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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プリント配線板を格納する枠体と、
　前記枠体の背面に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続されるバック
ボードと、
　前記枠体内の所定の位置に設けられ、前記枠体の前面から前記バックボードに向かって
延在する複数のレール保持具と、
　前記レール保持具に係合する係止部と、該レール保持具の延在方向に沿って延在し、前
記プリント配線板の側端部を挟んで保持する保持部とを有し、前記係止部を介して前記レ
ール保持具に係止されるガイドレールと、
　前記枠体の前面側で、前記レール保持具の各々に設けられた前板部と、
　前記ガイドレールの一端側に設けられ、前記ガイドレールが前記レール保持具に係止さ
れた際に前記前板部に対向してネジ止めされる前面部と
　を有することを特徴とする電子機器の筐体。
【請求項２】
　前記ガイドレールは、該ガイドレールの両側にそれぞれ前記保持部を有し、
　前記両側の前記保持部は前記プリント配線板に対応した互いに異なる形状を有すること
を特徴とする請求項１に記載の電子機器の筐体。
【請求項３】
　前記枠体は、該枠体の底面と上面との間に、該底面と平行に設けられる仕切板を有し、
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　前記レール保持具は、前記底面と前記仕切板とに設けられることを特徴とする請求項１
又は２に記載の電子機器の筐体。
【請求項４】
　前記レール保持具は、前記枠体の底面と上面とに互いに対向して設けられることを特徴
とする請求項１又は２に記載の電子機器の筐体。
【請求項５】
　プリント配線板と、
　前記プリント配線板を格納する枠体と、
　前記枠体の背面に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続されるバック
ボードと、
　前記枠体内の所定の位置に設けられ、前記枠体の前面から前記バックボードに向かって
延在する複数のレール保持具と、
　前記レール保持具に係合する係止部と、該レール保持具の延在方向に沿って延在し、前
記プリント配線板の側端部を挟んで保持する保持部とを有し、前記係止部を介して前記レ
ール保持具に係止されるガイドレールと、
　前記枠体の前面側で、前記レール保持具の各々に設けられた前板部と、
　前記ガイドレールの一端側に設けられ、前記ガイドレールが前記レール保持具に係止さ
れた際に前記前板部に対向してネジ止めされる前面部と
を有し、
　前記プリント配線板は、前記ガイドレールに設けられた前記保持部を介して前記ガイド
レールに係止されることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器の筐体及び電子機器に係り、特にバックボードを介してプリント配
線板間の接続を行う電子機器の筐体及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信機器を始めとする各種電子機器においては、電子機器の筐体に、種々の信号処理を
行う電子回路を搭載したプリント配線板を複数格納して、電子機器を構成している。
【０００３】
　プリント配線板を複数格納する電子機器の筐体として、従来、電子機器の筐体に取外し
不可能なガイドレールを設け、ガイドレールの間にプリント配線板を保持しながら格納す
る構造が用いられてきた。図１は、プリント配線板が従来の電子機器の筐体に格納されて
いる位置を示す正面図である。
【０００４】
　図１に示すように、従来の電子機器の筐体１は、電子機器の筐体を構成する枠体２の内
部に取外し不可能に設けられ、枠体２の前面から背面に向かって延在する複数本のガイド
レール５ａ～５ｃを有する。ガイドレール５ａ～５ｃは、ガイドレール５ａ～５ｃの片側
又は両側に設けられ、枠体２の前面から背面に向かって延在し、プリント配線板６の側端
部を挟んで保持する保持部７を有する。１枚のプリント配線板６は、プリント配線板６の
左右両側の側端部が２本のガイドレールに設けられた保持部７に保持された状態で、ガイ
ドレール５ａ～５ｃの何れかの２本の間に保持され、コネクタ４を介してバックボード３
に接続されることにより、格納される。
【０００５】
　ところが、電子機器によっては、異なる基板サイズ（基板の幅寸法）又は異なる基板厚
さを有するプリント配線板を用いることが必要な場合がある。このようにサイズの異なる
プリント配線板を用いて電子機器を構成する場合、異なる基板サイズ、異なる基板厚さの
プリント配線板に応じた筐体を設計し、手配していた。
【０００６】
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　一方、ガイドレールの取付位置を変更し、異なる基板サイズ（基板の幅寸法）又は異な
る基板厚さを有するプリント配線板を保持することができるようにした、電子機器の筐体
が知られている。その中でも、プリント配線板のサイズに応じて任意の位置にガイドレー
ルを取付けることができる電子機器の筐体が知られている（例えば、特許文献１、２参照
。）。
【０００７】
　例えば、モジュール基板が格納されるモジュールシステムフレームの例が知られている
。このモジュールシステムフレームの例においては、対向する外壁部分や壁部分の間を区
画する支柱部分が、モジュール基板を保持可能となっている。また、支柱部分は、存否も
含めて寸法可変であり、保持可能なモジュール基板のサイズが可変となっている。
【０００８】
　また、プリント配線板のサイズに応じて任意の位置に中間ガイドレールを取り付けるよ
うにした通信装置シェルフの例も知られている。この例において、通信装置シェルフは、
基板高さの異なるプラグイン式の大小の電子回路パッケージを複数格納する。通信装置シ
ェルフは、シェルフ内をいくつかの機能ブロックに分割する複数の仕切板を有する。また
通信装置シェルフは、隣接する仕切板間において、仕切板の高さ方向の所定位置に、中間
ガイドを有している。中間ガイドは、支持手段により垂設して支持され、且つシェルフの
前面から支持手段に対し着脱自在である。また、中間ガイドは、表裏両面に所定の間隔で
相対向して設けられた基板案内溝を有している。
【特許文献１】特開２００５－２６３８８号公報
【特許文献２】特開平９－１８１４６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、小型電子機器においてバックボードを介し、異なる基板サイズ、異なる基板
厚さを有するプリント配線板の間で接続を行って電子機器を構成する場合、次のような場
合がある。
【００１０】
　例えばモジュールシステムフレームの例においては、ガイドレールに相当する単位支柱
が縦に段重ねに積み重ねられて支柱部分が構成される構造を有する。そのため、積み重ね
られている単位支柱を、他の単位支柱を取外すことなく単独で着脱することができないと
いうことがある。その結果、一つの単位支柱を取り外す場合、当該単位支柱に直接支持さ
れていないプリント配線板も取り外さなくてはならない場合がある。そして、プリント配
線板を取外す際には、電子機器への給電を停止しなくてはならないということもある。
【００１１】
　また、中間ガイドレールを取り付けるようにした通信用シェルフの例においては、中間
ガイドレールに相当する中間ガイドの１本につき、複数枚のプリント配線板が取付けられ
る構造を有する。そのため、隣接するプリント配線板のサイズを変えることができないと
いうことがある。また、中間ガイドは、筐体後部側の中間ガイド支持用ピンが中間ガイド
の後部側の溝に入るように差し込み、次に前面側の中間ガイド支持用ピンが中間ガイドの
前面側の溝に入るように差し込む構造を有している。従って、中間ガイドを着脱する場合
、中間ガイドが筐体後部側の中間ガイド支持用ピンを中心として回転した状態で挿脱され
るため、シェルフ内のプリント配線板を含めた他の部材と接触するおそれがある。その結
果、中間ガイドを着脱する際には、通信用シェルフで構成される電子機器の給電が停止さ
れなくてはならない場合もある。
【００１２】
　そこで、新規に筐体を設計することなく異なるサイズのプリント配線板を格納すること
ができる電子機器の筐体の開発が要望されている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　一実施例によれば、プリント配線板を格納する枠体と、前記枠体の背面に設けられ、前
記プリント配線板とコネクタを介して接続されるバックボードと、前記枠体内の所定の位
置に設けられ、前記枠体の前面から前記バックボードに向かって延在する複数のレール保
持具と、前記レール保持具に係合する係止部と、該レール保持具の延在方向に沿って延在
し、前記プリント配線板の側端部を挟んで保持する保持部とを有し、前記係止部を介して
前記レール保持具に係止されるガイドレールと、前記枠体の前面側で、前記レール保持具
の各々に設けられた前板部と、前記ガイドレールの一端側に設けられ、前記ガイドレール
が前記レール保持具に係止された際に前記前板部に対向してネジ止めされる前面部とを有
することを特徴とする電子機器の筐体が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　一実施例によれば、電子機器の給電を停止せずに容易にガイドレールの位置を変更する
ことができ、新規に筐体を設計することなく異なるサイズのプリント配線板を格納するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
【００１６】
　（第１の実施の形態）
　先ず、図２乃至図７を参照し、第１の実施の形態に係る電子機器の筐体について説明す
る。
【００１７】
　図２は、本実施の形態に係る電子機器の筐体を示す正面図である。図３は、図２に示す
電子機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。図４は、図２に示す電子機器
の筐体の一部をレール保持具及びガイドレールを含めて示す組立詳細図である。図５は、
図４の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。図６は、図２の円Ｉで囲んだ部分を拡
大して示す図である。図７は、図２の円ＩＩで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【００１８】
　図２及び図３を参照するに、本実施の形態に係る電子機器の筐体１０は、枠体２０と、
バックボード３０と、レール保持具４０と、ガイドレール５０とを有する。なお、図２及
び図３は、電子機器の筐体１０が格納するプリント配線板６０も示している。プリント配
線板６０は、ガイドレール５０同士の間に保持される。
【００１９】
　枠体２０は、図２に示すように、略口の字型の断面形状を有する。枠体２０は、底面部
２１と、上面部２２と、側面部２３、２４とを有する。枠体２０は、電子回路を搭載した
プリント配線板６０を格納する。
【００２０】
　また、枠体２０は、仕切板２５を有する。仕切板２５は、図２に示すように、枠体２０
の底面部２１と上面部２２との間に、底面部２１と平行に設けられ、枠体２０を二段に仕
切る板状部材である。図２に一例を示すように、上下二段に仕切るように設けることもで
きる。仕切板２５は、枠体２０の対向する側面部２３、２４の各面の上下の略中心線同士
を橋架するように設けられる。
【００２１】
　枠体２０の材質として、ステンレス鋼板、メッキを施した鉄鋼板、アルミニウム板等の
金属その他の導電体を用いることができる。また、仕切板２５の材質も、枠体２０と同様
にすることができる。また、枠体２０は図示しない配線によって接地されるため、仕切板
２５も接地される。
【００２２】
　バックボード３０は、図３及び図４に示すように、枠体２０の背面に設けられる。バッ
クボード３０は、図示しないネジ等の固定部材を用いて枠体２０に取付けられる。バック
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ボード３０は、枠体２０の前面側に複数並設されたコネクタ３１を有する。コネクタ３１
は、プリント配線板６０をバックボード３０に接続する接続端子である。コネクタ３１は
、隣接するレール保持具４０同士の間の全ての箇所に設けられる。レール保持具４０の全
てにガイドレール５０が保持され、隣接するレール保持具４０同士の間の全てに別々のプ
リント配線板６０が保持される場合に、全てのプリント配線板６０をバックボード３０に
接続するためである。図３に示すように、バックボード３０のコネクタ３１と、プリント
配線板６０のコネクタ６１とを嵌合させることにより、バックボード３０はプリント配線
板６０と接続される。図３は、プリント配線板６０ｂがバックボード３０と接続される前
の状態にあり、２枚のプリント配線板６０ａがバックボード３０と接続されている状態に
あることを示す例である。
【００２３】
　レール保持具４０は、図２に示すように、枠体２０内の所定の位置に複数設けられる。
枠体２０が仕切板２５を有する場合、レール保持具４０は、枠体２０の底面部２１側の段
及び枠体２０の仕切板２５側の段のそれぞれに、複数本並設される。図２には、一例とし
て５本が略等間隔に並設される場合が例示されている。
【００２４】
　レール保持具４０は、枠体２０内の所定の位置に複数設けられ、枠体２０の前面からバ
ックボード３０に向かって延在する。レール保持具４０は、図４乃至図６に示すように、
底板部４１と、前板部４２と、係止部４３、４４とを有する。底板部４１は、枠体２０の
前面からバックボード３０に向かって延在し、枠体２０の底面部２１又は仕切板２５に固
定される。前板部４２は、底板部４１の枠体２０の前面側が略直角に折曲され、枠体２０
の前面に略平行になるように垂設される矩形型の正面形状を有する部材である。係止部４
３、４４は、枠体２０の前面から見て底板部４１の左右両側が２回折曲して設けられる略
Ｌ字形の断面形状を有する部材である。係止部４３、４４の枠体２０の底面部２１又は仕
切板２５から略平行な部分は、枠体２０の底面部２１又は仕切板２５から所定の間隔で離
間して設けられる。底板部４１は、図示しない底板ネジ等の固定部材による固定、接着、
溶接等によって、枠体２０の底面部２１又は仕切板２５に固定される。前板部４２には、
図５に示すように、中央にネジ孔（タップ孔）４５が設けられている。ネジ孔（タップ孔
）４５は、ガイドレール５０の前面部５５がネジ４６を用いてネジ止めされるためのもの
である。係止部４３、４４は、ガイドレール５０の係止部５１ａ、５１ｂを係止する。
【００２５】
　ガイドレール５０は、レール保持具４０にスライド挿入されるようにして係止される部
材であり、レール保持具４０と同様に、枠体２０の前面からバックボード３０に向かって
延在する。ガイドレール５０は、図６に示すように、略口の字型における底辺の中心に切
り欠きを設けたような断面形状を有する。ガイドレール５０は、係止部５１ａ、５１ｂ、
上面部５２、側面部５３、５４、前面部５５を有する。上面部５２は、ガイドレール５０
の上面に設けられ、枠体２０の前面からバックボード３０に向かって延在する長尺の矩形
形状を有する部分である。側面部５３、５４は、枠体２０の前面から見てガイドレール５
０の左右両側の側面に設けられ、枠体２０の前面からバックボード３０に向かって延在す
る長尺の矩形形状を有する部分である。係止部５１ａ、５１ｂは、ガイドレール５０の上
面部５２に対向する底面が、枠体２０の前面からバックボード３０に向かう方向に沿って
中心を切り欠かれて形成される部分である。前面部５５は、ガイドレール５０の枠体２０
の前面側に設けられる矩形の正面形状を有する部分である。
【００２６】
　前面部５５の中央には、前面部５５をレール保持具４０の前板部４２のネジ孔（タップ
孔）４５にネジ４６を用いてネジ止めするために、ネジ４６の頭部が抜けずにネジ４６が
係止される程度の径を有する図示しない孔が設けられる。側面部５３、５４には、図４及
び図６に示すように、プリント配線板６０の側端部をプリント配線板の表と裏の両側から
挟んで保持する保持部５６が設けられる。保持部５６は、図４に示すように、プリント配
線板６０の基板厚さに対応する間隔で対向して設けられた保持部材５６ａ、５６ｂの対が
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、枠体２０の前面からバックボード３０に向かって側面部５３、５４に設けられる。図４
に示すように、保持部５６は、枠体２０の前面からバックボード３０に向かう方向に沿っ
て、複数に分割されて設けられてもよい。また、図２及び図７に示すように、枠体２０の
底面部２１又は仕切板２５に横方向に並設された複数のガイドレールのうち両端に設けら
れたガイドレールでは、側面部５３、５４の一方にしか保持部５６が設けられておらず、
他方には保持部５６は設けられていない。この両端のガイドレールは、図２及び図７にお
いて、５０ａ（左端）、５０ｂ（右端）として示される。
【００２７】
　ここで、ガイドレール５０がレール保持具４０に固定保持される方法、及び電子機器の
筐体１０が異なるサイズのプリント配線板を格納することができる作用効果について説明
する。
【００２８】
　図４に示すように、ガイドレール５０は、レール保持具４０の係止部４３、４４と枠体
２０の底面部２１又は仕切板２５との間にガイドレール５０の係止部５１ａ、５１ｂそれ
ぞれが係止されるような状態で、枠体２０の前面側からスライド挿入される。そして、ガ
イドレール５０は、前面部５５がレール保持具４０の前板部４２に当接するまでスライド
挿入される。前面部５５がレール保持具４０の前板部４２に当接した状態で、前面部５５
の前面から、頭部を係止するような径を有する図示しない貫通孔を貫通するネジ４６が、
前板部４２のネジ孔（タップ孔）４５にネジ止めされる。
【００２９】
　また、レール保持具４０の全てにガイドレール５０が取付けられなくてもよい。例えば
図２に示すように、枠体２０の底面部２１に設けられた５本のレール保持具４０ａ、４０
ｂ、４０ｃ、４０ｄ、４０ｅのうち、４０ｂの１本のレール保持具にはガイドレール５０
を設けないようにしてもよい。また、図２に示すように、枠体２０の仕切板２５に設けら
れた５本のレール保持具４０ｆ、４０ｇ、４０ｈ、４０ｉ、４０ｊのうち、４０ｈ、４０
ｉの２本のレール保持具にはガイドレール５０を設けないようにしてもよい。予め所定の
位置に設けられたレール保持具４０のうち、ガイドレール５０が係止されるレール保持具
４０をどれにするかは、枠体２０に格納されるプリント配線板６０の幅寸法に基づいて決
定される。
【００３０】
　図２に示すように略等しい間隔で５本のレール保持具４０が設けられている場合、枠体
２０の全体幅に対応したプリント配線板６０の幅寸法を１のサイズとすると、１／４、１
／２、３／４、１の４種類のサイズのプリント配線板６０を組合せることが可能である。
１／４、１／２、３／４のそれぞれのサイズのプリント配線板を６０ａ、６０ｂ、６０ｃ
とする。プリント配線板の組合せの一例を図２に示すように、枠体２０の底面部２１側の
段には、１／２サイズのプリント配線板６０ｂを１枚、１／４サイズのプリント配線板６
０ａを２枚、保持することができる。
【００３１】
　なお、ガイドレール５０をレール保持具４０に係止する際、ガイドレール５０は、レー
ル保持具４０の係止部４３、４４にガイドレール５０の係止部５１ａ、５１ｂが係止され
た状態で、枠体２０の前面からバックボード３０に向かってスライド挿入される。ここで
、スライド挿入が開始される際、ガイドレール５０の後端が枠体２０の前面付近の底面部
２１又は仕切板２５に接触される。そのため、ガイドレール５０に静電気等に起因する電
荷が蓄積されていたとしても、ガイドレール５０は、蓄積されていた電荷が枠体２０の前
面付近で除電された後に枠体２０内にスライド挿入される。よって、電荷が蓄積されてい
る状態のガイドレール５０を枠体２０内周辺のプリント配線板６０又はバックボード３０
等に過って接触させることがない。従って、枠体２０内周辺のプリント配線板６０又はバ
ックボード３０等を誤動作させたり、損傷を与えることがない。
【００３２】
　更に、上記の如くプリント配線板６０の幅寸法に基づいてガイドレール５０が設けられ
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た後、プリント配線板６０が、隣接するガイドレール５０の間に格納される。プリント配
線板６０は、ガイドレール５０の保持部５６に、プリント配線板６０の側端部が保持され
た状態で、枠体２０の前面からスライド挿入され、格納される。図２及び図３に示すよう
に、プリント配線板６０ｂは、挿入される途中の状態を示しており、プリント配線板６０
ａは、ガイドレール５０の間に挿入され、コネクタ３１を介してバックボード３０と接続
された状態を示している。同様に、図２に示すように、枠体２０の仕切板２５側の段には
、１／４サイズのプリント配線板６０ａを１枚、３／４サイズのプリント配線板６０ｃを
１枚、格納することができる。
【００３３】
　以上、本実施の形態に係る電子機器の筐体によれば、枠体の予め設定した所定の位置に
レール保持具を設け、ガイドレールを枠体の前方からバックボードに向かってスライドさ
せて着脱し、ガイドレール同士の間にプリント配線板を挿抜する構造を有する。従って、
ガイドレールを係止するレール保持具を選択変更することにより、１／４、１／２、３／
４、１の何れのサイズを有するプリント配線板を筐体内に格納することが可能となる。ま
た、それぞれのサイズのプリント配線板を自由に組合せて使用することが可能となる。従
って、例えば電子機器を通信機器として用いる場合に、必要なチャンネル数を４、８、１
２、１６チャンネルの間で任意に変更することが可能となり、ユーザの必要に応じて電子
機器毎にプリント配線板の構成を最適化することが可能となる。更に、新たな筐体を設計
し直すことをしなくてよいため、製造コストを低減することが可能となる。
【００３４】
　更に、本実施の形態に係る電子機器の筐体によれば、ガイドレールをスライド挿入する
際、スライド挿入が開始される際、ガイドレールの後端が枠体の前面付近の底面部又は仕
切板に接触され、ガイドレールが確実に除電される。従って、電子機器の電源に通電した
状態で、安全且つ容易にガイドレールの着脱を行うことが可能となる。
【００３５】
　（第１の実施の形態の第１の変形例）
　次に、図８及び図９を参照し、第１の実施の形態の第１の変形例に係る電子機器の筐体
について説明する。
【００３６】
　図８は、本変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図である。図９は、図８に示す電子
機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。ただし、以下の文中では、先に説
明した部分には同一の符号を付し、説明を省略する場合がある（以下の変形例、実施の形
態についても同様）。
【００３７】
　本変形例に係る電子機器の筐体は、ガイドレールが全て同一の形状を有する点で、第１
の実施の形態と相違する。
【００３８】
　図８及び図９を参照するに、本変形例に係る電子機器の筐体１０ａにおいて、枠体２０
、バックボード３０及びレール保持具４０は、第１の実施の形態と同一である。なお、図
８及び図９は、電子機器の筐体１０ａが格納するプリント配線板６０も示す。
【００３９】
　一方、本変形例では、第１の実施の形態と異なり、ガイドレール５０の形状が全て同一
である。第１の実施の形態で、図２に示すように、枠体２０内の底面部２１側の段、仕切
板２５側の段に並設されるガイドレールの両端の５０ａ、５０ｂが、ガイドレールの側面
部５３、５４の一方にのみ保持部５６が設けられるところ、本変形例では、図８に示すよ
うに、ガイドレール全てが、側面部５３、５４の両側に保持部５６が設けられるガイドレ
ール５０である。
【００４０】
　本変形例に係る電子機器の筐体によれば、ガイドレールを全て同一の形状とし、並設さ
れる場合の両端においても形状を共通化しているため、部品の種類を少なくすることがで
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き、コストを削減することが可能となる。
【００４１】
　（第１の実施の形態の第２の変形例）
　次に、図１０及び図１１を参照し、第１の実施の形態の第２の変形例に係る電子機器の
筐体について説明する。
【００４２】
　図１０は、本変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図である。また、図１１は、図１
０の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【００４３】
　本変形例に係る電子機器の筐体は、ガイドレールが、左右両側の保持部がプリント配線
板に対応した互いに異なる形状を有する点で、第１の実施の形態と相違する。
【００４４】
　図１０及び図１１を参照するに、本変形例に係る電子機器の筐体１０ｂにおいて、枠体
２０と、バックボード３０と、レール保持具４０とは、第１の実施の形態と同様である。
なお、図１０及び図１１は、電子機器の筐体１０ｂが格納するプリント配線板６０も示す
。
【００４５】
　一方、本変形例では、第１の実施の形態と異なり、左右両側の保持部の保持部材対の間
隔が互いに異なるガイドレール５０ｃを有する。第１の実施の形態で、図２に示すように
、ガイドレール５０、５０ａ、５０ｂの側面部５３、５４に設けられる保持部５６の保持
部材対の間隔は全て等しいところ、本変形例では、図１１に示すように、ガイドレール５
０ｃは、ガイドレール５０ｃの左右両側にそれぞれ保持部５６、５７を有し、保持部５６
の保持部材５６ａ、５６ｂの対と、保持部５７の保持部材５７ａ、５７ｂの対とは互いに
異なる間隔を有する。図１１に示すように、左側の保持部５６の保持部材対の間隔をＴ１
とし、右側の保持部５７の保持部材対の間隔をＴ２とするとき、Ｔ１とＴ２とが互いに異
なる。
【００４６】
　本変形例の一例として図１１に示すように、プリント配線板はガイドレール５０ｃの左
右両側で基板厚の異なる６０ａ、６０ｄとすることが可能である。プリント配線板６０ａ
は、第１の実施の形態の１／４サイズのプリント配線板６０ａと同一である。また、プリ
ント配線板６０ｄは、プリント配線板６０ａの基板厚さと異なる基板厚さを有するプリン
ト配線板を用いることが可能である。プリント配線プリントは６０ａ、６０ｄの基板厚さ
は任意の値に設計することが可能であり、一例としてプリント配線板６０ａの基板厚さを
２．４ｍｍ厚とし、プリント配線板６０ｄの基板厚さを１．６ｍｍとすることが可能であ
る。
【００４７】
　また、本変形例では、プリント配線板の上面に設けられるコネクタ６１をバックボード
３０のコネクタ３１に嵌合させるために、プリント配線板６０ａの上面とプリント配線板
６０ｄの上面とを同一の高さに揃えることもできる。図１１に示すように、ガイドレール
５０ｃの左右両側の保持部５６、５７において、保持部材５６ａ、５７ａは互いに等しい
高さに設けられ、保持部材５６ｂ、５７ｂは互いに異なる高さに設けられる。
【００４８】
　本変形例に係る電子機器の筐体によれば、異なる基板厚さを有するプリント配線板に対
応したガイドレールを用いるため、異なる基板厚さを有するプリント配線板を電子機器内
で組み合わせて使用することが可能となる。
【００４９】
　（第１の実施の形態の第３の変形例）
　次に、図１２乃至図１４を参照し、第１の実施の形態の第３の変形例に係る電子機器の
筐体について説明する。
【００５０】
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　図１２は、本変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図である。図１３は、図１２の円
Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。図１４は、本変形例に係る電子機器の筐体に、
２階建て構造のプリント配線板が格納された様子を示す正面図である。
【００５１】
　本変形例に係る電子機器の筐体は、枠体内に仕切板を設けず、枠体内の上面部側の段の
レール保持具が枠体の上面に設けられる点で、第１の実施の形態と相違する。
【００５２】
　図１２及び図１３を参照するに、本変形例に係る電子機器の筐体１０ｃは、枠体２０ａ
と、バックボード３０と、レール保持具４０と、ガイドレール５０とを有する。なお、図
１２は、電子機器の筐体１０ｃが格納するプリント配線板６０ａ、６０ｂ、６０ｃも示し
ている。
【００５３】
　枠体２０ａは、略口の字型の断面形状を有し、底面部２１、側面部２３、２４を有する
点は、第１の実施の形態と同一である。しかし、枠体２０ａは、仕切板２５を有さない点
で、第１の実施の形態の枠体２０と異なる。また、枠体２０ａは、後述するレール保持具
４０が上下逆向きに設けられる上面部２２ａを有する点で、第１の実施の形態の枠体２０
と異なる。
【００５４】
　バックボード３０は、第１の実施の形態と同一のものを用いることができる。
【００５５】
　レール保持具４０は、枠体２０ａの底面部２１側の段においては、第１の実施の形態と
同一のものを用いることができる。一方、枠体２０ａの上面部２２ａ側の段においては、
第１の実施の形態と異なり、レール保持具４０は、枠体２０ａの上面部２２ａに上下逆向
きに設けられる。また、上下逆向きに設けられるレール保持具４０は、枠体２０ａの底面
部２１側の段のレール保持具４０とは異なる形状を有することも可能である。
【００５６】
　ガイドレール５０は、枠体２０ａの底面部２１側の段においては、第１の実施の形態と
同一のものを用いることができる。一方、枠体２０ａの上面部２２ａ側の段においては、
第１の実施の形態と異なり、ガイドレール５０ｄ、５０ｆ、５０ｇが、枠体２０ａの上面
部２２ａに下向きに設けられる。
【００５７】
　ガイドレール５０ｄは、図１３に示すように、底面部５２ａ、係止部５１ｃ、５１ｄ、
側面部５３ａ、５４ａ、前面部５５ａを有する。底面部５２ａは、ガイドレール５０ｄの
底面に設けられ、ガイドレール５０の上面部５２と同様に、枠体２０ａの前面からバック
ボード３０に向かって延在する長尺の矩形形状を有する部分である。側面部５３ａ、５４
ａは、枠体２０ａの前面から見てガイドレール５０ｄの左右両側の側面に設けられ、枠体
２０ａの前面からバックボード３０に向かって延在する長尺の矩形形状を有する部分であ
る。また、側面部５３ａ、５４ａには、プリント配線板６０の側端部をプリント配線板６
０の表と裏の両側から保持する保持部５８が設けられる。保持部５８が、プリント配線板
６０の基板厚さに対応する間隔で設けられた保持部材５８ａ、５８ｂの対が、枠体２０ａ
の前面からバックボード３０に向かって側面部５３ａ、５４ａに設けられることは、第１
の実施の形態と同様である。また、保持部５８が、枠体２０ａの前面からバックボード３
０に向かう方向に沿って、複数に分割されて設けられてもよいのも第１の実施の形態と同
様である。ただし、図６に示す枠体２０の底面部２１からガイドレール５０の保持部５６
の中心までの高さＨ１と、図１３に示す枠体２０ａの上面部２２ａからガイドレール５０
ｄの保持部５８の中心までの高さＨ２とは異なる。従って、図６に示すガイドレール５０
の側面部５３、５４の高さＨ３と、図１３に示すガイドレール５０ｄの側面部５３ａ、５
４ａの高さＨ４とは異なる。
【００５８】
　本変形例に係る電子機器の筐体によれば、プリント配線板間の仕切板を省略し、レール
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保持具を枠体の底面と上面に互いに対向して設ける。そのため、仕切板が存在することに
よる格納するプリント配線板に搭載する電子回路（ＩＣ）の寸法制約、プリント配線板の
基板厚さの寸法制約を受けずに、プリント配線板を枠体に格納することが可能となる。
【００５９】
　特に、本変形例に係る電子機器の筐体は、図１４に示すように、高さ寸法が大きなプリ
ント配線板を格納することが可能となる。図１４を参照するに、電子機器の筐体１０ｃに
は、枠体２０ａの上面部２２ａのレール保持具４０にはガイドレールが設けられず、枠体
２０ａの底面部２１のレール保持具４０しかガイドレール５０が設けられない。その結果
、電子機器の筐体１０ｃは、二つのプリント配線板を上下二層に分離して配置させた二階
建て構造のプリント配線板を、例えば下層のプリント配線板の側端部を保持することによ
り、格納することができる。図１４に示すように、例えば、二つの１／４サイズのプリン
ト配線板６２ａ、６２ｂを上下二層に分離して配置させた二階建て構造の１／４サイズの
プリント配線板６２を格納することが可能となる。同様に、二つの１／２サイズのプリン
ト配線板６３ａ、６３ｂを上下二層に分離して配置させた二階建て構造の１／２サイズの
プリント配線板６３を格納することが可能となる。
【００６０】
　（第２の実施の形態）
　次に、図１５を参照し、第２の実施の形態に係る電子機器の筐体について説明する。
【００６１】
　図１５は、本実施の形態に係る電子機器の筐体を一部分解して示す斜視図である。
【００６２】
　本実施の形態に係る電子機器の筐体は、複数の枠体が積み重ねられてなる点で、第１の
実施の形態と相違する。
【００６３】
　図１５を参照するに、本実施の形態に係る電子機器の筐体７０は、枠体２０が複数積み
重ねられた集合枠体８０と、バックボード３０ａと、レール保持具４０と、ガイドレール
５０とを有する。
【００６４】
　集合枠体８０は、第１の実施の形態における枠体２０が複数積み重ねられてなる。図１
５では、枠体２０を上下５段に積み重ねられた集合枠体８０が例示される。
【００６５】
　バックボード３０ａは、集合枠体８０の背面に設けられる。バックボード３０ａは、第
１の実施の形態と異なり、各枠体２０にそれぞれ設けられるものではなく、集合枠体８０
の背面に一体に設けられる拡張用バックボードである。各枠体２０のそれぞれは、枠体２
０の背面が、ネジ３２ａを用いてバックボード３０ａにネジ止めされる。また、バックボ
ード３０ａには、各枠体２０のそれぞれに格納されるプリント配線板６０に対応するコネ
クタ３１ａが設けられる。
【００６６】
　レール保持具４０及びガイドレール５０は、第１の実施の形態と同一である。また、ガ
イドレール５０同士の間に１／４、１／２、３／４、１サイズのプリント配線板６０ａ、
６０ｂ、６０ｃを含めたプリント配線板６０が格納されるのも、第１の実施の形態と同一
である。
【００６７】
　本実施の形態に係る電子機器の筐体７０によれば、第１の実施の形態に係る電子機器の
筐体１０の枠体２０が複数段積み重ねられ、積み重ねられたそれぞれの枠体２０を拡張用
バックボード３０ａにネジ止めする。このことにより、例えば大容量の通信機器装置等の
容量拡大可能又は機能拡張可能な大型の電子機器を提供することが可能となる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、第１の実施の形態に係る電子機器の筐体１０の枠体２０を、
レール保持具４０及びガイドレール５０が設けられた状態で複数段積み重ねる場合を例示
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した。しかしながら、第１の実施の形態に係る電子機器１０の筐体の枠体２０に限定され
るわけではない。従って、第１の実施の形態の第１の変形例に係る電子機器の筐体１０ａ
の枠体２０を、ガイドレール５０が設けられた状態で複数段積み重ねてもよい。また、第
１の実施の形態に係る第２の変形例に係る電子機器の筐体１０ｂの枠体２０を、ガイドレ
ール５０ｃが設けられた状態で複数段積み重ねてもよい。更に、第１の実施の形態に係る
第３の変形例に係る電子機器の筐体１０ｃの枠体２０ａを、レール保持具４０及びガイド
レール５０ｄが設けられた状態で複数段積み重ねてもよい。
【００６９】
　（第３の実施の形態）
　次に、図１６乃至図１９を参照し、第３の実施の形態に係る電子機器の筐体について説
明する。
【００７０】
　図１６は、本実施の形態に係る電子機器の筐体を示す正面図である。図１７は、図１６
に示す電子機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。図１８は、図１６の円
Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。図１９は、図１６の円ＩＩで囲んだ部分を拡大
して示す図である。
【００７１】
　本実施の形態に係る電子機器の筐体は、第１の実施の形態におけるガイドレールを含ま
ない代わりに、プリント配線板がガイドレールの係止部に相当する部分を有する点で、第
１の実施の形態と相違する。なお、本実施の形態に係る電子機器の筐体は、プリント配線
板を含むため、電子機器としても機能する。
【００７２】
　図１６を参照するに、本実施の形態に係る電子機器の筐体１１０は、枠体１２０と、バ
ックボード１３０と、レール保持具１４０と、プリント配線板１６０とを有する。
【００７３】
　枠体１２０、バックボード１３０及びレール保持具１４０は、それぞれ第１の実施の形
態における枠体２０、バックボード３０及びレール保持具４０と同一である。枠体１２０
が、底面部１２１、上面部１２２、側面部１２３、１２４及び仕切板１２５を有するのは
、第１の実施の形態において枠体２０が、底面部２１、上面部２２、側面部２３、２４及
び仕切板２５を有するのと同一である。バックボード１３０がコネクタ１３１を有し、プ
リント配線板１６０がコネクタ１６１を有するのは、第１の実施の形態と同一である。レ
ール保持具１４０は、図１６、図１７及び図１８に示すように、底板部１４１と、前板部
１４２と、係止部１４３、１４４とを有する。底板部１４１、前板部１４２及び係止部１
４３、１４４は、第１の実施の形態における底板部４１、前板部４２及び係止部４３、４
４と同一である。レール保持具１４０は、図１６に示すように、一例として、５本のレー
ル保持具１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ、１４０ｄ、１４０ｅが枠体１２０の底面部１２
１に設けられ、５本のレール保持具１４０ｆ、１４０ｇ、１４０ｈ、１４０ｉ、１４０ｊ
が枠体１２０の仕切板１２５に設けられる構成とすることができる。ただし、レール保持
具１４０ａ、１４０ｅ、１４０ｆ、１４０ｊは、５本のレール保持具の両端に設けられる
ため、図１９に示すように、底板部１４１を中心として両側の係止部１４３、１４４のう
ち、片側の係止部だけを有するような形状でもよい。
【００７４】
　一方、本実施の形態では、第１の実施の形態と異なり、プリント配線板１６０は、レー
ル保持具１４０に係止される係止部１６２ａ、１６２ｂを有する。図１８に示されるよう
に、係止部１６２ａ、１６２ｂは、レール保持具１４０の係止部１４３、１４４に係止さ
れる係止部材１６３ａ、１６３ｂ、プリント配線板１６０を枠体１２０の底面部１２１又
は仕切板１２５より所定の高さに保つスペーサ部材１６４ａ、１６４ｂ、プリント配線板
１６０を係止部１６２ａ、１６２ｂに取付ける取付部材１６５ａ、１６５ｂを有する。ま
た、係止部１６２ａ、１６２ｂとして、例えば、それぞれ係止部材１６３ａ、１６３ｂ、
スペーサ部材１６４ａ、１６４ｂ、取付部材１６５ａ、１６５ｂが、二箇所で曲折された
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一体の金属等で形成される部材を用いることができる。
【００７５】
　また、第１の実施の形態と同様に、１／４、１／２、３／４のそれぞれのサイズのプリ
ント配線板を１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃとする。また一例を図１６に示すように、枠
体１２０の底面部１２１側の段には、１／４サイズのプリント配線板１６０ａを２枚、１
／２サイズのプリント配線板１６０ｂを１枚、格納することができる。また、枠体１２０
の上面部１２２側の段には、１／４サイズのプリント配線板１６０ａを１枚、３／４サイ
ズのプリント配線板１６０ｃを１枚、格納することができる。
【００７６】
　本実施の形態に係る電子機器の筐体によれば、着脱可能なガイドレールを用いる代わり
に、プリント配線板に係止部を取付け、この係止部が、予め枠体の所定の位置に固定され
たレール保持具に係止されるように、プリント配線板を枠体の前面側から挿抜する。これ
により、電子機器の製造コストを低減することが可能となる。
【００７７】
　なお、第２の実施の形態では、電子機器の筐体１０の枠体２０を複数積み重ねて電子機
器の筐体７０を構成する。同様に、本実施の形態でも、電子機器の筐体１１０の枠体１２
０を、レール保持具１４０及びプリント配線１６０が設けられた状態で複数積み重ねて電
子機器の筐体を構成してもよい。このような電子機器の筐体によれば、例えば大容量の通
信機器装置等の容量拡大可能又は機能拡張可能な大型の電子機器を提供することが可能と
なる。
【００７８】
　（第３の実施の形態の変形例）
　次に、図２０及び図２１を参照し、第３の実施の形態の変形例に係る電子機器の筐体に
ついて説明する。
【００７９】
　図２０は、本変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図である。また、図２１は、図２
０の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【００８０】
　本変形例に係る電子機器の筐体は、異なる基板厚さを有するプリント配線板が、異なる
高さを有する係止部を有する点で、第３の実施の形態と相違する。また、本変形例に係る
電子機器の筐体は、プリント配線板を含むため、電子機器としても機能する。
【００８１】
　図２０及び図２１を参照するに、本変形例に係る電子機器の筐体１１０ａにおいて、枠
体１２０と、バックボード１３０と、レール保持具１４０とは、第３の実施の形態と同様
である。
【００８２】
　一方、本変形例に係る電子機器の筐体１１０ａは、第３の実施の形態と異なり、互いに
異なる基板厚さを有するプリント配線板を有する。第３の実施の形態で、図１８及び図１
９に示すように、プリント配線板１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃの基板厚さは全て等しい
ところ、本変形例では、図２０及び図２１に示すように、プリント配線板１６０ａとサイ
ズが１／４と同じで、基板厚さが異なるプリント配線板１６０ｄを有する。プリント配線
板１６０ａの基板厚さをＴ３とし、プリント配線板１６０ｄの基板厚さをＴ４とするとき
、Ｔ３とＴ４とが互いに異なる。一例としてプリント配線板１６０ａの基板厚さを２．４
ｍｍ厚とし、プリント配線板１６０ｄの基板厚さを１．６ｍｍとすることが可能である。
【００８３】
　また、本変形例では、プリント配線板１６０の上面に設けられるコネクタ１６１をバッ
クボード１３０のコネクタ１３１に嵌合させるために、プリント配線板１６０ａの上面と
プリント配線板１６０ｄの上面を同一の高さに揃えることができる。図２１に示すように
、プリント配線板１６０ａの係止部１６２ｂのスペーサ部材１６４ｂの高さをＨ５とし、
プリント配線板１６０ｄの係止部１６２ｃのスペーサ部材１６４ｃの高さをＨ６とすると
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、Ｈ６はＨ５と異なる高さであり、Ｔ３＋Ｈ５＝Ｔ４＋Ｈ６の関係になるように設けられ
る。
【００８４】
　本変形例に係る電子機器の筐体によれば、異なる基板厚さを有するプリント配線板が、
基板上面が同一の高さで格納されるように、プリント配線板の基板厚さに対応して異なる
高さを有する係止部を取付けて用いるため、異なる基板厚さを有するプリント配線板を電
子機器内で組み合わせて使用することが可能となる。
【００８５】
　なお、本変形例においても、電子機器の筐体１１０ａの枠体１２０を、レール保持具１
４０及びプリント配線１６０が設けられた状態で複数積み重ねて電子機器を構成してもよ
い。このような電子機器の筐体によれば、例えば大容量の通信機器装置等の容量拡大可能
又は機能拡張可能な大型の電子機器を提供することが可能となる。
【００８６】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について記述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【００８７】
　本明細書に以下の事項を開示する。
（付記１）
　プリント配線板を格納する枠体と、
　前記枠体の背面に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続されるバック
ボードと、
　前記枠体内の所定の位置に設けられ、前記枠体の前面から前記バックボードに向かって
延在する複数のレール保持具と、
　前記レール保持具に係合する係止部と、該レール保持具の延在方向に沿って延在し、前
記プリント配線板の側端部を挟んで保持する保持部とを有し、前記係止部を介して前記レ
ール保持具に係止されるガイドレールと
を有することを特徴とする電子機器の筐体。
（付記２）
　プリント配線板を格納する枠体が複数積み重ねられてなる集合枠体と、
　前記集合枠体の背面に一体に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続さ
れるバックボードと、
　前記集合枠体の何れかの枠体内の所定の位置に設けられ、該枠体の前面から前記バック
ボードに向かって延在する複数のレール保持具と、
　前記レール保持具に係合する係止部と、該レール保持具の延在方向に沿って延在し、前
記プリント配線板の側端部を挟んで保持する保持部とを有し、前記係止部を介して前記レ
ール保持具に係止されるガイドレールと
を有することを特徴とする電子機器の筐体。
（付記３）
　前記保持部が前記プリント配線板の前記側端部を該プリント配線板の表と裏の両側から
挟んで保持することを特徴とする付記１又は２に記載の電子機器の筐体。
（付記４）
　前記ガイドレールが係止される前記レール保持具は、前記プリント配線板の幅寸法に基
づいて決定されることを特徴とする付記１乃至３の何れか一つに記載の電子機器の筐体。
（付記５）
　前記ガイドレールは、該ガイドレールの両側にそれぞれ前記保持部を有し、
　前記両側の前記保持部は前記プリント配線板に対応した互いに異なる形状を有すること
を特徴とする付記１乃至４の何れか一つに記載の電子機器の筐体。
（付記６）
　前記保持部は、前記プリント配線板の基板厚に対応する間隔で対向して設けられた保持
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部材対を有し、
　前記保持部材対の間隔が前記ガイドレールの前記両側で互いに異なることを特徴とする
付記５に記載の電子機器の筐体。
（付記７）
　前記ガイドレールは、全て同一の形状を有することを特徴とする付記１乃至４の何れか
一つに記載の電子機器の筐体。
（付記８）
　前記枠体は、該枠体の底面と上面との間に、該底面と平行に設けられる仕切板を有し、
　前記レール保持具は、前記底面と前記仕切板とに設けられることを特徴とする付記１乃
至７の何れか一つに記載の電子機器の筐体。
（付記９）
　前記レール保持具は、前記枠体の底面と上面とに互いに対向して設けられることを特徴
とする付記１乃至７の何れか一つに記載の電子機器の筐体。
（付記１０）
　前記ガイドレールは、前記枠体の前記底面に設けられた前記レール保持具に係止され、
　前記ガイドレールの前記保持部は、二つのプリント配線板を上下二層に分離して配置さ
せた二階建て構造のプリント配線板の側端部を保持することを特徴とする付記９に記載の
電子機器の筐体。
（付記１１）
　前記レール保持具は、導電体よりなることを特徴とする付記１乃至１０の何れか一つに
記載の電子機器の筐体。
（付記１２）
　プリント配線板と、
　前記プリント配線板を格納する枠体と、
　前記枠体の背面に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続されるバック
ボードと、
　前記枠体内の所定の位置に設けられ、前記枠体の前面から前記バックボードに向かって
延在する複数のレール保持具と
を有し、
　前記プリント配線板は、前記レール保持具に係合する係止部を有し、該係止部を介して
前記レール保持具に係止されることを特徴とする電子機器。
（付記１３）
　プリント配線板を格納する枠体が複数積み重ねられてなる集合枠体と、
　前記集合枠体の背面に一体に設けられ、前記プリント配線板とコネクタを介して接続さ
れるバックボードと、
　前記集合枠体の何れかの枠体内の所定の位置に設けられ、該枠体の前面から前記バック
ボードに向かって延在する複数のレール保持具と
を有し、
　前記プリント配線板は、前記レール保持具に係合する係止部を有し、該係止部を介して
前記レール保持具に係止されることを特徴とする電子機器。
（付記１４）
　前記プリント配線板は、前記係止部の高さ寸法が、前記枠体に格納される該プリント配
線板の上面の高さが予め決定された所定の高さに等しくなるように決定されることを特徴
とする付記１２又は１３に記載の電子機器。
（付記１５）
　前記枠体は、該枠体の底面と上面との間に、該底面と平行に設けられる仕切板を有し、
　前記レール保持具は、前記底面と前記仕切板とに設けられることを特徴とする付記１２
乃至１４の何れか一つに記載の電子機器。
（付記１６）
　前記レール保持具は、導電体よりなることを特徴とする付記１２乃至１５の何れか一つ
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に記載の電子機器。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】従来の電子機器の筐体がプリント配線板を格納している位置を示す正面図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る電子機器の筐体を示す正面図である。
【図３】図２に示す電子機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。
【図４】図２に示す電子機器の筐体の一部をレール保持具及びガイドレールを含めて示す
組立詳細図である。
【図５】図４の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図６】図２の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図７】図２の円ＩＩで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態の第１の変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図で
ある。
【図９】図８に示す電子機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態の第２の変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図
である。
【図１１】図１０の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図
である。
【図１３】図１２の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態の第３の変形例に係る電子機器の筐体に、２階建て
構造のプリント配線板が格納された様子を示す正面図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係る電子機器の筐体を一部分解して示す斜視図で
ある。
【図１６】本発明の第３の実施の形態に係る電子機器の筐体を示す正面図である。
【図１７】図１６に示す電子機器の筐体の底面部側の段の構成を示す平面図である。
【図１８】図１６の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図１９】図１６の円ＩＩで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【図２０】本発明の第３の実施の形態の変形例に係る電子機器の筐体を示す正面図である
。
【図２１】図２０の円Ｉで囲んだ部分を拡大して示す図である。
【符号の説明】
【００８９】
１０、１０ａ～１０ｃ、７０、１１０、１１０ａ　電子機器の筐体
２０、２０ａ、１２０　枠体
２１、１２１　底面部
２２、２２ａ、１２２　上面部
２３、２４、１２３、１２４　側面部
２５、１２５　仕切板
３０、３０ａ、１３０　バックボード
３１、３１ａ、６１、１３１、１６１　コネクタ
３２ａ、４６　ネジ
４０、４０ａ～４０ｊ、１４０、１４０ａ～１４０ｊ　レール保持具
４１、１４１　底板部
４２、１４２　前板部
４３、４４、１４３、１４４　係止部
４５、１４５　ネジ孔（タップ孔）
５０、５０ａ～５０ｇ　ガイドレール
５１ａ～５１ｄ　係止部
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５２　上面部
５２ａ　底面部
５３、５３ａ、５４、５４ａ　側面部
５５、５５ａ　前面部
５６、５７、５８　保持部
５６ａ、５６ｂ、５７ａ、５７ｂ、５８ａ、５８ｂ　保持部材
６０、６０ａ～６０ｄ、６２、６２ａ、６２ｂ、６３、６３ａ、６３ｂ、１６０、１６０
ａ～１６０ｄ　プリント配線板
８０　集合枠体
１６２ａ～１６２ｃ　係止部
１６３ａ～１６３ｃ　係止部材
１６４ａ～１６４ｃ　スペーサ部材
１６５ａ～１６５ｃ　取付部材

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】
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