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(57)【要約】
　１つ以上の電子ディスプレイを支持するために有用な
スタンド。支持表面に対して多様な角度で１つ以上のデ
ィスプレイを位置づけできるようにするために有用であ
るスタンド。ディスプレイを比較的極端な傾斜角度で位
置づけできるようにするスタンド。角度を調整しながら
、電子ディスプレイをユーザーに接近してまたはユーザ
ーから離れて位置づけできるようにするために有用であ
るスタンド。このようなスタンドの使用方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ディスプレイ用スタンドであって、
　　水平面上に載置できるようにされたベースと；
　　電子ディスプレイを支持するようにされた組立て用ブラケットを支持するライザーと
；
　　第１のリンクであって、第１の支点においてベースに枢動可能な形で結合された第１
の端部と、第２の支点において組立て用ブラケットに対し枢動可能な形で結合された第２
の端部と、を有する第１のリンクと；
　　第２のリンクであって、第３の支点において摺動用ブラケットに対し枢動可能な形で
結合された第１の端部と、第４の支点において第４のリンクに対して枢動可能な形で結合
された第２の端部と、を有し、摺動用ブラケットがベースに対して摺動可能である、第２
のリンクと、を具備し、
　ライザーはベースに対して、略垂直な位置から略倒した位置まで角度的に調整可能であ
り、組立て用ブラケットは、角度的調整に応答してライザーの長さに沿って移動する、よ
うにされていて、
　さらに、略垂直な位置、略倒した位置および略垂直な位置と略倒した位置の間の任意の
角度で、電子ディスプレイによりライザーに対し加えられるトルクの平衡を保つように配
置された少なくとも１つのバネ、を具備する、
　ことを特徴とする電子ディスプレイ用スタンド。
【請求項２】
　少なくとも１つのバネが、第１の支点、第２の支点、第３の支点および第４の支点のう
ちの少なくとも１つを中心にして動作可能である捩じりバネである、ことを特徴とする請
求項１に記載のスタンド。
【請求項３】
　少なくとも１つのバネが、第２の支点を中心にして動作可能である第１のバネと、第３
の支点を中心にして動作可能である第２のバネとを含む、ことを特徴とする請求項１に記
載のスタンド。
【請求項４】
　第１のバネと第２のバネが捩じりバネである、ことを特徴とする請求項３に記載のスタ
ンド。
【請求項５】
　組立て用ブラケットが、ライザーにより画定されるライザースロット内に収容される少
なくとも１つの組立て用ブラケットピンを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタ
ンド。
【請求項６】
　摺動用ブラケットが、ベースによって画定されるベーススロットの内部を摺動する少な
くとも１つの摺動用ブラケットピンを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド
。
【請求項７】
　少なくとも１つのバネが、ベースに結合された第１の端部と、摺動用ブラケットに結合
された第２の端部とを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項８】
　少なくとも１つのバネが、第３の支点を中心として動作可能である第１のバネと、ベー
スに結合された第１の端部および摺動用ブラケットに結合された第２の端部を有する第２
のバネとを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項９】
　第１のバネが捩じりバネであり、第２のバネが引張りバネである、ことを特徴とする請
求項８に記載のスタンド。
【請求項１０】
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　組立て用ブラケットが、少なくとも１つのスライドを介して、ライザーに結合されてお
り、少なくとも１つのスライドが、組立て用ブラケットに結合された第１の部分とライザ
ーに結合された第２の部分とを有し、
　　第１および第２の部分が互いに摺動可能である、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１１】
　摺動用ブラケットが、少なくとも１つのスライドを介してベースに結合され、
　少なくとも１つのスライドが、摺動用ブラケットに結合された第１の部分とベースに結
合された第２の部分とを有し、
　第１および第２の部分が互いに摺動可能である、
　　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１２】
　組立て用ブラケットが、第１の支点を中心にして第１のリンクに結合された第１の部分
と、第１の部分に対して独立して調整可能である第２の部分とを含み、
　第２の部分が電子ディスプレイを担持するように適応されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１３】
　第１の部分と第２の部分との間に平衡用機構が連結されている、ことを特徴とする請求
項１２に記載のスタンド。
【請求項１４】
　ライザーが略垂直な位置にある場合にのみ、第１の部分は第２の部分に対して調整可能
である、ことを特徴とする請求項１２に記載のスタンド。
【請求項１５】
　第１の部分が、ロッキングシステムを介して第１の支点を中心にして枢動可能な形で第
１のリンクに対し連結されている、ことを特徴とする請求項１２に記載のスタンド。
【請求項１６】
　ロッキング機構が、ロック位置にある場合にライザーに対する第１のリンクの位置を固
定し、非ロック位置にある場合には第１のリンクがライザーに対して第２の支点を中心に
して枢動できるようにする、ロックタブを含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のスタンド。
【請求項１７】
　ロック位置が、略垂直な位置に対応している、ことを特徴とする請求項１６に記載のス
タンド。
【請求項１８】
　ロッキング機構が、第２の部分により担持されたロック用ブラケットを含み、
　ロック用ブラケットは、第２の部分が第１の部分に対してその最下位置まで移動させら
れたことに応答してロック位置からロック解除位置までロックタブを移動させるように動
作可能である、
　ことを特徴とする請求項１７に記載のスタンド。
【請求項１９】
　ロッキング機構が、ロッキングピンであって、ロック位置にある場合に第２の部分に対
して第１の部分の位置を固定し、ロック解除位置にある場合には第１の部分が第２の部分
に対して移動できるようにするロッキングピンを含んでいる、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のスタンド。
【請求項２０】
　ロッキングピンが、ロック位置にある場合にロック構成要素により画定される円形スロ
ットの内部で回転可能である、ことを特徴とする請求項１９に記載のスタンド。
【請求項２１】
　タブレットホルダーが組立て用ブラケットに取付けられている、ことを特徴とする請求
項１に記載のスタンド。
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【請求項２２】
　第１の支点が固定型支点である、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項２３】
　第２の支点が、ライザーの長さに沿って移動可能である、ことを特徴とする請求項１に
記載のスタンド。
【請求項２４】
　電子ディスプレイがタブレットコンピュータを含む、ことを特徴とする請求項１に記載
のスタンド。
【請求項２５】
　電子ディスプレイ用のスタンドであって、
　　支持要素と；
　　支持要素に対し結合された変形可能材料の少なくとも１つのストリップと；
　　変形可能材料の少なくとも１つのストリップに結合された組立て用ブラケットと、
　を具備する、
　　ことを特徴とするスタンド。
【請求項２６】
　支持要素および組立て用ブラケットに結合された変形可能材料の第２のストリップをさ
らに含む、ことを特徴とする請求項２５に記載のスタンド。
【請求項２７】
　変形可能材料の少なくとも１つのストリップと変形可能材料の第２のストリップが平行
である、ことを特徴とする請求項２６に記載のスタンド。
【請求項２８】
　変形可能材料の少なくとも１つのストリップが、金属およびポリマーからなる群から選
択される材料を含む、ことを特徴とする請求項２５に記載のスタンド。
【請求項２９】
　支持要素がコーナーブラケットを含む、ことを特徴とする請求項２５に記載のスタンド
。
【請求項３０】
　変形可能材料の少なくとも１つのストリップが、
　　略垂直な部分、略傾斜した部分、および、略水平な部分、と、
　　略垂直な部分と略傾斜した部分との間の第１の屈曲部、および、略水平な部分と略傾
斜した部分との間の第２の屈曲部、とを含み、
　　略傾斜した部分に組立て用ブラケットが結合されている、
　ことを特徴とする請求項２５に記載のスタンド。
【請求項３１】
　第２の屈曲部に近位のヒンジであって、略傾斜した部分に対し作用する第１のヒンジブ
ラケットと略水平な部分に対し作用する第２のヒンジブラケットを有し、第１および第２
のヒンジブラケットはヒンジ軸を中心として枢動する、ヒンジと；
　捩じりバネであって、ヒンジ軸のまわりに巻き付けられ、第１のヒンジブラケットに作
用する第１の端部と第２のヒンジブラケットに作用する第２の端部を有する捩じりバネと
；
　をさらに含む、
　　ことを特徴とする請求項３０に記載のスタンド。
【請求項３２】
　変形可能材料のストリップの内部に位置づけされた入れ子式ブラケットであって、固定
部分および固定部分に対して移動可能である可動部分とを含み、可動部分は、第１の屈曲
部に近位の変形可能材料のストリップと相互作用するように適応された回転可能な部材を
担持している、入れ子式ブラケット、をさらに含み；
　固定端部と可動端部を有し、可動端部が、入れ子式ブラケットの可動部分に作動的に結
合されているバネをさらに含む、
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　ことを特徴とする請求項３０に記載のスタンド。
【請求項３３】
　支持要素に結合された第１の端部と、第２の屈曲部に近位の変形可能材料の少なくとも
１つのストリップに結合された第２の端部とを有する引張りバネと、をさらに含む、
　ことを特徴とする請求項３２に記載のスタンド。
【請求項３４】
　引張りバネが、第２の屈曲部と結びつけられた屈曲部ブラケットに結合されている、こ
とを特徴とする請求項３３に記載のスタンド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、各々その内容が参照により本明細書に援用される２０１１年３月１６日出願
の「ディスプレイスタンドシステムおよび方法」という名称の米国仮特許出願第６１／４
５３，３９３号、および２０１２年１月２４日出願の「スタンドシステムおよび方法」と
いう名称の米国仮特許出願第６１／５９０，０７１号の利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、一般に電子デバイスを位置づけするために有用であるリクライニングスタン
ド用のシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　タブレットコンピュータデバイスを含む電子ディスプレイは、情報を検分し入力するた
めに有用である。電子ディスプレイ用スタンドは、ディスプレイを位置づけするために有
用である。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明の実施形態は、一般に、１つ以上の電子ディスプレイ（例えば、本出願の目的で
「電子ディスプレイ」とみなすことのできるＬＣＤスクリーンまたはモニター、あるいは
タブレットコンピュータ）を支持するために有用なスタンドに関する。
　一部の実施形態において、スタンドは、水平なデスクなどの支持表面に対して多様な角
度で１つ以上のディスプレイを位置づけできるようにするために有用である。
　一部の実施形態において、スタンドは、比較的極端な傾斜角度で（例えば垂直から２０
度超の傾斜から水平近くまたは水平を超える傾斜まで）ディスプレイを位置づけできるよ
うにする。
　さらに、スタンドの実施形態は、角度を調整しながら、電子ディスプレイをユーザーに
接近してまたはユーザーから離れて位置づけできるようにするために有用である。
　一部の実施形態では、ユーザーの単一動作により、水平軸を中心としてディスプレイの
傾斜角を調整すると同時に傾斜角軸に対し垂直な水平軸に沿ってユーザーに近づけてまた
はユーザーから離してディスプレイを位置づけする操作が可能となる。一般に、単一動作
により、支持表面との関係における電子ディスプレイの高さを調整する操作も可能である
。
　このような実施形態は、電子ディスプレイを略垂直かつ高い位置および略倒した低い位
置、そしてこれら２つの位置の間の任意の位置に位置づけすることのできる単一のスタン
ドを提供するために有用である。
【０００５】
　以下の図面は、本発明の特定の実施形態を例証しており、したがって本発明の範囲を限
定するものではない。図面は必ずしも原寸に比例しておらず（その旨の記載のないかぎり
）、以下の詳細な説明における解釈を併用するよう意図されている。本発明の実施形態は
、以下添付の図面と併せて説明され、図面中、同じ番号は同じ要素を表わす。
【図面の簡単な説明】
【０００６】



(6) JP 2014-516482 A 2014.7.10

10

20

30

40

50

【図１Ａ】略垂直な位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの斜視図である。
【図１Ｂ】略倒した位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの斜視図である。
【図２Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの斜視図である。
【図２Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの斜視図である。
【図３Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの側面図である。
【図３Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの側面図である。
【図４Ａ】略垂直な位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの側面図である。
【図４Ｂ】略倒した位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの側面図である。
【図５】中間位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視側面図である
。
【図６Ａ】略垂直な位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視側面図
である。
【図６Ｂ】略倒した位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視側面図
である。
【図７Ａ】本発明の一実施形態に係るスタンドの斜視図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視斜視図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態に係る後部斜視図である。
【図８Ａ】略垂直な位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの斜視図である。
【図８Ｂ】略倒した位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの斜視図である。
【図９Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの斜視図である。
【図９Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るスタ
ンドの斜視図である。
【図１０Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図１０Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図１１Ａ】略垂直な位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの側面図である。
【図１１Ｂ】略倒した位置における本発明の一実施形態に係るスタンドの側面図である。
【図１１Ｃ】本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視側面図である。
【図１２Ａ】本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視斜視図である。
【図１２Ｂ】本発明の一実施形態に係るスタンドの部分的透視斜視図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施形態に係る第１の位置において示された独立型高さ調整を伴
うスタンドの斜視図である。
【図１３Ｂ】本発明の一実施形態に係る第２の位置において示された独立型高さ調整を伴
うスタンドの斜視図である。
【図１４Ａ】本発明の一実施形態に係る独立型高さ調整を伴うスタンドの後部斜視図であ
る。
【図１４Ｂ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構を伴うスタンドの後部斜視図であ
る。
【図１５Ａ】本発明の一実施形態に係る独立型高さ調整を伴うスタンドの後部斜視図であ
る。
【図１５Ｂ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構を伴うスタンドの後部斜視図であ
る。
【図１６Ａ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構の斜視図である。
【図１６Ｂ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構の斜視図である。



(7) JP 2014-516482 A 2014.7.10

10

20

30

40

50

【図１６Ｃ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構の後部斜視図である。
【図１７Ａ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構の斜視図である。
【図１７Ｂ】本発明の一実施形態に係るロッキング機構の斜視図である。
【図１８Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図１８Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図１９Ａ】本発明の一実施形態に係るスタンドの側面図である。
【図１９Ｂ】図１９Ａの断面Ａ－Ａの図の一実施形態である。
【図１９Ｃ】図１９Ａの断面Ａ－Ａの図の一実施形態である。
【図１９Ｄ】図１９Ａの断面Ａ－Ａの図の一実施形態である。
【図１９Ｅ】図１９Ａの断面Ａ－Ａの図の一実施形態である。
【図２０】本発明の一実施形態に係るスタンドの後部斜視図である。
【図２１Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図２１Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図２２Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図２２Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図２３Ａ】略垂直な位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【図２３Ｂ】略倒した位置における電子ディスプレイを伴う本発明の一実施形態に係るス
タンドの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の詳細な説明は、事実上例示的なものであり、いかなる形であれ本発明の範囲、利
用可能性または構成を限定するよう意図されたものではない。むしろ、以下の説明は、本
発明の例示的実施形態を実現するための幾つかの実務的な実例を提供している。選択され
た要素について、構造、材料、寸法および製造プロセスの例が提供されており、他の全て
の要素は、本発明の分野における当業者にとって公知であるものを使用している。当業者
であれば、指摘された例の多くに多様で好適な代替案があることを認識するものである。
【０００８】
　スタンドの実施形態は、所望の位置、例えば略垂直な平面内で配向されたユーザーから
比較的離れた略垂直方向に高い位置および略倒した平面内で配向されたユーザーに比較的
近い略倒した位置に、電子ディスプレイを位置づけするために有用である。本開示の目的
では、「略垂直な」とは、垂直および垂直からプラスマイナス２０度の角度を意味する。
同様に、本開示の目的では、「略倒した」とは、垂直から約２０度超の角度（「リクライ
ニング角度」）、例えば垂直から少なくとも５０度のリクライニング角度を意味する。一
部の実施形態において、リクライニング角度は垂直から少なくとも５０度である。さらに
他の実施形態において、リクライニング角度は垂直から少なくとも６０度（例えば約７０
度）である。一部の実施形態において、リクライニング角度は、スタンドが電子ディスプ
レイを完全に水平な位置に保つように、垂直から少なくとも約９０度である。一部の実施
形態において、ユーザーは電子ディスプレイを２つの位置の間、およびこれら２つの位置
の間の中間位置に、一方の手でかつ単一の動作で、容易に位置づけすることができる。
【０００９】
　本開示の目的では、「電子ディスプレイ」は、モニター、例えばＬＣＤ／ＬＥＤスクリ
ーン、および時としてタブレットまたはタブレットコンピュータと呼ばれるタブレットコ
ンピュータデバイスを含む。タブレットは一般に、タッチスクリーンディスプレイを含む
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平担で軽量のデバイスである。
　現在利用可能な例としては、Ａｐｐｌｅ　ｉ　Ｐａｄ、Ｋｉｎｄｌｅ　Ｆｉｒｅ、Ｍｏ
ｔｏｒｏｌａ　Ｘｏｏｍ、Ｓａｍｓｕｎｇ　Ｇａｌａｘｙ、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ　Ｐｌ
ａｙｂｏｏｋ、ＬＧ　Ｏｐｔｉｍｕｓ　Ｐａｄ、Ｄｅｌｌ　Ｓｔｒｅａｋ、ＨＰ　Ｔｏｕ
ｃｈ　Ｐａｄ、ＨＴＣ　ＦｌｙｅｒおよびＶｉｅｗｓｏｎｉｃ　Ｖｉｅｗ　Ｐａｄがある
。
　一般に、タブレットは、長さ約２０ｃｍ～約３０ｃｍ、高さ約１０ｃｍ～約２０ｃｍ、
そして厚み約１ｃｍ未満の矩形形状の要素を有し、重量は約４００グラム～約１ｋｇＧで
ある。タブレットは同様に、一般に約１５ｃｍ～約２５ｃｍのスクリーンサイズを有する
ＬＣＤまたはＴＦＴディスプレイパネル、約５００ＭＢ～１ＧＢのＲＡＭ、フロントおよ
び／またはリヤカメラ、約１６ＧＢ～約６４ＧＢの記憶装置、通常少なくとも１つの専用
コネクタおよび／またはＨＤＭＩおよび／またはＵＳＢ入出力端子、オーディオおよび充
電用入出力端子、およびＷｉＦｉネットワーク接続を有している。当然のことながら、以
上で提供された範囲外の１つ以上の特性を有する他の例示的タブレットも入手可能である
かまたは今後入手可能となるかもしれない。
【００１０】
　本発明に係るスタンド１０の第１の実施形態は、図１Ａ～７Ｃに示されている。図１Ａ
は、略垂直な位置にあるスタンド１０を示し、一方図１Ｂは、略垂直な位置にあるスタン
ド１０を示す。図示されているように、スタンド１０は、水平な表面上に載るかまたは任
意にはこの表面に取付けられるように適応されたベース２０を含む。電子ディスプレイを
支持するように適応された組立て用ブラケット４０を支持するライザー３０が、ベース２
０から延在している。図２Ａは、略垂直な位置にあるスタンド１０によって支持された例
示的電子ディスプレイ５０を示し、一方図２Ｂは、略倒した位置にあるスタンド１０によ
り支持された電子ディスプレイ５０を示す。
【００１１】
　図３Ａは、略垂直な位置における電子ディスプレイ５０を伴うスタンド１０を示す。図
示した実施形態において、電子ディスプレイ５０は、タブレットを支持するための縁部を
有するタブレットホルダー６０（任意にはドッキングステーション）を介して組立て用プ
レート４０に連結されたタブレットを含む。図３Ｂは、略倒した位置における図３Ａのス
タンド１０を示す。図示されている通り、スタンドは、倒した位置においてユーザーによ
り近くおよび倒した角度の両方で、電子ディスプレイ５０を位置づけする。図４Ａは、略
垂直な位置におけるスタンド１０の側面図を示し、一方図４Ｂは、略倒した位置における
スタンド１０を示す。
【００１２】
　図５は、垂直位置と倒した位置の間の中間位置におけるスタンド１０を示す。一部の実
施形態において、スタンド１０は、垂直位置と倒した位置の間の任意の角度で位置づけ可
能である。明確さを期して、図５では、スタンドの一部の構成要素は、透視図で描かれて
いる。図６Ａは、略垂直な位置における図５のスタンドの部分的透視図を示し、図６Ｂは
、略倒した位置におけるスタンドを示す。
【００１３】
　図５～６Ｂの１つ以上に示されているように、スタンド１０は、第１の支点１２０でベ
ース２０に枢動可能な形で結合された第１の端部１１０と、第２の支点１４０で組立て用
ブラケット４０に対し枢動可能な形で結合された第２の端部を有する第１のリンク１００
を含み得る。一部の実施形態において、第１の支点１２０は固定型支点であり、その支点
軸はスタンドの角度的調整の間ベース２０に対して移動しないようになっており、第２の
支点１４０は可動支点であり、その支点軸がスタンドの角度的調整の間ライザー３０に対
して移動するようになっている。同じく図示されている通り、スタンドは、第３の支点１
８０で摺動用ブラケット１７０に対し枢動可能な形で結合された第１の端部１６０と、第
４の支点２００で第１のリンク１００に対し枢動可能な形で結合された第２の端部１９０
とを有する第２のリンク１５０を含むことができる。一部の実施形態において、第３の支
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点１８０は、可動支点であり、その支点軸は、スタンドの角度的調整の間ベース２０に対
して移動するようになっており、第４の支点２００は、スタンドの角度的調整の間、第１
のリンク１００と共に移動する可動支点である。一部の実施形態において、摺動用ブラケ
ット１７０は、ベース２０に対して摺動可能である。スタンド１０の一部の実施形態には
、例えば垂直な平面に対して略対称な構成をした、これらの構成要素の各々の２セットが
含まれているという点を指摘しておかなければならない。さらに、以下で記述する通り、
略垂直な位置、略倒した位置および略垂直な位置と略倒した位置の間の任意の角度で電子
ディスプレイによりライザー３０に適用されるトルクとの平衡を保つよう、少なくとも１
つのバネ（図５～６Ｂには図示せず）を位置づけすることができる。このような平衡力は
、スタンドの所望の位置を保持するために有用である。
【００１４】
　組立て用ブラケット４０は、任意の好適な配置によりライザーに対して組立て用ブラケ
ットを移動できるような形でライザー３０に対し摺動可能な形で連結され得る。例えば、
組立て用ブラケットは、ライザー内のスロット２２０の内部に収容される少なくとも１つ
の組立て用ブラケットピン２１０を含むことができる。ピンは、スタンド（例えばライザ
ー）の角度的変化に応答してスロット内部で連接する。同様に、摺動用ブラケット１７０
は、任意の好適な配置によりベースに対して摺動用ブラケットが移動できるような形でベ
ース２０に対して摺動可能な形で連結され得る。例えば、摺動用ブラケットは、ベース内
のベーススロット２４０の内部に収容される少なくとも１つの摺動用ブラケットピン２３
０を含むことができる。ピンは、スタンドの角度的変化に応答してスロット内部で連接す
る。
【００１５】
　図７Ａ～Ｃは、スタンドの実施形態の斜視図を示す。図７Ｂは、スタンド１０の内部の
仕組みをより良く見るため、透視図としてさまざまな構成要素を示している。図示した実
施形態において、少なくとも１つのバネ２５０が、第１、第２、第３および第４の支点の
少なくとも１つを中心として動作可能である。図７Ｂを見ると最も良くわかるように、少
なくとも１つのバネは、第２の支点１４０を中心として動作可能な第１のバネ２５０Ａお
よび第３の支点１８０を中心として動作可能な第２のバネ２５０Ｂを含むことができる。
描かれた実施形態において、第１のバネおよび第２のバネは、捩じりバネである。捩じり
バネ（単複）は、略垂直な位置、略倒した位置そして略垂直な位置と略倒した位置の間の
任意の中間位置にディスプレイを保持するための反作用力を提供するように動作可能であ
る。
【００１６】
　図示された実施形態において、ライザー３０は、ベース２０に対して、略垂直な位置か
ら略倒した位置まで角度的に調整可能であり、組立て用ブラケット４０は角度的調整に応
答してライザーの長さに沿って移動する。このような実施形態において、ユーザーはスタ
ンドにより支持される電子ディスプレイを倒し、単一の動作で、電子ディスプレイの角度
を変更しライザーとの関係における電子ディスプレイの相対的位置を変更することができ
る。
【００１７】
　使用中、ユーザーは、スタンドにより支持された電子ディスプレイを把持して、スタン
ドのベースとの関係における電子ディスプレイの角度および位置を変更することができる
。ユーザーが加えた力は、組立て用ブラケットを介してライザーに伝達される。ユーザー
は、ライザーに直接力を加えてもよい。いずれの場合でも、力は、ライザーの角度を調整
し、第１および第２のリンクの運動および第１、第２、第３および第４の支点を中心とす
る回転を介して、ライザーに対して組立て用ブラケットを移動させベースに対して摺動用
ブラケットを移動させる。
【００１８】
　本発明に係るスタンド１０の第２の実施形態が図８Ａ～１７Ｂに示されている。図８Ａ
は、略垂直な位置にあるスタンド１０を示し、一方図８Ｂは、略垂直な位置にあるスタン
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ド１０を示す。図示されているように、スタンドは、水平な表面上に載るかまたは任意に
はこの表面に取付けられるように適応されたベース２０を含む。電子ディスプレイを支持
するように適応された組立て用ブラケット４０（スクリーンマウント４０Ａにより良く見
えなくなっている）を支持するライザー３０が、ベース２０から延在している。図９Ａは
、略垂直な位置にあるスタンド１０によって支持された電子ディスプレイ５０を示し、一
方図９Ｂは、略倒した位置にあるスタンド１０により支持された電子ディスプレイ５０を
示す。
【００１９】
　図１０Ａは、略垂直な位置における電子ディスプレイ５０を伴うスタンド１０を示す。
図示した実施形態において、電子ディスプレイは、スクリーンマウント４０Ａを介して組
立て用プレート４０に連結されたスクリーンを含む（任意には独立した傾斜、パン、およ
び／または人物／風景調整を含む）。図１０Ｂは、略倒した位置における図１０Ａのスタ
ンド１０を示す。図示されている通り、スタンドは、倒した位置においてユーザーにより
近いところおよびリクライニング角度の両方で、電子ディスプレイ５０を位置づけする。
一部の実施形態では、スタンドは、垂直な位置と倒した位置の間の任意の角度で位置づけ
可能である。
【００２０】
　図１１Ａは、略垂直な位置におけるスタンド１０の側面図を示し、一方図１１Ｂ～Ｃは
、略倒した位置におけるスタンド１０を示す。明確さを期して、図１１Ｃでは、スタンド
の一部の構成要素が、透視図で描かれている。図１２Ａおよび１２Ｂは、ここでもまたス
タンドの内部の仕組みがより良く見えるように一部の構成要素が透視図で描かれたスタン
ドの斜視図を含んでいる。
【００２１】
　図１０Ａ～１２Ｂの１つ以上に示されているように、スタンド１０は、第１の支点１２
０でベース２０に枢動可能な形で結合された第１の端部１１０と、第２の支点１４０で組
立て用ブラケット４０に対し枢動可能な形で結合された第２の端部を有する第１のリンク
１００を含み得る。一部の実施形態において、第１の支点１２０は固定型支点であり、そ
の支点軸はスタンドの角度的調整の間ベース２０に対して移動しないようになっており、
第２の支点１４０は可動支点であり、その支点軸がスタンドの角度的調整の間ライザー３
０に対して移動するようになっている。同じく図示されている通り、スタンドは、第３の
支点１８０で摺動用ブラケット１７０に対し枢動可能な形で結合された第１の端部１６０
と、第４の支点２００で第１のリンク１００に対し枢動可能な形で結合された第２の端部
１９０とを有する第２のリンク１５０を含むことができる。一部の実施形態において、第
３の支点１８０は、可動支点であり、その支点軸は、スタンドの角度的調整の間ベースに
対して移動するようになっており、第４の支点２００は、スタンドの角度的調整の間、第
１のリンク１００と共に移動する可動支点である。一部の実施形態において、摺動用ブラ
ケット１７０は、ベース２０に対して摺動可能である。さらに、略垂直な位置、略倒した
位置および略垂直な位置と略倒した位置の間の任意の角度で電子ディスプレイによりライ
ザーに適用されるトルクとの平衡を保つよう、少なくとも１つのバネ２５０が位置づけさ
れる。このような平衡力は、スタンドの所望の位置を保持するために有用である。
【００２２】
　図１１Ｃを見ると最も良くわかるように、組立て用ブラケット４０は、任意の好適な配
置により組立て用ブラケットをライザーに対して移動できるような形で、ライザー３０に
対し摺動可能な形で連結され得る。例えば、組立て用ブラケットは、少なくとも１つのス
ライド３００を介してライザーに連結され得、少なくとも１つのスライドは、組立て用ブ
ラケットに連結された第１の部分と、ライザーに連結された第２の部分を有し、第１およ
び第２の部分は、互いに対して摺動可能である。
【００２３】
　図１２Ａ～Ｂを見ると最も良くわかるように、摺動用ブラケット１７０は、任意の好適
な配置により摺動用ブラケットをベースに対して移動できるような形で、ベース２０に対
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し摺動可能な形で連結され得る。例えば、摺動用ブラケットは、少なくとも１つのスライ
ド３１０を介してベースに連結され得、少なくとも１つのスライドは、摺動用ブラケット
に連結された第１の部分と、ベースに連結された第２の部分を有し、第１および第２の部
分は、互いに対して摺動可能である。図示されているように、少なくとも１つのスライド
を２つ使用してもよい。
【００２４】
　同様に、図１２Ａ～Ｂを見ると最も良くわかるように、少なくとも１つのバネ２５０は
、ベース２０に連結された第１の端部２５２と摺動用ブラケット１７０に連結された第２
の端部２５４を含むことができる。このようなバネ２５０には、引張りバネが含まれ得る
。一部の実施形態において、少なくとも１つのバネは、第１、第２、第３および第４の支
点の少なくとも１つを中心として動作可能である第１のバネ２５０Ａおよび、ベース２０
に連結された第１の端部２５２と摺動用ブラケット１７０に連結された第２の端部２５４
とを有する第２のバネ２５０Ｂを含む。このような実施形態において、第１のバネ２５０
Ａは捩じりバネを含むことができ、第２のバネ２５０Ｂは引張りバネを含むことができる
。バネ（単複）は、略垂直な位置、略倒した位置そして略垂直な位置と略倒した位置の間
の任意の中間位置にディスプレイを保持するための平衡力を提供するように動作可能であ
る。
【００２５】
　図示された実施形態において、ライザーは、ベースに対して、略垂直な位置から略倒し
た位置まで角度的に調整可能であり、組立て用ブラケットは角度的調整に応答してライザ
ーの長さに沿って移動する。このような実施形態において、ユーザーはスタンドにより支
持される電子ディスプレイを倒し、単一の動作で、電子ディスプレイの角度を変更しライ
ザーとの関係における電子ディスプレイの相対的位置を変更することができる。
【００２６】
　リクライニング角度の調整とは独立してライザーに対して組立て用ブラケットの高さを
調整するための独立型高さ調整を伴うスタンドの一実施形態が、図１３Ａ～１３Ｂに示さ
れている。以下の論述において、独立型高さ調整は、以上で論述したスタンド実施形態と
実質的に同じスタンド実施形態上で示されている。しかしながら、独立型高さ調整は、図
１Ａ～７Ｃに関連して論述された実施形態などの他のスタンド実施形態上に具備すること
も可能である。図１３Ａ～Ｂに示されているように、このような実施形態では、組立て用
ブラケット４０は、（上述の通りに動作する）第１の支点１２０を中心として第１のリン
グ１００に連結された第１の部分３５０と、第１の部分３５０に対して独立して調整可能
である電子ディスプレイを担持するように適応された第２の部分３６０とを含むことがで
きる。図１３Ａは、第１の部分に対して略上方の位置にある第２の部分を描き、図１３Ｂ
は、第１の部分に対して略下方の位置にある第２の部分を描いている。
【００２７】
　図１３Ｂを見ると最も良くわかるように、平衡機構４００を、第１の部分３５０と第２
の部分３６０の間に連結することが可能である。平衡機構は、位置を固定するためのロッ
クまたは戻り止めを全く必要とせずに、スタンド１０が許容する位置範囲内でライザー３
０に対し任意の位置に電子ディスプレイを位置づけできるようにするための平衡力を提供
するのに有用である任意の配置を含むことができる。図示されているように、一部の実施
形態において、平衡機構は、ロープ（図示せず）を介して最終的にベース２０およびホイ
ール４２０に連結されるバネ４１０（例えば引張りバネ）を含み、このホイールは、第２
のロープ（図示せず）を介して第２の部分に結合されたカム４３０を含む。このような平
衡機構のさらなる詳細は、その関連内容が参照として本明細書に援用されている２０１０
年７月１５日に公開されＥｒｇｏｔｒｏｎ　Ｉｎｃ．に譲渡された、「リフト機構システ
ムおよび方法」という名称の米国特許出願公開第２０１０／０１７６，２５４号（ＵＳＰ
ｕｌ．Ｎｏ．２０１０／０１７６，２５４）中に記載されている。
【００２８】
　一部の実施形態において、組立て用ブラケット４０の第１の部分３５０は、ライザー３
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０が略垂直な位置にある場合にのみ、組立て用ブラケット４０の第２の部分３６０に対し
て調整可能である。図１３Ａ～Ｂに示されている実施形態において、第１の部分３５０は
、ライザーが略垂直な位置にある場合にのみ第１の部分の独立した調整を可能にし、ライ
ザーが他の任意の角度的位置にある場合には独立した調整を禁じるように動作可能なロッ
キングシステム４５０を介して第１の支点１２０を中心にして第１のリンク１００に枢動
可能な形で連結されている。
【００２９】
　図示された実施形態において、ロッキング機構５０は、ライザー３０との関係における
第１のリンクの位置を固定し、こうしてロック位置にある場合に角度的調整を妨げ、ロッ
ク解除位置にある場合にライザーに対して第２の支点を中心として第１のリンクが枢動で
きるようにするロックタブを含んでいる。このような実施形態においては、電子ディスプ
レイをその略垂直な位置まで移動させることで、ベースに対してライザーの角度をロック
するよう操作することができる。図１４Ａでは、第２の部分３６０が上方に調整され、タ
ブ４６０はそのロック位置にある。ロック位置にあるタブ４６０の拡大図が図１４Ｂに示
されている。図１５Ａでは、第２の部分３６０は下方に調整され、タブ４６０はそのロッ
ク解除位置にある。ロック解除位置にあるタブ４６０の拡大図が、図１５Ｂに示されてい
る。
【００３０】
　図１６Ａ～Ｃに示されているように、ロッキング機構４５０は、第２の部分により担持
されているロック用ブラケット４７０を含むことができ、ロック用ブラケットは、第２の
部分が第１の部分に対してその最下位置まで移動させられたことに応答してロック位置か
らロック解除位置までロックタブ４６０を移動させるために動作可能である。このような
実施形態においては、第２の部分をその最下位置に独立して調整することで、図１６Ａお
よび１６Ｂの比較により示される通り、ロック用ブラケット４７０とロックタブ４６０を
含むロック構成要素４８０との間の干渉がひき起こされて、（例えばバイアスバネ４６４
により提供される）付勢力に対抗し、図１６Ｃに示されている通りのそのロック解除位置
までロックタブ４６０を移動させ、こうしてベースとの関係におけるライザーの角度の調
整が可能となる。
【００３１】
　図１７Ａ～Ｂに示されているように、一部の実施形態において、ロッキング機構は、ロ
ック位置にある場合第２の部分４６０との関係における第１の部分４５０の位置を固定し
、ロック解除位置にある場合には第２の部分に対して第１の部分が移動できるようにする
ロッキングピン４９０を含んでいる。このような実施形態において、ロック構成要素４８
０は、ロック位置にある場合にロッキングピン４９０が回転してロック位置にあるライザ
ー３０の角度的調整を可能にすることができるようにする円形スロット５００を含み得る
。図示されているように、ロッキングピンは、ライザーが略垂直な位置にある場合にのみ
進入スロット５１０を通って円形スロットに入ることができる。
【００３２】
　したがって、ロッキング機構の実施形態は、ライザー３０が倒した位置（例えばその最
も垂直な位置以外の任意の位置）にある場合に組立て用ブラケット４０の第１の部分との
関係における組立て用ブラケット４０の第２の部分の独立した調整を禁ずるべく作動可能
であり、また、第２の部分が第１の部分との関係における特定の位置（例えばその最下位
置）に独立して調整されているのでないかぎり、ライザーが略垂直な位置にある場合にリ
クライニング調整を禁じるようにも作動可能である。
【００３３】
　使用中、ユーザーは、スタンドにより支持された電子ディスプレイを把持して、スタン
ドのベースとの関係における電子ディスプレイの角度および位置を変更することができる
。ユーザーが加えた力は、組立て用ブラケットを介してライザーに伝達される。ユーザー
は、ライザーに直接力を加えてもよい。いずれの場合でも、力は、ライザーの角度を調整
し、第１および第２のリンクの運動および第１、第２、第３および第４の支点を中心とす
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る回転を介して、ライザーに対して組立て用ブラケットを移動させベースに対して摺動用
ブラケットを移動させる。電子ディスプレイの独立した調整を含む実施形態において、ユ
ーザーは同様に、例えばライザーが略垂直な位置にある場合に、任意にはロッキング機構
をロックおよびロック解除することによって、ライザーとの関係における電子ディスプレ
イの高さを独立して調整することもできる。
【００３４】
　本発明に係るスタンド１０の第３の実施形態が、図１８Ａ～２３Ｂに示されている。図
１８Ａは、略垂直な位置における電子ディスプレイ５０を支持するスタンド１０を示し、
図１８Ｂは、略倒した位置における電子ディスプレイ５０を支持するスタンド１０を示す
。図示されているように、電子ディスプレイは、その倒した位置に調整される時、ユーザ
ーに向かって移動する。図示されている実施形態において、スタンドは、支持要素６００
と、支持要素６００に統合された変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６１０と、
変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６１０に結合された組立て用ブラケット４０
とを含む。このような実施形態において、ユーザーは、変形可能材料のストリップを変形
させることによって、スタンドにより支持されている電子ディスプレイの位置を、略垂直
な位置から略倒した位置までそしてこれら２つの位置の間の任意の中間位置に調整するこ
とができる。
【００３５】
　変形可能材料６１０の少なくとも１つのストリップは、上述の通り電子ディスプレイを
支持するのに有用な任意の材料を含むことができる。一部の実施形態において、変形可能
材料の少なくとも１つのストリップは、金属（例えば低炭素鋼またはステンレス鋼）およ
びポリマー（例えばポリウレタンまたはナイロン）からなる群から選択された材料を含む
。一部の実施形態において、変形可能材料の少なくとも１つのストリップは、約０．２５
ｍｍから約１ｍｍの厚みと、約１０ｍｍから約５０ｍｍの幅とを有する。さらに、変形可
能材料の少なくとも１つのストリップは、任意の有用な断面形状を含むことができる。図
１９Ａに描かれた断面Ａ－Ａの例示的実施形態は、図１９Ｂ～Ｅに示されている。図示さ
れているように、一部の実施形態において、断面形状は非対称である。さらに、図示され
ているように、一部の断面形状は、例えば反復的に、変形可能材料のストリップの長さに
沿って変動する厚みを有する。
【００３６】
　支持要素６００は、変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６１０を支持し位置づ
けするのに有用な任意の構造を含むことができる。一部の実施形態において、図１８Ａ～
１９Ａに示されている通り、支持要素は、変形可能材料のストリップに結合された直角を
有するコーナーブラケットを含む。支持要素は一般に、変形可能材料のストリップよりも
弾力性が高く、変形可能材料のストリップがとった形状を保つのを補助するために有用で
ある。
【００３７】
　変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６１０は、任意の有用な形状へと構成可能
である。図１９Ａに示されているように、変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６
１０は、略垂直な部分６２０、略傾斜した部分６３０および略水平な部分６４０、そして
略垂直な部分と略傾斜した部分の間の第１の屈曲部６５０と、略水平な部分と略傾斜した
部分の間の第２の屈曲部６６０を含むことができる。これらの特徴の場所は、スタンドが
角度的に調整されるにつれて変化するという点に留意されたい。例えば、略垂直な部分の
一部分が第１の屈曲部となってよく、先行する第１の屈曲部は、スタンドが倒されるにつ
れて略傾斜した部分の一部となってよい。
【００３８】
　組立て用ブラケット４０は、略傾斜した部分６３０に結合され得る。一部の実施形態に
おいて、変形可能材料の少なくとも１つのストリップ６１０は、支持要素６００に取付け
られた変形可能材料の連続したループである。他の実施形態において、変形可能材料の少
なくとも１つのストリップは、屈曲し支持要素に２つの場所で結合された線形ストリップ
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【００３９】
　図２０に示されている通り、一部の実施形態は、支持要素６００および組立て用ブラケ
ット４０に結合された変形可能材料６１０の第２のストリップを含む。図示されている通
り、変形可能材料の少なくとも１つのストリップおよび変形可能材料の第２のストリップ
は平行であり得、組立て用ブラケットはそれらを橋渡しし、両方に取り付けられ得る。こ
のような実施形態は、スタンドの安定性を増大させるために有用であるかもしれない。
【００４０】
　スタンド１０の一部の実施形態には、電子ディスプレイのリクライニング角度を調整し
かつ／または調整されたリクライニング角度を維持するために有用な追加の位置づけ用要
素が具備されている。図２１Ａ～Ｂに示されているように、一部の実施形態は、略傾斜し
た部分６３０に対し作用する第１のヒンジブラケット７１０と略水平な部分６４０に対し
作用する第２のヒンジブラケット７２０を有する、第２の屈曲部６６０に近位のヒンジ７
００（第１および第２のヒンジブラケットはヒンジ軸７３０を中心として枢動する）と；
ヒンジ軸７３０のまわりに巻き付けられ、第１のヒンジブラケットに作用する第１の端部
と第２のヒンジブラケットに作用する第２の端部を有する捩じりバネと；を含んでいる。
図２１Ａはこの実施形態を略垂直な位置で示し、図２１Ｂはこの実施形態を略倒した位置
で示している。
【００４１】
　図２２Ａ～Ｂに示されている通りの他の実施形態において、スタンド１０は、変形可能
材料のストリップ６１０内に位置づけされた入れ子式ブラケット８００を含む。入れ子式
ブラケットは、任意には水平部分６４０に取付けられた固定部分および固定部分に対して
移動可能である可動部分とを含み得る。可動部分は、第１の屈曲部６５０に近位の変形可
能材料のストリップ６１０と相互作用するように適応された回転可能な部材８１０を担持
している。さらに固定端部と可動端部を有し、可動端部が入れ子式ブラケットの可動部分
に作動的に結合されている、バネ（例えば圧縮バネ）２５０が含まれ得る。このような実
施形態は、スタンドの位置を保持するための平衡力を提供するために有用である。図２２
Ａは、この実施形態を略垂直な位置で示し、図２２Ｂはこの実施形態を略倒した位置で示
している。
【００４２】
　図２３Ａ～Ｂに示されている通りのさらに他の実施形態においては、スタンド１０は、
支持要素６００に結合された第１の端部と第２の屈曲部６６０に近位の変形可能材料の少
なくとも１つのストリップ６１０に結合された第２の端部とを有するバネ（例えば引張り
バネ）を含む。一部の実施形態において、引張りバネの第２の端部は、第２の屈曲部と結
びつけられた屈曲部ブラケット８５０に結合されている。屈曲部ブラケットは、第２の屈
曲部においてストリップの剛性を増大させるために有用である。このような実施形態は、
スタンドの位置を保持するための平衡力を提供する上で有用である。図２３Ａはこの実施
形態を略垂直な位置で示し、図２３Ｂはこの実施形態を略倒した位置で示している。
【００４３】
　使用中、ユーザーは、スタンドにより支持された電子ディスプレイを把持して、スタン
ドのベースとの関係における電子ディスプレイの角度および位置を変更することができる
。ユーザーにより加えられた力は、変形可能材料のストリップを変形させて電子ディスプ
レイを再度位置づけする。
【００４４】
　以上の詳細な説明において、本発明は特定の実施形態を基準にして記述されてきた。し
かしながら、添付のクレーム中に記載の通りの本発明の範囲から逸脱することなく、さま
ざまな修正および変更を加えることができるということは、充分に理解できる。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月7日(2014.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ディスプレイ用スタンドであって、
　　水平面上に載置できるようにされたベースと；
　　電子ディスプレイを支持するようにされた組立て用ブラケットを支持するライザーと
；
　　第１のリンクであって、第１の支点においてベースに枢動可能な形で結合された第１
の端部と、第２の支点において組立て用ブラケットに対し枢動可能な形で結合された第２
の端部と、を有する第１のリンクと；
　　第２のリンクであって、第３の支点において摺動用ブラケットに対し枢動可能な形で
結合された第１の端部と、第４の支点において第４のリンクに対して枢動可能な形で結合
された第２の端部と、を有し、摺動用ブラケットがベースに対して摺動可能である、第２
のリンクと、を具備し、
　ライザーはベースに対して、略垂直な位置から略倒した位置まで角度的に調整可能であ
り、組立て用ブラケットは、角度的調整に応答してライザーの長さに沿って移動する、よ
うにされていて、
　さらに、略垂直な位置、略倒した位置および略垂直な位置と略倒した位置の間の任意の
角度で、電子ディスプレイによりライザーに対し加えられるトルクの平衡を保つように配
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置された少なくとも１つのバネ、を具備する、
　ことを特徴とする電子ディスプレイ用スタンド。
【請求項２】
　少なくとも１つのバネが、第１の支点、第２の支点、第３の支点および第４の支点のう
ちの少なくとも１つを中心にして動作可能である捩じりバネである、ことを特徴とする請
求項１に記載のスタンド。
【請求項３】
　少なくとも１つのバネが、第２の支点を中心にして動作可能である第１のバネと、第３
の支点を中心にして動作可能である第２のバネとを含む、ことを特徴とする請求項１に記
載のスタンド。
【請求項４】
　第１のバネと第２のバネが捩じりバネである、ことを特徴とする請求項３に記載のスタ
ンド。
【請求項５】
　組立て用ブラケットが、ライザーにより画定されるライザースロット内に収容される少
なくとも１つの組立て用ブラケットピンを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタ
ンド。
【請求項６】
　摺動用ブラケットが、ベースによって画定されるベーススロットの内部を摺動する少な
くとも１つの摺動用ブラケットピンを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド
。
【請求項７】
　少なくとも１つのバネが、ベースに結合された第１の端部と、摺動用ブラケットに結合
された第２の端部とを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項８】
　少なくとも１つのバネが、第３の支点を中心として動作可能である第１のバネと、ベー
スに結合された第１の端部および摺動用ブラケットに結合された第２の端部を有する第２
のバネとを含む、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項９】
　第１のバネが捩じりバネであり、第２のバネが引張りバネである、ことを特徴とする請
求項８に記載のスタンド。
【請求項１０】
　組立て用ブラケットが、少なくとも１つのスライドを介して、ライザーに結合されてお
り、少なくとも１つのスライドが、組立て用ブラケットに結合された第１の部分とライザ
ーに結合された第２の部分とを有し、
　　第１および第２の部分が互いに摺動可能である、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１１】
　摺動用ブラケットが、少なくとも１つのスライドを介してベースに結合され、
　少なくとも１つのスライドが、摺動用ブラケットに結合された第１の部分とベースに結
合された第２の部分とを有し、
　第１および第２の部分が互いに摺動可能である、
　　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１２】
　組立て用ブラケットが、第１の支点を中心にして第１のリンクに結合された第１の部分
と、第１の部分に対して独立して調整可能である第２の部分とを含み、
　第２の部分が電子ディスプレイを担持するように適応されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項１３】
　第１の部分と第２の部分との間に平衡用機構が連結されている、ことを特徴とする請求
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項１２に記載のスタンド。
【請求項１４】
　ライザーが略垂直な位置にある場合にのみ、第１の部分は第２の部分に対して調整可能
である、ことを特徴とする請求項１２に記載のスタンド。
【請求項１５】
　第１の部分が、ロッキングシステムを介して第１の支点を中心にして枢動可能な形で第
１のリンクに対し連結されている、ことを特徴とする請求項１２に記載のスタンド。
【請求項１６】
　ロッキング機構が、ロック位置にある場合にライザーに対する第１のリンクの位置を固
定し、非ロック位置にある場合には第１のリンクがライザーに対して第２の支点を中心に
して枢動できるようにする、ロックタブを含む、
　ことを特徴とする請求項１５に記載のスタンド。
【請求項１７】
　ロック位置が、略垂直な位置に対応している、ことを特徴とする請求項１６に記載のス
タンド。
【請求項１８】
　ロッキング機構が、第２の部分により担持されたロック用ブラケットを含み、
　ロック用ブラケットは、第２の部分が第１の部分に対してその最下位置まで移動させら
れたことに応答してロック位置からロック解除位置までロックタブを移動させるように動
作可能である、
　ことを特徴とする請求項１７に記載のスタンド。
【請求項１９】
　ロッキング機構が、ロッキングピンであって、ロック位置にある場合に第２の部分に対
して第１の部分の位置を固定し、ロック解除位置にある場合には第１の部分が第２の部分
に対して移動できるようにするロッキングピンを含んでいる、
　ことを特徴とする請求項１６に記載のスタンド。
【請求項２０】
　ロッキングピンが、ロック位置にある場合にロック構成要素により画定される円形スロ
ットの内部で回転可能である、ことを特徴とする請求項１９に記載のスタンド。
【請求項２１】
　第１の支点が固定型支点である、ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項２２】
　第２の支点が、ライザーの長さに沿って移動可能である、ことを特徴とする請求項１に
記載のスタンド。
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