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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  薄板状のディスプレイ装置とこのディスプレイ装置を旋回可能に支持するスタンドとス
ピーカーとを備えるテレビジョン装置であって、
　前記スタンドは、被載置箇所に載置される載置部と、前記載置部に旋回可能に連結され
先端で前記ディスプレイ装置を支持する旋回部とを有し、
　前記旋回部は、前記載置部に旋回可能に連結された下旋回部と、前記下旋回部の上に設
けられ前記下旋回部よりも小さい断面積で形成され先端で前記ディスプレイ装置を支持す
る上旋回部とで構成され、
　前記下旋回部は上下に延在する中空状部材を含んで構成され、
　前記中空状部材の上端に、該上端がその軸心と直交する第１の仮想平面に対して斜めに
交差する方向に延在し前記ディスプレイ装置の前面の前方に向いた第２の仮想平面で切断
されることで、上方に開放状で前記ディスプレイ装置の前面の前方に向いた開口が形成さ
れ、
　前記スピーカーは前記中空状部材の内部で前記開口内に、前記ディスプレイ装置の前面
の前方に向けて音響が発せられる向きで配設され、前記開口は音響が通過可能な材料で覆
われている
　テレビジョン装置。
【請求項２】
　中音域および低音域の音響を発する第１のスピーカーと、高音域の音響を発する第２の
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スピーカーとを含んで前記スピーカーが構成され、前記下旋回部に設けられているスピー
カーは前記第１のスピーカーであり、前記ディスプレイ装置に該ディスプレイ装置を旋回
させる把手が設けられ、前記第２のスピーカーは前記把手に設けられている請求項１記載
のテレビジョン装置。
【請求項３】
　前記ディスプレイ装置の前方から見た状態で、前記把手は前記ディスプレイ装置の輪郭
の外側に位置した把手部分を有し、前記第２のスピーカーは前記ディスプレイ装置の輪郭
の外側に位置した把手部分に取着されている請求項２記載のテレビジョン装置。
【請求項４】
   前記スピーカーは前記開口内に左右に２つ並べて設けられ、前記スピーカーはそれら
の向きが、ディスプレイ装置の前面の前方であり、かつ、各スピーカーの音軸が前方に向
かうにしたがって次第に左右方向に離間するように傾斜して配設されている請求項１記載
のテレビジョン装置。
【請求項５】
　前記上旋回部は前記開口の中央から突出し、前記スピーカーは、前記開口の中央から突
出する前記上旋回部の両側に配置されている請求項４記載のテレビジョン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はテレビジョン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、あるいは、有機エレクトロルミネッ
センス（有機ＥＬ）ディスプレイなどの薄板状を呈するディスプレイパネルと、音響を出
力するスピーカーと、ディスプレイおよびスピーカーを収容する筐体とを備えるテレビジ
ョン装置が提供されている。
　このようなテレビジョン装置では、多くの場合、ディスプレイパネルの左右両側の筐体
部分に、あるいは、下側の筐体部分にスピーカーが組み込まれている（特許文献１参照）
。
【特許文献１】特開２００５－１６５３５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような従来のテレビジョン装置は、ディスプレイパネルの左右両側や下側にスピー
カーが配置される構造上、筐体の小型化、薄型化に限界があるだけでなく、テレビジョン
装置のデザインが制約を受けデザインの自由度を確保する上でも不利があった。
　また、本出願人は、ディスプレイ装置があたかも宙に浮いているかのような浮遊感をユ
ーザーに与えることが可能な斬新なデザインのテレビジョン装置のスタンドを提供してい
るが、従来のようにスピーカーをディスプレイパネルの左右両側や下側に配置するのでは
、ディスプレイパネルの周囲の筐体部分が大型化し、言い換えると、画像が表示されない
筐体部分が大きな面積を取り、浮遊感をユーザーに与える上で不利がある。
　また、ディスプレイ装置をスタンドで支持するテレビジョン装置では、従来のようにス
ピーカーをディスプレイパネルの左右両側や下側に配置した場合には、スタンドで支持す
るディスプレイ装置の重量が大きくなり、そのため、スタンドが大型化せざるを得ず、浮
遊感をユーザーに与える上で不利がある。
　さらに、ディスプレイ装置をスタンドで支持するテレビジョン装置では、ディスプレイ
装置の向きを変えるため、ディスプレイ装置を旋回可能に支持する旋回部をスタンドに設
けることが考えられるが、この場合、アンプやチューナーやスピーカーを切り離した従来
のセパレート方式のオーディオシステムのようにスピーカーをスタンドと切り離して設け
たのでは、ディスプレイ装置の向きが変わった場合に、ディスプレイ装置の前方にスピー
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カーから発せられた音響による音像を定位させることができず、良好な音質の音響をユー
ザーに提供することが難しいという不利がある。
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、その目的は、ディスプレイ装置の小
型化、薄型化を図るとともに、デザインの自由度を確保でき、美観を向上する上で有利で
、さらには、ディスプレイ装置を旋回させても常に良好な音質の音響を提供できるテレビ
ジョン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によるテレビジョン装置は、薄板状のディスプレイ装置とこのディスプレイ装置
を旋回可能に支持するスタンドとスピーカーとを備えるものであって、スタンドは、被載
置箇所に載置される載置部と、載置部に旋回可能に連結され先端でディスプレイ装置を支
持する旋回部とを有し、旋回部は、載置部に旋回可能に連結された下旋回部と、下旋回部
の上に設けられ下旋回部よりも小さい断面積で形成され先端でディスプレイ装置を支持す
る上旋回部とで構成され、下旋回部は上下に延在する中空状部材を含んで構成され、中空
状部材の上端に、上端がその軸心と直交する第１の仮想平面に対して斜めに交差する方向
に延在しディスプレイ装置の前面の前方に向いた第２の仮想平面で切断されることで、上
方に開放状でディスプレイ装置の前面の前方に向いた開口が形成され、スピーカーは中空
状部材の内部で開口内に、ディスプレイ装置の前面の前方に向けて音響が発せられる向き
で配設され、開口は音響が通過可能な材料で覆われているものである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、スピーカーは、ディスプレイ装置に設けられず旋回部に設けられてい
るため、ディスプレイパネルの周囲のフレーム部分を小型化でき、ディスプレイ装置の浮
遊感をユーザーに与える上で有利となり、デザイン性を向上させる上で有利となる。
　また、スピーカーは、ディスプレイ装置の前面の前方に向けて音響が発せられる向きで
旋回部に設けられているため、ディスプレイ装置を旋回させても常にディスプレイ装置の
前方にスピーカーから発せられた音響による音像を定位させることができる。
　また、スピーカーは、旋回部に設けられているため、ディスプレイ装置を支持するスタ
ンドの小型化、軽量化を図れ、ユーザーに浮遊感を与える上で有利となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明によるテレビジョン装置１０の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明す
る。
　図１は第１の実施の形態のテレビジョン装置１０の全体構成を示す斜視図である。
　図２（Ａ）はテレビジョン装置１０の側面図、（Ｂ）はテレビジョン装置１０の背面図
であり、何れもカバー２２５６を取り外した状態を示している。
　図１、図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、テレビジョン装置１０は、ディスプレイ装置
１２と、スピーカー５０（図１９参照）と、ディスプレイ装置１２を支持するスタンド２
０とを備え、スタンド２０には、ディスプレイ装置１２の姿勢を変更可能に保持する姿勢
変更機構と、ディスプレイ装置１２の姿勢を変更するための把手５２とが設けられている
。
　なお、姿勢変更機構は、水平旋回機構１００と、第１の上下揺動部２００と、第２の上
下揺動部３００と、第３の上下揺動部４００と、前後左右上下移動部５００とを含んで構
成されている。
【０００７】
　まず、ディスプレイ装置１２から説明する。
　図１６に示すように、ディスプレイ装置１２は、ディスプレイパネル１２０２と、この
ディスプレイパネル１２０２を保持する薄板状のフレーム１２０４を含んで構成されてい
る。
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　本実施の形態では、ディスプレイパネル１２０２は有機ＥＬディスプレイを用いて構成
されている。なお、ディスプレイパネル１２０２はプラズマディスプレイや液晶ディスプ
レイなどを用いて構成されたものであってもよい。
　図２（Ｂ）において、符号１２１０はヒンジ部カバーである。
【０００８】
　次に、スタンド２０について説明する。
　図１に示すように、スタンド２０は、被載置箇所に載置される載置部２１と、載置部２
１に旋回可能に連結され先端でディスプレイ装置１２を支持する旋回部２２とを有してい
る。
　旋回部２２は、載置部２１に旋回可能に連結された下旋回部２２Ａと、下旋回部２２Ａ
の上に設けられ下旋回部２２Ａよりも小さい断面積で形成され先端でディスプレイ装置１
２を支持する上旋回部２２Ｂとで構成されている。
　上旋回部２２Ｂは、第１アーム２４と、第２アーム２６と、ワイヤ２８と、錘３０と、
コイルばね３２とを含んで構成されている。
　第１アーム２４は下旋回部２２Ａから上方に突設され、第２のアーム２６は第１アーム
２４の先端に結合され、第２アーム２６の先端でディスプレイ装置１２が支持されている
。
　より詳細には、載置部２１と下旋回部２２Ａとは水平旋回機構１００で連結され、第１
アーム２４の基部と下旋回部２２Ａとは第１の上下揺動部２００で連結され、第２アーム
２６の基部寄りの箇所と第１アーム２４の先端とが第２の上下揺動部３００で連結され、
ディスプレイ装置１２の背面と第２アーム２６の先端とが第３の上下揺動部４００で連結
されている。
【０００９】
　図３は載置部２１の構成を示す説明図、図４は図３の断面図である。
　図３に示すように、載置部２１は、机や棚や床などに載置される環板状の載置板２１０
２と、載置板２１０２の内周部から起立された円筒状のカバー２１０４と、カバー２１０
４の内側に設けられたベース部材２１０６とを含んで構成されている。
　図３、図４に示すように、ベース部材２１０６の中央には、軸心を上下に向けた軸受部
材２１０８が設けられている。
　水平旋回機構１００は、載置部２１に対して下旋回部２２Ａを水平旋回可能に保持する
もので、本実施の形態では、下旋回部２２Ａの下面が載置される載置面２１０４Ａと、下
旋回部２２Ａの中央から下方に突設され軸受部材２１０８に挿通される軸２２０２と、軸
２２０２の下端に取着され軸受部材２１０８の下面に接触して軸２２０２の抜けを阻止す
るリング２２０４などを含んで構成されている。なお、水平旋回機構１００は上述の構成
に限定されず、従来公知の様々な構造が採用可能である。
【００１０】
　下旋回部２２Ａは、フレーム２２５４（図２（Ａ）参照）と、フレーム２２５４を覆う
カバー２２５６（図１参照）とを含んで構成されている。
　図２、図３に示すように、フレーム２２５４は、下端に位置する円盤状の底板２２６０
と、底板２２６０から立設された４本の脚体２２６２と、４本の脚体２２６２の上端に支
持された上板２２６４と、上板２２６４上に支持されたブラケット２２６６などを含んで
構成されている。前記の軸２２０２は底板２２６０から突設されている。
【００１１】
　図２（Ａ）に示すように、下旋回部２２Ａのカバー２２５６の内側には信号ボックス７
０が設けられている。
　信号ボックス７０は、放送局から受信した電波、あるいは、外部装置から供給される映
像信号およびオーディオ信号に基づいて、テレビジョン装置１０のディスプレイパネル１
２０２に画像を表示させるとともに、スピーカー５０から音響を出力させるものである。
　図１９は信号ボックス７０の構成を示すブロック図である。
　信号ボックス７０は、受信回路７００２、切り換え回路７００４、画像信号処理回路７
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００６、音声信号処理回路７００８、リモコン受信回路７０１０、制御回路７０１２など
を含んで構成され、信号ボックス７０は、信号ボックス７０とは別に設けられた操作部７
２および外部入力端子７４と接続されている。
　操作部７２は、ユーザーが操作することでテレビジョン装置１０による放送の視聴にま
つわる種々の操作や設定を行うためのものであり、例えば、選局用ボタン、音量調整用ボ
タン、入力切り換え用ボタンなどを含み、操作部７２は、例えば、カバー２２５６の外面
箇所に設けられている。
　外部入力端子７４は、ＤＶＤプレーヤーやビデオデッキなどの外部装置から供給される
画像信号および音声信号を入力する端子であり、例えば、カバー２２５６の外面箇所に設
けられている。
　受信回路７００２は、制御回路７０１２からの指令に基づいて選局を行い、アンテナ７
００１から受信したテレビジョン信号を復調して画像信号と音声信号に分離して出力する
。
　切り換え回路７００４は、受信回路７００２から供給される画像信号および音声信号と
、前記外部装置から外部入力端子７４を介して供給される画像信号および音声信号とを切
り換えて画像信号処理回路７００６および音声信号処理回路７００８に供給する。
　画像信号処理回路７００６は、前記画像信号に対して必要な信号処理を行い、ディスプ
レイ装置１２を駆動するための駆動信号を生成し、ディスプレイ装置１２に供給する。
　音声信号処理回路７００８は、前記音声信号に対して必要な信号処理および増幅処理を
行なってオーディオ信号を生成しスピーカー５０に供給する。これによりスピーカー５０
から音響が発生される。 
　リモコン受信回路７０１０は、テレビジョン装置１０とは別に設けられたリモコン送信
機７６から送信される選局、音量調整、入力切り換えなど各種動作を指令する制御コマン
ドを無線信号（赤外線信号）によって受信し、その受信した制御コマンドを制御回路７０
１２に供給する。
　制御回路７０１２は、操作部７２の操作に基づいて、あるいは、リモコン受信回路７０
１０から供給される前記制御コマンドに基づいて、受信回路７００２の選局制御、切り換
え回路７００４の画像信号および音声信号の切り換え制御、画像信号処理回路７００６、
音声信号処理回路７００８の制御などを行う。
【００１２】
　図５（Ａ）は錘３０およびコイルばね３２部分の拡大図、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ線断面
図、図６は下旋回部２２Ａの上部の拡大図である。
　錘３０は下旋回部２２Ａで鉛直方向に移動可能に支持されている。
　錘３０は図５、図６に示すように、複数の円柱状の錘体３００２で構成されている。
　各錘体３００２の中央にはワイヤ挿通孔３００４が貫通形成され、各錘体３００２の外
周部の２箇所には円弧状のガイド溝３００６が形成されている。
　各錘体３００２は、底板２２６０から立設された２本のガイド軸２２１０が各ガイド溝
３００６に係合することで鉛直方向に移動可能に支持されている。
【００１３】
　図２に示すように、ワイヤ２８は、その一端が第２アーム２６の基端に取着され、その
中間部が第１アーム２４に突設された滑車２４０２に掛装されて第１アーム２４に沿って
下旋回部２２Ａに向かって延在し、図６に示すように、第１アーム２４の基部に設けられ
たガイド部材２４０４を介して向きが変更され、ブラケット２２６６の中間部に設けられ
た滑車２２１２、ブラケット２２６６の上部に設けられた滑車２２１４に掛装されて滑車
２２１４から下方に延在し、各錘体３００２のワイヤ挿通孔３００４を通り最も下位に位
置する錘体３００２にワイヤ２８の他端が連結されている。
【００１４】
　図５に示すように、コイルばね３２は、最も下位に位置する錘体３００２と底板２２６
０との間に設けられ、錘３０を下方に付勢している。
　すなわち、図２（Ａ）に示すように、第２の上下揺動部３００において、ディスプレイ
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装置１２の重量と第２アーム２６の重量により生じる回転モーメントに、錘３０の重量お
よびコイルばね３２の弾性力により生じる回転モーメントをワイヤ２８を介して対抗させ
ている。
【００１５】
　図１１は第２の上下揺動部３００の拡大斜視図、図１２は第２の上下揺動部３００の側
面図、図１３は図１２のＢＢ線断面図である。
　図１１乃至図１３に示すように、第２の上下揺動部３００により第２アーム２６の基部
が第１アーム２４の先端とに対して鉛直面内で上下に揺動可能に連結されている。
　第２の上下揺動部３００は、第１アーム２４に対して第２アーム２６を揺動させた際に
この揺動された状態を摩擦力を用いて保持するように構成されている。
　第２の上下揺動部３００は、第１アーム２４の先端にブラケット２４０２を介して取着
された摩擦係数の大きい材料からなる摩擦板４００２と、第２アーム２６の基部寄りの箇
所に設けられ摩擦板４００２を挟む２つの挟持板４００４と、それら挟持板４００４間の
距離を調節するための雄ねじ部材４００６とで構成され、雄ねじ部材４００６の弛緩緊締
により挟持板４００４による摩擦板４００２の締め付け力が調整され、すなわち挟持板４
００４と摩擦板４００２の間に生じる摩擦力が調整され、第１アーム２４と第２アーム２
６とが揺動された状態が保持されるように構成されている。なお、第２の上下揺動部３０
０は上述の構成に限定されず、従来公知の様々な構造が採用可能である。
【００１６】
　図７は第１の上下揺動部２００の側面図、図８は図７のＣＣ線断面図、図９は図７のＤ
矢視図、図１０は図９のＥＥ線断面図である。
　図８、図１０に示すように、第１の上下揺動部２００により第１アーム２４の基部が下
旋回部２２Ａに対して鉛直面内で上下に揺動可能に連結されている。
　第１の上下揺動部２００は、ディスプレイ装置１２の重量と、第２アーム２６の重量と
、第１アーム２４の重量により生じる回転モーメントに対抗する回転モーメントを生じさ
せるねじりばね４２を有し、また、下旋回部２２Ａに対して第１アーム２４が揺動された
状態を摩擦力により保持するように構成されている。
　すなわち、図６乃至図９に示すように、ブラケット２２６６の中間部に第１ブラケット
２２７０と第２ブラケット２２７２とが対向して設けられ、それらブラケット２２７０、
２２７２間に雄ねじ部材２２７４が挿通されている。
　また、第１アーム２４の基端にブラケット２４１０を介して摩擦係数の大きい材料から
なる筒状部材２４１２が取着されている。
　図８に示すように、筒状部材２４１２は雄ねじ部材２２７４が挿通される内筒部２４１
４と、内筒部２４１４の半径方向外側に有する外筒部２４１６とを有し、雄ねじ部材２２
７４に回転可能に支持されている。
　図８、図１０に示すように、ねじりばね４２は、内筒部２４１４と外筒部２４１６との
間の環状の空間に配設され、その一端４２０２が第１ブラケット２２７０に係止され、図
１０に点線矢印で示すように、コイル部の弾性に抗して他端４２０４が筒状部材２４１２
に係止されて配設され、したがって、ねじりばね４２の弾性力は雄ねじ部材２２７４の周
方向において、ブラケット２２６６と第１アーム２４の基端とにわたって作用している。
　また、第１の上下揺動部２００は、雄ねじ部材２２７４の弛緩緊締によりブラケット２
２７０、２２７２間で筒状部材２４１２を締め付ける力が調整され、すなわちブラケット
２２７０、２２７２と筒状部材２４１２の間に生じる摩擦力が調整され、下旋回部２２Ａ
に対して第１アーム２４が揺動された状態が保持されるように構成されている。なお、第
１の上下揺動部２００は上述の構成に限定されず、従来公知の様々な構造が採用可能であ
る。
　なお、図２（Ａ）、図６に示すように、第１の上下揺動部２００が設けられるブラケッ
ト２２６６の中間部は、上板２２６４から立設されたロッド２２６８の上端で支持されて
いる。
【００１７】
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　図２（Ａ）に示すように、第３の上下揺動部４００によりディスプレイ装置１２が第２
アーム２６の先端に対して鉛直面内で上下に揺動可能に連結されている。
　図１５はディスプレイ装置１２の背面を示す斜視図、図１６（Ａ）は図１５のＡ矢視図
、（Ｂ）は（Ａ）の拡大図である。
　図１５、図１６に示すように、第３の上下揺動部４００は、ディスプレイ装置１２の背
面に取着される第１の部材５４と、スタンド２０（第２アーム２６）の先端に取着され第
１の部材５４に上下に揺動可能に連結される第２の部材５６とを含んで構成されている。
　第３の上下揺動部４００は、第２アーム２６の先端に対してディスプレイ装置１２を揺
動させた際にこの揺動された状態を摩擦力を用いて保持するように構成されている。
　図１６（Ｂ）に示すように、この第３の上下揺動部４００は、図１３に示す第２の上下
揺動部３００と同様に、一対の挟持板４００４Ａと、これら挟持板４００４Ａに挟まれる
筒状の摩擦板４００２Ａと、一対の挟持板４００４Ａから摩擦板４００２Ａに挿通され、
それら挟持板４００４Ａ間の距離を調節するための雄ねじ部材４００６Ａ（図１７参照）
などを含んで構成され、雄ねじ部材４００６Ａの弛緩緊締により挟持板４００４Ａによる
摩擦板４００２Ａの締め付け力が調整され、すなわち挟持板４００４Ａと摩擦板４００２
Ａの間に生じる摩擦力が調整され、第２アーム２６に対してディスプレイ装置１２が上下
に揺動された状態が保持されるように構成されている。
　なお、一対の挟持板４００４Ａは第１の部材５４に設けられ、摩擦板４００２Ａは第２
の部材５６に設けられている。なお、第３の上下揺動部４００は上述の構成に限定されず
、従来公知の様々な構造が採用可能である。
【００１８】
　このような姿勢変更機構を有するスタンド２０の構成によれば、次のような作用効果が
奏される。
　図１４（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はスタンド２０の動作説明図である。
　図１４に示すように、使用者は、把手５２を把持して、ディスプレイ装置１２が所望の
位置や姿勢となるように移動させる。
　図１に示すように、このディスプレイ装置１２の移動に伴い、水平旋回機構１００によ
り載置部２１に対して旋回部２２とともにディスプレイ装置１２が水平旋回し、第１の上
下揺動部２００により下旋回部２２Ａに対して上旋回部２２Ｂが鉛直面内で揺動し、第２
の上下揺動部３００により第１アーム２４に対して第２アーム２６が鉛直面内で揺動し、
第３の上下揺動部４００により第２アーム２６に対してディスプレイ装置１２が鉛直面内
で揺動する。
　ディスプレイ装置１２が所望の位置や姿勢となったならば、ディスプレイ装置１２ある
いは把手５２から手を離す。
　手を離すと、水平旋回機構１００、第１乃至第３の上下揺動部２００、３００、４００
、錘３０、コイルばね３２、ねじりばね４２により、ディスプレイ装置１２はその動かさ
れた位置や姿勢でスタンド２０によって支持される。
【００１９】
　ここで、第１乃至第３の上下揺動部２００、３００、４００、錘３０、コイルばね３２
、ねじりばね４２の動きについて説明すると、第１の上下揺動部２００において、ディス
プレイ装置１２の重量と、第２アーム２６の重量と、第１アーム２４の重量により生じる
回転モーメントに、ねじりばね４２の弾性力による回転モーメントが対抗している。
　また、第２の上下揺動部３００において、ディスプレイ装置１２の重量と第２アーム２
６の重量により生じる回転モーメントに、錘３０の重量およびコイルばね３２の弾性力に
より生じる回転モーメントが対抗している。
　そして、第１の上下揺動部２００および第２の上下揺動部３００の双方によって、揺動
された状態が摩擦力を用いて保持される。
　したがって、重量の大きなディスプレイ装置１２を支える第１、第２アーム２４、２６
を円滑に簡単に動かすことができ、使い勝手を向上させる上で有利となる。
【００２０】
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　なお、本実施の形態では、把手５２の操作でディスプレイ装置１２が前後方向および左
右方向並びに上下方向に動くので、水平旋回機構１００と、第１の上下揺動部２００と、
第２の上下揺動部３００と、第３の上下揺動部４００と、錘３０と、コイルばね３２と、
ねじばね４２とにより、前後左右上下移動部５００が構成されている。
【００２１】
　図１９に示すスピーカー５０は、主として中音域および低音域の音響を出力する左チャ
ンネルおよび右チャンネルの２つの第１のスピーカー５００２と、主として高音域の音響
を出力する２つの第２のスピーカー５００４との合計４つのスピーカーで構成されている
。
【００２２】
　図１７は第２のスピーカー５００４および把手５２の構成を示す分解斜視図、図１８（
Ａ）はディスプレイ装置１２の正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ線断面図である。
　図１７、図１８に示すように、把手５２は第１の部材５４に取着され、把手５２は、デ
ィスプレイ装置１２の下部中央から下方に延出して設けられている。
　把手５２は、ディスプレイ装置１２の前方から見た状態でディスプレイ装置１２の輪郭
の外側に位置した把手部分５２Ａを有している。
　２つの第２のスピーカー５００４はこの把手部分５２Ａに設けられている。
【００２３】
　詳細に説明すると、図１７に示すように、把手５２は、把手本体６０と、前カバー６２
と、後カバー６４とを含んで構成され、第１の部材５４の取り付け凹部５４０２に着脱可
能に設けられている。
　把手本体６０は、厚さと、厚さよりも大きな寸法の幅と、幅よりも大きな寸法の長さを
有する縦長の板部６００２と、板部６００２の一端に設けられた枠状部６００４とを備え
、板部６００２と枠状部６００４は一体に形成されている。
　枠状部６００４がディスプレイ装置１２を移動させる際にユーザーにより把持される部
分となり、したがって、把手本体６０は剛性を有する材料で形成され、例えば、硬質の合
成樹脂や金属材料によって形成されている。
　把手本体６０の他端には、第１の部材５４の取り付け凹部５４０２から突設されたピン
５４０４を挿通させる挿通孔６００６が設けられている。
　枠状部６００４を掴み易いように、枠状部６００４は下方に到るにつれて次第に前方に
位置するように湾曲して形成されている。
【００２４】
　把手本体６０の枠状部６００４寄りの箇所には、第２のスピーカー５００４を取り付け
るための２つの窓６００８が上下に並んで設けられている。
　本実施の形態では、第２のスピーカー５００４は２つ設けられ、第２のスピーカー５０
０４は把手本体６０の後面から窓６００８に臨んだ状態で把手本体６０に例えば接着剤に
よって接着されることで取り付けられている。
　把手本体６０の板部６００２の後面に、第２のスピーカー５００４の後部を覆う後カバ
ー６４が重ね合わされ、把手本体６０の板部６００２の前面に、第２のスピーカー５００
４からの音声を通過させる放音孔が形成された前カバー６２が重ね合わされ、それら重ね
合わされた状態で前カバー６２の前面が取り付け凹部５４０２の底面に当て付けられ、把
手本体６０の挿通孔６００６にピン５４０４が挿通され、さらに、後カバー６４の左右両
側の係合部６４０２が取り付け凹部５４０２の底面の左右両側の溝５４１０に結合するこ
とで把手５２は第１の部材５４に着脱可能に取り付けられている。
　なお、図１８に示すように、把手５２が第１の部材５４に取り付けられた状態で、第２
のスピーカー５００４は、ディスプレイ装置１２の輪郭の外側に位置している。
　したがって、把手５２はディスプレイ装置１２の姿勢を変更した際に、ディスプレイ装
置１２とともに移動し、ディスプレイ装置１２に対する把手５２の相対的位置は不変であ
り、この把手５２に第２のスピーカー５００４を設けたので、ディスプレイ装置１２の姿
勢が変更された際、第２のスピーカー５００４から発せられる音響は、常にディスプレイ
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装置１２（ディスプレイパネル１２０２）の前方に向くことになる。
　言い換えると、第２のスピーカー５００４は、ディスプレイ装置１２の前方に音響が発
せられるように把手５２に設けられている。
【００２５】
　図２０は各第１のスピーカー５００２の取り付け構造を示す分解斜視図、図２１はカバ
ー２２５６の上端に配設された第１のスピーカー５００２を示す説明図、図２２は第１の
スピーカー５００２の斜視図である。
　図２０、図２１に示すように、第１のスピーカー５００２は下旋回部２２Ａの上端に配
設されている。
　より詳細に説明すると、カバー２２５６の上端は、その軸心と直交する仮想平面（第１
の仮想平面）に対して斜めに交差する方向に延在しディスプレイ装置１２の前面の前方に
向いた平面（第２の仮想平面）で切断されている。
　これにより、カバー２２５６の上端に、上方に開放状でディスプレイ装置１２の前面の
前方に向いた開口２２８０が形成されている。
　すなわち、第１のスピーカー５００２は、中空状部材であるカバー２２５６の内側で開
口２２８０内に、ディスプレイ装置１２の前面の前方でかつ上方に向けて音響が発せられ
る向きで配設されている。
　本実施の形態では、第１アーム２４の基部を構成する第１の上下揺動部２００が開口２
２８０の中央に位置しており、第１のスピーカー５００２は上下揺動部２００の両側に配
置されている。
　開口２２８０は音響が通過可能な材料、例えば、ネットやパンチングシートなどからな
るカバー２２８２で覆われている。なお、図２０において、符号２２８４はスピーカーグ
リルであり、符号２２８６は飾りブラケットである。
【００２６】
　第１のスピーカー５００２は、音響を発生するスピーカーユニット５０１０と、スピー
カーユニット５０１０が組み込まれたキャビネット（エンクロージャ）５０１２と、キャ
ビネット５０１２の前面に設けられたポート（孔）５０１４と、ポート５０１４に組み込
まれダクト（筒）５０１６とを含んで構成されている。ポート５０１４とダクト５０１６
はスピーカーユニット５０１０の背面から発生された音響をキャビネット５０１２の前方
に導くものである。
　本実施の形態では、各第１のスピーカー５００２のスピーカーユニット５０１０は、そ
れらの向きが、ディスプレイ装置１２の前面の前方であり、かつ、各スピーカーユニット
５０１０の音軸（中心軸）が前方に向かうにしたがって次第に左右方向に離間するように
傾斜して配設されている。言い換えると、各第１のスピーカー５００２は、それらの音軸
が左右外側に開くように構成されている。
　したがって、仮に２つの第１のスピーカー５００２の音軸の間隔が狭い場合であっても
、各第１のスピーカー５００２から発せられる音響によってディスプレイ装置１２の前方
にステレオの音場を形成することができることから、ディスプレイ装置１２の前方に位置
するユーザーに対してステレオ感を豊かに感じさせる上で有利となっている。
【００２７】
　本実施の形態によれば、第１のスピーカー５００２は、ディスプレイ装置１２に設けら
れず旋回部２２に設けられているため、ディスプレイパネル１２０２の周囲のフレーム１
２０４部分を小型化でき、言い換えると、ディスプレイパネル１２０２の前方から見て画
像が表示されないフレーム１２０４部分の面積を小さくでき、したがって、スタンド２０
によって姿勢変更可能に支持されたディスプレイ装置１２があたかも宙に浮いているかの
ような浮遊感をユーザーに与えることができ、デザイン性を向上させる上で有利となる。
　また、第１のスピーカー５００２は、ディスプレイ装置１２の前面の前方に向けて音響
が発せられる向きで旋回部２２に設けられているため、ディスプレイ装置１２を旋回させ
ても常にディスプレイ装置１２の前方に第１のスピーカー５００２から発せられた音響に
よる音像を定位させることができる。
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　したがって、ディスプレイ装置１２にスピーカーを組み込んだ従来のテレビジョン装置
と同様に画像と音響を鑑賞できることは無論のこと、従来とは異なった趣をテレビジョン
装置１０に付加することができ、テレビジョン装置１０の購買力を高める上で有利となる
。
　また、本実施の形態では、第１のスピーカー５００２は、載置部２１に旋回可能に連結
された断面積の大きい下旋回部２２Ａに収容されているので、ディスプレイ装置１２にス
ピーカーを組み込んだ従来のテレビジョン装置と比べ、ディスプレイ装置１２を支持する
スタンド２０の軽量化、小型化を図れ、ユーザーに浮遊感を与える上で有利となる。
　また、本実施の形態では、第１のスピーカー５００２は、載置部２１に旋回可能に連結
された断面積の大きい下旋回部２２Ａに収容されているので、スピーカー取り付け用の専
用の取り付け部材を用いることなく第１のスピーカー５００２を配設でき、部品点数の削
減化、コストダウンを図る上で有利となる。
【００２８】
　また、本実施の形態では、ディスプレイ装置１２を旋回させるための把手５２に高音域
の音響を発する第２のスピーカー５００４を設けている。
　したがって、例えば、図１４（Ａ）、（Ｂ）に示すように、ディスプレイ装置１２を下
旋回部２２Ａよりもディスプレイ装置１２の前方に大きく引き出した状態とすると、ユー
ザーの耳元から第２のスピーカー５００４までの距離が近く、ユーザーの耳元から第１の
スピーカー５００２までの距離が遠くなる。
　そのため、厳密にいえば、一方の第２のスピーカー５００４から発せられた高音域の音
響がユーザーの耳元に先に到達し、他方の第１のスピーカー５００２から発せられた中音
域、低音域の音響が高音域の音響よりも遅れてユーザーの耳元に到達することになる。
　しかしながら、人間は、聴覚特性上、中音域や低音域に比較して高音域をより知覚しや
すいことから、実際には、第１のスピーカー５００２から発せられた中音域、低音域の音
響の遅れを感じることはなく、あたかも、高音域、中音域、低音域を含む全ての音響がデ
ィスプレイ装置１２の近傍から発せられているかのように感じることになり、ディスプレ
イ装置１２の前後方向の位置に拘わりなく、良好な音質の音響を提供する上で有利となる
。
　また、本実施の形態によれば、第１のスピーカー５００２は、カバー２２５６からなる
中空状部材の内部で開口２２８０内に、ディスプレイ装置１２の前面の前方でかつ上方に
向けて音響が発せられる向きで配設されている。
　したがって、開口２２８０がユーザーの耳よりも下方に位置している場合には、第１の
スピーカー５００２から発せられた音響がユーザーの耳に届きやすく、良好な音質の音響
を提供する上で有利となる。
【００２９】
　なお、本実施の形態では、スピーカー５０を中音域および低音域の第１のスピーカー５
００２と高音域の第２のスピーカー５００４とで構成した場合について説明したが、スピ
ーカー５０の構成は任意である。
　例えば、把手５２に高音域の第２のスピーカー５００４を設けずに、下旋回部２２Ａに
低音域から高音域までの音響を発する左右２つのフルレンジスピーカーを設けてもよい。
【００３０】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。
　第１の実施の形態では、第１のスピーカー５００２を下旋回部２２Ａの上端に配設した
場合について説明したが、第１のスピーカー５００２を配設する箇所は限定されない。
　図２３は第２の実施の形態のテレビジョン装置１０の変形例を示す斜視図、図２４は図
２３の正面図であり、以下では第１の実施の形態と同様の部材、部分には同一の符号を付
して説明する。
　図２３、図２４に示すように、第２の実施の形態では、第１のスピーカー５００２を下
旋回部２２Ａのカバー２２５６の円筒壁部分の内側の左右両側に設けている。
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　詳細に説明すると、カバー２２５６の円筒壁部分の左右両側箇所に前方に開放状でディ
スプレイ装置１２の前面の前方に向いた開口２２９０が形成されている。
　そして、第１のスピーカー５００２は、開口２２９０からディスプレイ装置１２の前面
の前方に向けて音響が発せられる向きで配設されている。
　開口２２９０は音響が通過可能な材料、例えば、ネットやパンチングシートなどからな
るカバー２２９２で覆われている。
　このような第２の実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の効果が奏される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】第１の実施の形態のテレビジョン装置１０の全体構成を示す斜視図である。
【図２】（Ａ）はテレビジョン装置１０の側面図、（Ｂ）はテレビジョン装置１０の背面
図であり、何れもカバーを取り外した状態を示している。
【図３】載置部２１の構成を示す説明図である。
【図４】図３の断面図である。
【図５】（Ａ）は錘３０およびコイルばね３２部分の拡大図、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ線断
面図である。
【図６】下旋回部２２Ａの上部の拡大図である。
【図７】第１の上下揺動部２００の側面図である。
【図８】図７のＣＣ線断面図である。
【図９】図７のＤ矢視図である。
【図１０】図９のＥＥ線断面図である。
【図１１】第１アーム２４の先端と第２アーム２６の基部の連結部分の拡大斜視図である
。
【図１２】第１アーム２４の先端と第２アーム２６の基部の連結部分の側面図である。
【図１３】図１２のＢＢ線断面図である。
【図１４】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）はスタンド２０の動作説明図である。
【図１５】ディスプレイ装置１２の背面を示す斜視図である。
【図１６】（Ａ）は図１５のＡ矢視図、（Ｂ）は（Ａ）の拡大図である。
【図１７】第２のスピーカー５００４および把手５２の構成を示す分解斜視図である。
【図１８】（Ａ）はディスプレイ装置１２の正面図、（Ｂ）は（Ａ）のＡＡ線断面図であ
る。
【図１９】信号ボックス７０の構成を示すブロック図である。
【図２０】各第１のスピーカー５００２の取り付け構造を示す分解斜視図である。
【図２１】カバー２２５６の上端に配設された第１のスピーカー５００２を示す説明図で
ある。
【図２２】第１のスピーカー５００２の斜視図である。
【図２３】第２の実施の形態のテレビジョン装置１０を示す斜視図である。
【図２４】図２３の正面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０……テレビジョン装置、１２……ディスプレイ装置、２０……スタンド、２１……
載置部、２２……旋回部、５０……スピーカー、５００２……第１のスピーカー、５００
４……第２のスピーカー。
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