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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端に固定基部、他端にディスプレイが設けられたアームによりディスプレイを移動自
在に支持するディスプレイ支持装置であって、
　前記アームの一部が平行リンクにより構成され、前記ディスプレイの少なくとも上下移
動が、前記平行リンクの回動により行われるようになっており、前記平行リンクに、前記
平行リンクを上方に付勢するバネ部材が設けられるとともに、このバネ部材の両端の少な
くともいずれか一端側に、バネ部材の付勢力を調整可能な付勢力調整機構が平行リンクに
おける前記固定基部側に設けられていると共に、該固定基部側が開口されており、平行リ
ンクがほぼ水平状態にある時に、前記付勢力調整機構の操作部が前記開口に臨むようにな
っていることを特徴とするディスプレイ支持装置。
【請求項２】
　前記付勢力調整機構が、前記平行リンクの所定箇所に係止可能な係止部材に軸周りに回
転自在に挿通されたボルトと、該ボルトに対して相対回転不能な状態で螺合されたナット
とからなり、このナットに前記バネ部材の一端が固着されている請求項１に記載のディス
プレイ支持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主に机上等でディスプレイを移動自在に支持するディスプレイ支持装置に係わ
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り、特に、重量の異なるディスプレイに対応して支持し得るディスプレイ支持装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
近年、主にパソコンやテレビ等のディスプレイとして、薄型の液晶ディスプレイやプラズ
マディスプレイ等が急速に普及しつつある。このような液晶ディスプレイはこれまでの主
流だったＣＲＴ等に比べて薄型であるため、例えばオフィスや家庭における机上で使用し
ようとする場合においても広いスペースを占有することがなく、便利であった。このよう
な液晶ディスプレイは、収納性、使用性を考慮して、例えば特開平５－２１０４３０号公
報に開示されているようなアーム装置で支持して使用されることが多い。
【０００３】
上記アーム装置における上下方向に回動可能に設けられたアーム内には、アームを上方に
付勢すべく付勢手段としての圧縮バネが内設されており、先端に取り付けられた所定重量
のディスプレイを上方に容易に回動可能とし、かつディスプレイの急速な落下が防止され
ている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、この種のアーム装置にあっては、アームにて支持するディスプレイを変更
する場合において、例えばディスプレイの重量がこれまでのディスプレイより重くなると
、圧縮バネの付勢力によりディスプレイを支持出来なくなり、ディスプレイの取付け時に
ディスプレイが落下する恐れがあった。また、ディスプレイが軽くなると、圧縮バネの付
勢力が強くなりすぎて、ディスプレイが急上昇することがあり、危険であった。
【０００５】
このような場合、アーム装置自体を取り替えるか、付勢手段そのものを交換する必要があ
るが、前者においては費用がかかるばかりか、後者においては付勢手段の交換作業が繁雑
であり、手間がかかるため、ディスプレイの変更に容易に対応出来ないといった問題があ
った。
【０００６】
本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、支持するディスプレイの重量変
化に対応して、ディスプレイを容易な操作にて安定して支持することが可能なディスプレ
イ支持装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明のディスプレイ支持装置は、一端に固定基部、他端
にディスプレイが設けられたアームによりディスプレイを移動自在に支持するディスプレ
イ支持装置であって、
　前記アームの一部が平行リンクにより構成され、前記ディスプレイの少なくとも上下移
動が、前記平行リンクの回動により行われるようになっており、前記平行リンクに、前記
平行リンクを上方に付勢するバネ部材が設けられるとともに、このバネ部材の両端の少な
くともいずれか一端側に、バネ部材の付勢力を調整可能な付勢力調整機構が平行リンクに
おける前記固定基部側に設けられていると共に、該固定基部側が開口されており、平行リ
ンクがほぼ水平状態にある時に、前記付勢力調整機構の操作部が前記開口に臨むようにな
っていることを特徴としている。
　この特徴によれば、ディスプレイの重量変更に対応して、バネ部材を平行リンクから取
り外したり交換することなく、付勢力調整機構を介してバネ部材の付勢力を調整するだけ
で、ディスプレイを安定して支持することが出来る。そして付勢力調整機構が、平行リン
クの回動に伴い大きく移動することがないので、平行リンクの回動状態を確認しながらの
調整が容易になる。更に、アームのモーメントが最大となる位置において調整可能となる
ため、調整後におけるディスプレイの急速な落下を確実に防止できる。
【００１０】
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本発明のディスプレイ支持装置は、前記付勢力調整機構が、前記平行リンクの所定箇所に
係止可能な係止部材に軸周りに回転自在に挿通されたボルトと、該ボルトに対して相対回
転不能な状態で螺合されたナットとからなり、このナットに前記バネ部材の一端が固着さ
れていることが好ましい。
このようにすれば、ボルトを適宜工具にて正逆回転させれば、ナットがボルトの長手方向
に移動され、バネ部材が伸縮するため、容易な操作でバネ部材の付勢力を調整できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明すると、まず図１には、液晶のディスプレイ
１が、机の天板２上に取り付けられたディスプレイ支持装置としてのアーム装置３に支持
されている状態が示されている。４はディスプレイ１をアーム装置３の先端に取り付ける
ための取付板、５はディスプレイ１の左右側に突出された把手部（図５参照）をそれぞれ
示しており、使用者は把手部５を掴んだ状態でディスプレイ１を天板２上の任意の位置に
移動し、固定することが出来るようになっている。
【００１２】
アーム装置３は、図１～図３に示されるように、ディスプレイ側の第１垂直軸７と、この
反対側の第２垂直軸８とに、前後両端がそれぞれ水平軸９ａ～９ディスプレイにより上下
方向に回動自在に軸着された第１リンク１０と第２リンク１１とで平行リンクを構成する
第１アーム１２と、第１垂直軸７に一端が左右方向に水平回動可能に軸着され、他端に取
付板４が取り付けられた第２アーム１３と、第２垂直軸８の下部を軸心周りに回動自在に
支持するとともに、下部に天板２に対して着脱自在とするブラケット１４を有する固定基
部１５とから構成されている。なお、アーム装置３の天板２への取付けはブラケット１４
以外の種々の方法により取付可能である。
【００１３】
第１リンク１０は、長手方向に対して垂直な断面が下向き略コ字形をなす板部材により構
成されており（図６参照）、この第１リンク１０の左右側板１０ａの前後には、水平軸９
ａ、９ｂの挿通孔が形成されている。第２リンク１１は、前後位置にそれぞれ水平軸９ｃ
、９ディスプレイの挿通孔が形成された２枚の側板１１ａからなり、側板１１ａはそれぞ
れ第１リンク１０の側板１０ａの内側に位置するように設けられている。
【００１４】
これら２枚の側板１１ａの内面には、図６に示されるように、左右の垂直板３３ａと、水
平板３３ｂと、垂直板３３ａの下端縁と水平板３３ｂの左右端縁とを連設する傾斜板３３
ｃとから構成される区画板３３の垂直板３３ａの外面が固着されており、左右の側板１１
ａが区画板３３により連結されている。この区画板３３は、後述するコイルバネの外周面
に沿うように第１アーム１２の長手方向に設けられており、この区画板３３と、下向きに
開口する第１リンク１０と、側板１１ａとにより、第１アーム１２内に空間部Ｓが形成さ
れている。
【００１５】
空間部Ｓ内には、図１、図４、図６に示されるように、一端が水平軸９ｃに係止され、他
端が後述する付勢力調整機構３４（図７参照）を介して水平軸９ｂに係止されている略円
筒形をなすコイルバネ３５が収納されている。コイルバネ３５は引っ張りバネであり、第
１アーム１２の下方への回動に伴い伸長する。
【００１６】
第２リンク１１の左右側板１１ａの下端は、図６に示されるようにそれぞれ区画板３３の
垂直板３３ａと傾斜板３３ｃとの連設部よりも下方に垂下されており、それぞれの側板１
１ａの下部には、係合孔３６が長手方向の複数箇所に形成されている。３７は、長手方向
に対して垂直な断面が上向き略コ字形をなす合成樹脂製のカバー部材であり、側板の上部
外側に形成された係止部３８を係合孔３６に対して係脱させることにより、第２リンク１
１の下方に着脱自在に取付け出来るようになっている。
【００１７】
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このカバー部材３７が第２リンク１１の下方に取り付けられることにより、図６に示され
るように区画板３３の下方における左右側に、すなわち傾斜板３３ｃの外側に第２リンク
１１の長手方向に延びる電源コードやケーブル類の配線収納空間３９が形成される。
【００１８】
この配線収納空間３９は、カバー部材３７の底面が区画板３３に近接するように取り付け
られても、コイルバネ３５の周面に沿うように設けられる傾斜板３３ｃにより確実に確保
される。よって、カバー部材３７を下方に大きく張し、第１アーム１２全体に上下の厚み
を形成することなく、複数本の電源コードやケーブル類をコンパクトに収納することが出
来る。
【００１９】
第２垂直軸８は、図２に示されるように、上下が開口する筒状部材８ａと、この筒状部材
８ａ内の略中心部に、取付板４０介して取り付けられる筒状部材４１とから構成されてお
り、筒状部材８ａの上部には、第１リンク１０及び第２リンク１１を支持する水平軸９ｂ
、９ディスプレイの挿通孔が形成された支持板８ｂが固着されている。この筒状部材４１
の直径は筒状部材８ａの直径よりも小径であり、筒状部材４１の外周面と筒状部材８ａの
内面との間に、電源ケーブルやケーブル類挿通用の周状の配線収納空間４６が形成されて
いる。この筒状部材４１内に、ブラケット１４の上板１４ａ上に立設された支持棒４２を
挿通し、支持棒４２の上端面と筒状部材４１の蓋板下面とが摺接された状態で、筒状部材
４１が支持棒４２の軸心周りに回動自在に支持される。
【００２０】
ブラケット１４の上板１４ａ上には、図３に示されるように、上面に支持棒４２を中心と
する同心円弧状に形成された溝部４４が形成された支持部材４３が固設されている。この
溝部４４内には、筒状部材４１の支持棒４２への挿通時において、筒状部材４１の外周面
所定箇所に固着された棒材４５の下端が挿通されるようになっている。本実施例における
溝部４４は半円弧形状に形成されており、棒材４５により第２垂直軸８の回転角度が約１
８０度に規制されている。
【００２１】
支持部材４３後部の円弧の一部は直線状に切り欠かれており、筒状部材８ａの下部に、筒
状部材８ａ内の配線収納空間４６内を挿通する電源コードやケーブル類を外部に延出する
ための開口が確保されている。また、この配線収納空間４６の上部も開口され、第２リン
ク１１のカバー部材３７により形成される配線収納空間３９に連通している。
【００２２】
第２リンク１１を構成する左右の側板１１ａの前方における上部所定箇所には、図１及び
図５、図６に示されるように、それぞれ内向きに屈曲される先端に係止溝４８を有する側
面視Ｌ字形の係止片４７が形成されている。また、上板１０ｂの下面１０ｃには、係止溝
４８に両端縁が係止される垂直片５１と、上面が上板１０ｂの下面１０ｃに摺接する摺接
板５２とから側面視Ｌ字形に形成される摺接部材５３が、上板１０ｂの前方所定箇所に形
成される挿通孔５０、及び摺接板５２に形成される長溝５４内を挿通する調整ボルト４９
と、この他端に螺入されるナット５５との締め付けにより保持されている。なお、５６は
ナット５５の保護材である。
【００２３】
図３に示されるように、第１アーム１２が上下動すると、第２リンク１１に設けられた係
止片４７は第１リンク１０に対して前後方向に相対移動する。この移動に伴い、摺接部材
５３の摺接板５２が、長溝５４を介して調整ボルト４９に案内されながら下面１０ｃに摺
接した状態で長手方向に摺動するようになっている。
【００２４】
コイルバネ３５の付勢力調整機構３４は、図７に示されるように、フック部５７ａを介し
て水平軸９ｂに係止されたフック片５７に、軸心周りに回転自在に挿通されるボルト５８
と、コイルバネ３５の一端を係止する係止板５９に一体化され、ボルト５８に螺入するナ
ット６０とからなる。
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【００２５】
支持板８ｂの上部には、支持板８ｂの後方に形成される開口８ｃを開閉自在とする蓋部材
６２が、水平方向を向く軸部材６１を介して上下方向に回動自在に枢支されており、蓋部
材６２を開放することで、六角レンチ６３の先端をボルト５８の頭部５８ａに形成された
六角形状の孔（図示略）内に嵌挿出来るようになっている。すなわち、コイルバネ３５の
付勢力の調整を行うには、操作部としての頭部５８ａの孔内に六角レンチ６３を嵌挿し、
ボルト５８を軸心周りに正逆回転させればよい。
【００２６】
図１に戻って、第２アーム１３の一端は、第１垂直軸７上部に水平方向に回動自在に軸着
されている。第２アーム１３の他端には水平方向を向く水平軸２１が取り付けられており
、この水平軸２１が取付板４の裏面に、軸心周りに回転自在に保持されているため、図１
中実線と２点鎖線で示されるように、ディスプレイ１を前後方向に傾けることが出来るよ
うになっている。
【００２７】
パイプ状のフレームからなる把手部５は、ディスプレイ１の左右端部にそれぞれ突設され
ており、ディスプレイ１の利用者はそれぞれの把手部５を把持した状態でディスプレイ１
を任意の方向に移動出来るようになっている。
【００２８】
次にこのように構成された本発明実施例としてのアーム装置３の作用を、以下図面に基づ
いて説明する。停止状態にあるディスプレイ１の上下方向の移動は、図３に示されるよう
に第１アーム１２の上下回動により行われる。この時、第１、第２リンク１０、１１から
なる平行リンク機構により、第１垂直軸７は垂直状態が保持された状態で上下移動される
ので、ディスプレイ１は上下方向の向きを変えることなく上下移動される。よって、使用
者はディスプレイ１の手前からディスプレイ１の画面部（図示略）を見ながら上下位置を
容易に調整することが出来る。なお、ディスプレイ１の上下向きの微妙な調整は、水平軸
２１を中心にディスプレイ１を回動させることにより行うことが出来る。
【００２９】
第１アーム１２内に設けられたコイルバネ３５は、第１アーム１２の上方向への回動時に
おいて収縮されて第１アーム１２を上方に付勢するため、アーム装置３の先端にディスプ
レイ１等の重量物を支持する場合にあっても、小さい力でディスプレイ１を上方向へ容易
に移動出来るとともに、コイルバネ３５が第１アーム１２の下方向への回動時において伸
長することで、ディスプレイ１の急激な落下等が防止されるようになっている。
【００３０】
ディスプレイ１を左右方向に移動させる場合、第１、第２垂直軸７、８のいずれかを中心
に第１、第２アーム１２、１３を介してディスプレイ１を回動させればよい。本実施例に
おいてこれら第１、第２垂直軸７、８の回動固定手段等は特に図示されていないが、適宜
摩擦抵抗を有する摩擦部材等をアームと垂直軸間にかませることで適量な固定感を得るこ
とが出来る。
【００３１】
また、アーム装置３の先端に支持されたディスプレイ１から延出され、本体側に接続すべ
く電源コードやケーブル類は、図１に示されるように、カバー部材３７と区画板３３との
間に形成される配線収納空間３９内から第２垂直軸８の配線収納空間４６の上部から下部
へ挿通させた後、下方に延出させることが出来るため、外部に露呈してアーム装置３の移
動の邪魔になったり、外部に露呈して外観が損なわれること等がない。
【００３２】
カバー部材３７と区画板３３との間に形成される配線収納空間３９は、区画板３３の傾斜
板３３ｃの外側面にそれぞれ形成されるため、複数本の電源コードやケーブル類を、第１
アーム１２の上下に厚みを形成することなく、コンパクトに収納することが出来る。
【００３３】
また、区画板３３により、配線収納空間３９内の電源コードやケーブル類が第１アーム１
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２の移動に伴い伸縮するコイルバネ３５に挟まれたり、空間部Ｓ内で振れ動くコイルバネ
３５に押し潰されたりする等の干渉を受けることがない。
【００３４】
さらに、第２垂直軸８内を挿通する電源コードやケーブル類は、大径の筒状部材８ａと、
支持棒４２に嵌挿される小径の筒状部材４１との間に形成される配線収納空間４６内に挿
通されるため、第２垂直軸８の回転により捩れて断線することがない。
【００３５】
第１アーム１２の上下回動時において、特に図３、図５に示されるように、係止片４７は
第１リンク１０に対して前後方向に相対移動するため、摺接板５２の上板１０ｂの下面１
０ｃとの摺接により摩擦抵抗が生じる。よって第１アーム１２の下方向への回動速度が抑
制され、ディスプレイ１の急速な落下が防止される。
【００３６】
また、調整ボルト４９とこれに螺合するナット５５の締め付け力を容易に調整することが
出来るため、アーム装置３にて支持するディスプレイ１の変更によるディスプレイ１の重
量の変化に対応して、ディスプレイ１を所望の高さ位置まで安定して移動することが出来
る。
【００３７】
また、付勢力調整機構３４を構成するボルト５８を六角レンチ６３等の適宜工具にて回動
させることで、コイルバネ３５を適宜伸縮させ、コイルバネ３５の引っ張り力を調整する
ことが出来るので、コイルバネ３５を交換したりすることなく、アーム装置３にて支持す
るディスプレイ１の変更によるディスプレイ１の重量の変化に対応して、ディスプレイ１
を安定して支持することが出来る。また、長期の仕様によりコイルバネ３５に撓みが生じ
た場合にあっても、付勢力を容易に調整出来る。
【００３８】
また、本実施例においては、第１アーム１２がほぼ水平状態にある時に、付勢力調整機構
３４を構成するボルト５８の頭部５８ａが後方を向き、第２垂直軸８の後方の開口から六
角レンチ６３を差し込めるようになっている。すなわち第１アーム１２に最大のモーメン
トがかかっている状態において付勢力の調整が可能となるので、正確な調整が行えるばか
りか、調整後におけるディスプレイ１の落下が確実に防止され、安全性が高まる。
【００３９】
以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明
に含まれる。
【００４０】
例えば、本実施例において、コイルバネ３５の付勢力の調整は、第１アーム１２が水平状
態にある時に可能となるようになっていたが、特に調整位置は限定されるものではない。
そしてこの付勢力調整機構３４は、第１アーム１２が回動しても大きく移動することがな
い第１アーム１２における第２垂直軸８側の端部に設けてあれば、第１アーム１２の移動
状態を確認しながらの調整が容易となる。
【００４１】
【発明の効果】
本発明は以下の効果を奏する。
【００４２】
　（ａ）請求項１項の発明によれば、ディスプレイの重量変更に対応して、バネ部材を平
行リンクから取り外したり交換することなく、付勢力調整機構を介してバネ部材の付勢力
を調整するだけで、ディスプレイを安定して支持することが出来る。そして付勢力調整機
構が、平行リンクの回動に伴い大きく移動することがないので、平行リンクの回動状態を
確認しながらの調整が容易になる。更に、アームのモーメントが最大となる位置において
調整可能となるため、調整後におけるディスプレイの急速な落下を確実に防止できる。
【００４５】
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　（ｂ）請求項２項の発明によれば、ボルトを適宜工具にて正逆回転させれば、ナットが
ボルトの長手方向に移動され、バネ部材が伸縮するため、容易な操作でバネ部材の付勢力
を調整できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例としてのディスプレイ支持装置の使用状態を示す側面図である。
【図２】図１のディスプレイ支持装置の内部構造を示す一部破断側面図である。
【図３】図２のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】図１ののディスプレイ支持装置の使用状態を示す側面図である。
【図５】図１のディスプレイ支持装置の内部構造を示す一部破断平面図である。
【図６】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図７】付勢力調整機構を示す要部拡大断面図である。
【符号の説明】
１　　　　　ディスプレイ
２　　　　　天板
３　　　　　アーム装置
４　　　　　取付板
５　　　　　把手部
７　　　　　第１垂直軸
８　　　　　第２垂直軸
８ａ　　　　筒状部材
８ｂ　　　　支持板
８ｃ　　　　開口
９ａ～９ｄ　水平軸
１０　　　　第１リンク
１０ａ　　　側板
１０ｂ　　　上板
１０ｃ　　　下面
１１　　　　第２リンク
１１ａ　　　側板
１２　　　　第１アーム（平行リンク）
１３　　　　第２アーム
１４　　　　ブラケット
１４ａ　　　上板
１５　　　　固定基部
２１　　　　水平軸
３３　　　　区画板
３３ａ　　　垂直板
３３ｂ　　　水平板
３３ｃ　　　傾斜板
３４　　　　付勢力調整機構
３５　　　　コイルバネ（バネ部材）
３６　　　　係合孔
３７　　　　カバー部材
３８　　　　係止部
３９　　　　配線収納空間
４０　　　　取付板
４１　　　　筒状部材
４２　　　　支持棒
４３　　　　支持部材
４４　　　　溝部
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４５　　　　棒材
４６　　　　配線収納空間
４７　　　　係止片
４８　　　　係止溝
４９　　　　調整ボルト
５０　　　　挿通孔
５１　　　　垂直片
５２　　　　摺接板
５３　　　　摺接部材
５４　　　　長溝
５５　　　　ナット
５７　　　　フック片
５７ａ　　　フック部
５８　　　　ボルト
５８ａ　　　頭部（操作部）
５９　　　　係止板
６０　　　　ナット
６１　　　　軸部材
６２　　　　蓋部材
６３　　　　六角レンチ
Ｓ　　　　　空間部

【図１】 【図２】
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