を挙げて説明したが，上記冶具８０を第２実施形態に
かかるディスプレイ設置装置１ａを壁面７０に容易に設置するために使用することもでき
る。
【００９４】
　本実施形態では，冶具本体８１の両側に回動可能に結合される支持台９１が二対に設け
られているが，かかる支持台は，ディスプレイ設置装置の上部及び下部本体ブラケットに
対応して，必要に応じてその数量を調節することができる。
【００９５】
　また，本実施形態では，スロット８３が冶具本体８１に設けられ，スロット８３により
案内されるガイド突起が支持台９１に結合されるが，かかるスロットが支持台に設けられ
ガイド突起を冶具本体に設けることもできる。
【００９６】
　また，本実施形態では，磁力を有する３つの突起９７を含む係止突起部９６が支持台９
１の第２端部９５に設けられた例を挙げて説明するが，かかる支持台の第２端部と上部本
体ブラケット及び下部本体ブラケットに設けられた突起収容部が脱着可能に結合されるよ
うにボルト締付けや係止突起を有する回動体等による結合手段が支持台の第２端部に設け
ることもできる。
【００９７】
　このように，本実施形態にかかるディスプレイ設置装置用冶具は，冶具本体と冶具本体
に回動可能に結合された支持台と，支持台にディスプレイ設置装置の上部本体ブラケット
及び下部本体ブラケットと脱着可能に結合される結合突起部を設けて，容易にディスプレ
イ設置装置を壁面などの設置面に設置することができる。
【００９８】
　以上，本発明に係る好適な実施の形態について説明したが，本発明はかかる構成に限定
されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術思想の範囲内において，各
種の修正例および変更例を想定し得るものであり，それらの修正例および変更例について
も本発明の技術範囲に包含されるものと了解される。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】従来におけるディスプレイ設置装置の構成を示す側面図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかるディスプレイ設置装置の構成を示す側面図である
。
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【図３】図２のディスプレイ設置装置が壁に装着された状態を示す斜視図である。
【図４】図２のディスプレイ設置装置が壁に装着した状態を示す斜視図である。
【図５】図２のディスプレイ設置装置の分解斜視図である。
【図６】図２のディスプレイ設置装置の重畳状態を示す側面図である。
【図７】図２ディスプレイ設置装置の展開状態を示す側面図である。
【図８】本発明の第２実施形態にかかるディスプレイ設置装置を壁に装着した状態を示す
背面斜視図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態にかかるディスプレイ設置装置用冶具の構成を示す斜
視図である。
【図１０】図９の冶具の構成を示す分解斜視図である。
【図１１】図９の冶具がディスプレイ設置装置と結合された状態を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１００】
１　ディスプレイ設置装置
３　ディスプレイ本体
５　係止突起
６　突起部
７　係止部
１０　リンク組立体
１１　第１リンク
１２　第１ピン収容孔
１３　第１ボルト締付け孔
１５　第２リンク
１６　第２ピン収容孔
１７　第２ボルト締付け孔
２０　摩擦部
２１　締付けボルト
２３　締付けナット
２５　ワッシャー
２７　捻じりコイルスプリング
３１　上部固定ブラケット
３２　第１貫通孔
３５　下部固定ブラケット
３６　第２貫通孔
４１　第１リンクブラケット
４２　第１突出部
４３　第１ピン締付け孔
４５　第２リンクブラケット
４６　第２突出部
４７　第３ピン結合孔
５１　上部本体ブラケット
５２　突起収容部
５３　第２ピン締付け孔
５５　下部本体ブラケット
５６　第３ピン締付け孔
５７　安全ボルト
５８　安全ボルト締付け孔
６１　第１ヒンジピン
６３　第２ヒンジピン
６７　第３ヒンジピン
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７０　壁面
８０　冶具
８１　冶具本体
８３　スロット
８５　ヒンジ軸
８６　第１ヒンジ結合孔
９１　支持台
９２　第１端部
９３　第２ヒンジ結合孔
９４　スクリュー締付け孔
９５　第２端部
９６　結合突起部
９７　突起
９８　蝶スクリュー
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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