
JP 4275404 B2 2009.6.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対のユニットと、これを保持するシャーシを備えた一体型の映像再生装置
において、前記一対のユニットの変位を支持する支持手段と、前記変位を固定する固定手
段とを備え、前記一対のユニット各々の所定方向への変位及び所定位置への固定・収納を
可能とし、
　前記一対のユニットの内の一方のユニットを映像情報を再生する再生ユニットとし、他
方のユニットを再生された前記映像情報を表示する表示ユニットとし、
　前記一対のユニットの内の一方のユニットの変位を仮固定する仮固定手段と、前記仮固
定を解除する解除手段とを備え、前記解除手段は他方のユニットの変位に連動して解除動
作することを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　少なくとも一対のユニットと、これを保持するシャーシを備えた一体型の映像再生装置
において、前記一対のユニットの変位を支持する支持手段と、前記変位を固定する固定手
段とを備え、前記一対のユニット各々の所定方向への変位及び所定位置への固定・収納を
可能とし、
　前記一対のユニットの内の一方のユニットを映像情報を再生する再生ユニットとし、他
方のユニットを再生された前記映像情報を表示する表示ユニットとし、
　前記一対のユニット各々の変位を互いに連動させる連動手段を備え、前記一対のユニッ
トの内の一方のユニットを変位させて他方のユニットを従属変位させることを可能とした
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ことを特徴とする映像再生装置。
【請求項３】
　一対のユニットを互いに上下に配置したことを特徴とする請求項１または請求項２記載
の映像再生装置。
【請求項４】
　一対のユニットの内の一方のユニットを他方のユニットとシャーシとの間に挟み込んで
保持することにより、前記一対のユニットを収納可能としたことを特徴とする請求項３記
載の映像再生装置。
【請求項５】
　一対のユニットは、支持手段を共有し、所定位置まで同時に変位可能としたことを特徴
とする請求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項６】
　一対のユニットの内の一方のユニットの変位が所定位置で固定された状態において、他
方のユニットは所定の範囲内で独立に変位・固定可能としたことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載の映像再生装置。
【請求項７】
　装置を凹部を有する設置面に設置し、一対のユニットの内の少なくとも一方のユニット
の一部は変位することにより、前記凹部内に収納可能としたことを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載の映像再生装置。
【請求項８】
　一対のユニットの内の少なくとも一方のユニットの変位する範囲を制限する制限手段を
備えたことを特徴とする請求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項９】
　制限手段として制限対象のユニットとシャーシとに凹部とこれに係合する凸部を設けた
ことを特徴とする請求項８記載の映像再生装置。
【請求項１０】
　仮固定手段として一対のユニットの内の一方のユニットとシャーシとに嵌合凹部とこれ
に嵌合する嵌合凸部を設け、解除手段として他方のユニットに連動して前記嵌合を解除す
るカムを設けたことを特徴とする請求項１記載の映像再生装置。
【請求項１１】
　一対のユニットの内の少なくとも一方のユニットは、情報記憶媒体または構成物を取出
し挿入可能であると共に、前記一方のユニットが収納される第１の所定位置と前記情報記
憶媒体または構成物を取出し挿入できる第２の所定位置とに変位可能としたことを特徴と
する請求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項１２】
　一対のユニットを互いに前後または左右に配置したことを特徴とする請求項１または請
求項２記載の映像再生装置。
【請求項１３】
　連動手段は所定の条件において連動を解除する連動解除手段を備え、一対のユニットの
内の一方のユニットの変位が固定された場合、または他方のユニットに所定以上の外力が
加えられた場合に、前記他方のユニットを独立に変位させることを可能としたことを特徴
とする請求項２項記載の映像再生装置。
【請求項１４】
　一対のユニットの内のいずれかのユニットに複数の構成物を収めたことを特徴とする請
求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項１５】
　一対のユニットの内のいずれかのユニットを収納後にそのユニットを覆い隠す扉を備え
たことを特徴とする請求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項１６】
　装置を設置した設置空間を照射する照明灯を備え、その照明光を所定の範囲で遮蔽でき
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るように扉を配置したことを特徴とする請求項１５項記載の映像再生装置。
【請求項１７】
　装置を操作するリモコンを装置本体またはいずれかのユニットに着脱可能に設けたこと
を特徴とする請求項１または請求項２記載の映像再生装置。
【請求項１８】
　リモコンを装着したままでそのリモコンの操作が可能な開口を設けたことを特徴とする
請求項１７記載の映像再生装置。
【請求項１９】
　装置を車両室内の天井面に設置したことを特徴とする請求項１または請求項２項記載の
映像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、映像情報を再生・表示する映像再生装置の分野に属し、特に車両室内の天
井面等に設置される映像再生装置に関するものである。例えば、ＤＶＤ（ Digital Versa
tile Disk ）プレーヤーと液晶カラーディスプレイを用いた映像音響記録再生、あるいは
、テレビ、ビデオ、インターネット通信等を利用した映像・画像記録再生等に用いられる
映像再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両室内の天井面にディスプレイを収納可能とした映像再生装置が知られて
おり、例えばディスプレイを下方向に開くことにより視聴可能とする特許文献１や特許文
献２、特許文献３、さらにディスプレイを車両天井面に沿って移動可能とした特許文献４
、またディスプレイを車両天井面に対して傾けて収納する特許文献５等に記載されている
。
【０００３】
　これら従来の映像再生装置においては、ディスプレイは車両天井面に設置されるが、そ
の他のＣＤ－ＲＯＭ（ Compact Disc - Read Only Memory ）プレーヤーやＤＶＤプレー
ヤー等の情報記憶媒体の再生装置については、車両室内の他の場所に設置される。
【０００４】
【特許文献１】実開昭６４－１５４７９号公報
【特許文献２】実開昭６１－１３７０４８号公報
【特許文献３】特開平２－１４９０８３号公報
【特許文献４】実開平４－１４５４９号公報
【特許文献５】特開平３－１８９６２０号公報
【０００５】
　このように、従来の映像再生装置は、いずれのものもディスプレイについては車両天井
面に設置されるが、そのディスプレイに表示する映像情報を情報記憶媒体等より再生する
部分は、ディスプレイ部分とは別体に設置されるため、映像情報を再生する部分からディ
スプレイ部分への配線や無線による接続装置等が必要となる等の問題があった。
【０００６】
　また、映像を再生するＤＶＤプレーヤー等を含んだユニット構成となっておらず、単に
ディスプレイの開閉構造をベースにしているような構成であったため、他の大型構成ユニ
ットを含んだ場合の全体ユニットの肥大化、とりわけ車両天井面下部の意匠面の厚み増大
、車両天井面での設置投影面積の拡大、ディスク等の情報記憶媒体の取出し挿入の操作性
の悪化等の問題が生じていた。
【０００７】
　例えば、ディスプレイ以外のＤＶＤプレーヤー等の大型構成ユニットを一体化したパッ
ケージを実現する場合、車両天井面へ設置する装置が大型になり、運転席からの後方視界
を遮ったり、乗員のヘッドインパクトの対象領域に入る等、車両室内の安全空間を損なっ
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てしまうという問題があった。また、これにより限られた車室空間の内装デザインを損な
うという問題もあった。
【０００８】
　また、ディスク等の情報記憶媒体の取出し挿入口がある場合、車両天井面との隙間が十
分に取れず、ディスク等の取出し挿入の操作性が悪化してしまうという問題があった。
【０００９】
　さらに、装置を操作するリモコンが装置本体と別体に設けられているため、利用者がリ
モコンを使用しようする際に、よく見当たらない場合があり、車両室内を探し回らねばな
らないというような問題があった。
【００１０】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、利用時の操作性
・視認性と収納時の収納効率に優れた小型の映像再生装置を得ることを目的とするもので
ある。
【発明の開示】
【００１１】
　この発明に係る映像再生装置は、少なくとも一対のユニットと、これを保持するシャー
シを備えた一体型の映像再生装置において、一対のユニットの変位を支持する支持手段と
、変位を固定する固定手段とを備え、一対のユニット各々の所定方向への変位及び所定位
置への固定・収納を可能とし、一対のユニットの内の一方のユニットを映像情報を再生す
る再生ユニットとし、他方のユニットを再生された映像情報を表示する表示ユニットとし
、一対のユニットの内の一方のユニットの変位を仮固定する仮固定手段と、仮固定を解除
する解除手段とを備え、解除手段は他方のユニットの変位に連動して解除動作するように
したものである。
　このことによって、利用時の再生ユニットにおける操作性や表示ユニットにおける視認
性と、収納時の収納効率に優れた小型の映像再生装置が得られ、他方のユニットを変位さ
せることにより、同時に一方のユニットの仮固定を解除して変位させることができ、一対
のユニットを容易に開閉・収納することができるという効果がある。
る。
【００１２】
　この発明に係る映像再生装置は、少なくとも一対のユニットと、これを保持するシャー
シを備えた一体型の映像再生装置において、一対のユニットの変位を支持する支持手段と
、変位を固定する固定手段とを備え、一対のユニット各々の所定方向への変位及び所定位
置への固定・収納を可能とし、一対のユニットの内の一方のユニットを映像情報を再生す
る再生ユニットとし、他方のユニットを再生された映像情報を表示する表示ユニットとし
、一対のユニット各々の変位を互いに連動させる連動手段を備え、一対のユニットの内の
一方のユニットを変位させて他方のユニットを従属変位させることを可能としたものであ
る。
　このことによって、利用時の再生ユニットにおける操作性や表示ユニットにおける視認
性と、収納時の収納効率に優れた小型の映像再生装置が得られ、一対のユニットの開閉・
収納が容易になるという効果がある。
【００１３】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットを互いに上下に配置するようにしたも
のである。
　このことによって、装置の設置面積が減少すると共に、収納時のユニットの収納効率が
向上し、装置の小型化を図ることができるという効果がある。
【００１４】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内の一方のユニットを他方のユニッ
トとシャーシとの間に挟み込んで保持することにより、一対のユニットを収納可能とした
ものである。
　このことによって、一対のユニットを容易に効率よく収納することができるという効果



(5) JP 4275404 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

がある。
【００１５】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットは、支持手段を共有し、所定位置まで
同時に変位可能としたものである。
　このことによって、一対のユニットを容易に開閉することができるという効果がある。
【００１６】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内の一方のユニットの変位が所定位
置で固定された状態において、他方のユニットは所定の範囲内で独立に変位・固定可能と
したものである。
　このことによって、利用時のユニットの配置の自由度を向上することができるという効
果がある。
【００１７】
　この発明に係る映像再生装置は、装置を凹部を有する設置面に設置し、一対のユニット
の内の少なくとも一方のユニットの一部は変位することにより、凹部内に収納可能とした
ものである。
　このことによって、装置の設置空間への突出量を低減できると共に、ユニットの隠蔽に
よりセキュリティーの向上が図れるという効果がある。
【００１８】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内の少なくとも一方のユニットの変
位する範囲を制限する制限手段を備えるようにしたものである。
　このことによって、ユニットを必要最小限の範囲で変位させることができ、省スペース
化が図れるという効果がある。
【００１９】
　この発明に係る映像再生装置は、制限手段として制限対象のユニットとシャーシとに凹
部とこれに係合する凸部を設けるようにしたものである。
　このことによって、簡単な構造によりユニットの変位する範囲を制限することができる
という効果がある。
【００２０】
　この発明に係る映像再生装置は、仮固定手段として一対のユニットの内の一方のユニッ
トとシャーシとに嵌合凹部とこれに嵌合する嵌合凸部を設け、解除手段として他方のユニ
ットに連動して嵌合を解除するカムを設けるようにしたものである。
　このことによって、簡単な構造により一対のユニットを容易に開閉・収納することがで
きるという効果がある。
【００２１】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内の少なくとも一方のユニットは、
情報記憶媒体または構成物を取出し挿入可能であると共に、一方のユニットが収納される
第１の所定位置と情報記憶媒体または構成物を取出し挿入できる第２の所定位置とに変位
可能としたものである。
　このことによって、情報記憶媒体または構成物の取出し挿入が容易になると共に、収納
によるユニットの隠蔽によりセキュリティーの向上が図れるという効果がある。
【００２２】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットを互いに前後または左右に配置するよ
うにしたものである。
　このことによって、収納時の装置の薄型化が図れると共に、利用時の各ユニットの配置
の自由度を向上することができるという効果がある。
【００２３】
　この発明に係る映像再生装置は、連動手段は所定の条件において連動を解除する連動解
除手段を備え、一対のユニットの内の一方のユニットの変位が固定された場合、または他
方のユニットに所定以上の外力が加えられた場合に、他方のユニットを独立に変位させる
ことを可能としたものである。
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　このことによって、利用時のユニットの配置の自由度を向上することができるという効
果がある。
【００２４】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内のいずれかのユニットに複数の構
成物を収めるようにしたものである。
　このことによって、複数の構成物の操作性の向上とユニット数の削減が可能になるとい
う効果がある。
【００２５】
　この発明に係る映像再生装置は、一対のユニットの内のいずれかのユニットを収納後に
そのユニットを覆い隠す扉を備えるようにしたものである。
　このことによって、収納後のユニットの防塵・防護が可能になると共に、ユニットの隠
蔽によりセキュリティーの向上が図れるという効果がある。
【００２６】
　この発明に係る映像再生装置は、装置を設置した設置空間を照射する照明灯を備え、そ
の照明光を所定の範囲で遮蔽できるように扉を配置するようにしたものである。
　このことによって、照明光の照射範囲を制限することにより、映像視聴時の視認性を向
上することができるという効果がある。
【００２７】
　この発明に係る映像再生装置は、装置を操作するリモコンを装置本体またはいずれかの
ユニットに着脱可能に設けるようにしたものである。
　このことによって、リモコンを探す手間がなくなり、容易にリモコンを利用することが
できるという効果がある。
【００２８】
　この発明に係る映像再生装置は、リモコンを装着したままでそのリモコンの操作が可能
な開口を設けるようにしたものである。
　このことによって、リモコン装着時にも容易にリモコンを操作することができるという
効果がある。
【００２９】
　この発明に係る映像再生装置は、装置を車両室内の天井面に設置するようにしたもので
ある。
　このことによって、利用時の操作性・視認性と収納時の収納効率に優れた小型の車両用
の映像再生装置が得られるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態に
ついて、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１．
　図１は、実施の形態１における映像再生装置の外観を示す斜視図である。また、図２は
、実施の形態１における映像再生装置の表示ユニットであるディスプレイモニター２及び
再生ユニット６が開いた状態を示す斜視図である。また、図４１は、実施の形態における
映像再生装置全体の機能構成を示すブロック図である。
【００３１】
　この実施の形態１における映像再生装置は、車両室内の天井面に設置されている。図１
はディスプレイモニター２を閉じた状態を示しており、この状態から開閉ボタン３を押す
と、図２のようにディスプレイモニター２、及びＤＶＤプレーヤー等の再生ユニット６が
開き、車両の後部座席に着座した利用者が映像音響を視聴できる状態となる。
【００３２】
　本体ベースカバー１の底面にはヘッドホン出力端子５ａが用意されている。音響を聴く
手段としては、ヘッドホン出力端子５ａにヘッドホンの接続端子をつないで聴く方法の他
に、例えば音響信号を赤外線やＲＦ（ Radio Frequency ）信号等に変換し、利用者が装
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着したワイヤレスヘッドホン７へ無線送信して音響を聴くこともできる。また、本体ベー
スカバー１側面には外部入力端子５ｂが備えられゲーム機やビデオカメラ等の外部ソース
をつないで視聴することもできる。
【００３３】
　また、装置本体を操作する着脱可能なリモコン１９を収納するリモコン収納部４がディ
スプレイモニター２の後方に配置され、リモコン１９使用時にはここから取出して使い、
未使用時には収納しておくことができる。
【００３４】
　図３は、実施の形態１における映像再生装置の全体構造を示す側面図であり、ディスプ
レイモニター２及び再生ユニット６が開いた状態を示している。ディスプレイモニター２
と再生ユニット６は、各々の回転を支持する支持手段としての回転軸３３を共有して上下
に配置されている。フレームシャーシ１８には回転軸ホルダー１６が構成され、ディスプ
レイモニター２及び再生ユニット６を保持するシャーシとなっている。フレームシャーシ
１８は、再生ユニット６を収納できるように車両天井面８の裏側の凹部に対して凸形状の
トップカバー３６を有し、再生ユニット６が閉じられたときに再生ユニット６の全体、も
しくは一部が車両天井面８まで回転して収納されるような構造になっている。また、開閉
のための開閉ボタン３及び固定手段であるロック機構としての開閉ロック爪部１７が、再
生ユニット６前方部に配置されている。再生ユニット６は、ユニットデッキホルダー１５
に固定され、ユニットデッキホルダー１５の回転と共に回転する。
【００３５】
　再生ユニット６の前面にはフロント部電気回路基板１３が配置され、本体操作ボタン１
ａ用のスイッチ類や表示ＬＥＤ（ Light Emitting Diode ）９、リモコン信号受信素子等
が実装されている。また、音響信号送信用の赤外線ＬＥＤ１４も実装されており、赤外線
に変換した音響信号を透過パネル１ｂを介して利用者が装着したワイヤレスヘッドホン７
へ送信する。また、本体後方には主要電気回路基板２０が配置され、例えば電源回路、映
像音響関連回路、通信関連回路とそのコネクター類等が実装されている。
【００３６】
　図４から図６は、実施の形態１における映像再生装置の本体を閉じた状態から開いてい
く各段階の状態を側面断面図で示している。閉じてる状態の図４で開閉ボタン３を押すと
、ディスプレイモニター２と再生ユニット６が同時に開き、図５に示すようにある所定傾
斜角θで固定される。これにより、再生ユニット６のディスク挿入口１０は車両天井面８
から傾斜角θだけ下向きになり、情報記憶媒体としてのディスク１２の取出し、挿入が可
能となる。
【００３７】
　再生ユニット６が回転して固定された瞬間、ディスプレイモニター２は慣性モーメント
でさらに再生ユニット６から少し離れて回転して止まることができる。その状態から手動
でディスプレイモニター２を押し開けることで、図６のように利用者がディスプレイスク
リーン１１の映像を視聴できる状態となる。
【００３８】
　図７は、実施の形態１における映像再生装置の回転軸部の構造を示す斜視図である。ユ
ニットデッキホルダー１５の回転軸とディスプレイモニター２の回転軸は同軸の回転軸３
３にあり、ユニットデッキホルダー１５の回転軸部に仮固定手段として回転フック固定カ
ム２１が形成されている。同軸上にあるディスプレイモニター２の回転軸３３には、解除
手段として回転フック解除カム２２が取付けられている。回転フック固定カム２１に嵌合
凹部として回転フック用溝３５を施し、これに嵌合する嵌合凸部として固定ピン２３を有
する固定ピンレバー２４を回転軸ホルダー１６へ取付けてある。この固定ピンレバー２４
はレバースプリング２５によって、固定ピン２３が回転フック固定カム２１へ押し当てら
れるように配置されている。
【００３９】
　ユニットデッキホルダー１５には、デッキホルダー歯車３０が施され、回転を制動する
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ための回転伝達歯車２８及びダンパー２９が噛み合って回転制動部を構成している。また
、ユニットデッキホルダー１５には、再生ユニット６が回転により車両天井面８から所定
の開閉角度以上に傾斜しないように、制限手段として係合する凸部と凹部である傾斜リミ
ッターピン３１と傾斜リミッター穴３２により傾斜リミッター機構部が構成されている。
　図７で示した回転軸部の構成は、回転軸３３の左右両方に設けることもできる。
【００４０】
　図８、図９は、実施の形態１における映像再生装置の回転軸部の構造を示す側面図であ
り、ユニットデッキホルダー１５の回転における回転フック機構部の動作を示している。
【００４１】
　図８の再生ユニット６が装置本体に閉じた状態では、回転フック固定カム２１は固定ピ
ン２３を押上げており、傾斜リミッターピン３１は傾斜リミッター穴３２の下限に位置し
ている。
【００４２】
　図９のように、ユニットデッキホルダー１５が回転して再生ユニット６が開いていき設
定された所定の傾斜角まで傾斜すると、固定ピン２３が回転フック用溝３５に嵌まって傾
斜角が固定される。このとき傾斜リミッターピン３１も傾斜リミッター穴３２の上限近傍
に位置する。傾斜角は固定ピン２３で決まり、傾斜リミッターピン３１は異常な回転モー
メントが加わったときの安全装置として機能する。
【００４３】
　図１０から図１２は、実施の形態１における映像再生装置の回転軸部の構造を示す側面
図であり、開いたディスプレイモニター２を閉じていく際に、固定ピン２３を回転フック
用溝３５から外す回転フック解除カム２２の動作を示している。図１０は、ディスプレイ
モニター２を開いて使用中の状態を示している。図１１は、ディスプレイモニター２を閉
じていき、ちょうど再生ユニット６に当る直前の状態を示している。図１２は、ディスプ
レイモニター２と再生ユニット６が完全に閉じられた状態を示している。図１１から図１
２の状態にかけて、固定ピン２３へ回転フック解除カム２２が働き、フック固定が外れる
ようになっている。
【００４４】
　図１３は、実施の形態１における映像再生装置の回転軸部の全体構造を本体正面からみ
た断面図である。この例では左右両回転軸部に回転フック機構部２１～２５、及び傾斜リ
ミッター機構部３１～３２を配置し、回転制動部２８～３０は左回転軸部にのみ配置して
いる。
【００４５】
　図１４は、実施の形態１における映像再生装置における開閉機構の構造を示す正面図で
ある。装置本体を閉じた状態で、開閉機構を構成する開閉ロック爪部１７がディスプレイ
モニター凹部２ａに位置することで、再生ユニット６を本体シャーシとディスプレイモニ
ター２で挟んで保持し収納している状態を示している。再生ユニット６の上部、下部に各
々デッキ押えクッション３７、ディスプレイモニター押えクッション３８を設けており、
衝撃、振動による再生ユニット６の振れを抑制している。
【００４６】
　図１５は、実施の形態１における映像再生装置おいて、開閉ロック爪部１７が外れて、
再生ユニット６とディスプレイモニター２が回転降下して開いた状態を示した正面図であ
る。
【００４７】
　図１６、図１７は、実施の形態１における映像再生装置の開閉機構の構造及び動作を示
す斜視図、正面図である。開閉機構はフレームシャーシ１８の下面にあって、図１６では
、トップカバー３６を透かし絵に描いている。図１７は、開閉ボタン３を押した時の開閉
ロック爪４７が外れる動作を示している。
【００４８】
　開閉ボタン３はボタンホルダー３９に嵌合しており、配置したスプリング４１でボタン
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ホルダー３９は図１６の下方に押し付けられ、爪３９ａでボタンベース４０に当って位置
出しされている。ボタンベース４０にはボタンレバー４２が左右対象に配備され、ボタン
レバー４２の先端がボタンホルダー３９の面に当っている。ボタンレバー４２の他端には
スライダー棒４３の一端がピンでつながれている。
【００４９】
　スライダー棒４３はボタンレバー４２から程よく離れた位置にスライダーピン穴４４が
設けられフレームシャーシ１８に固定されたスライダーピン４５に係合している。スライ
ダー棒４３の他端は開閉ロック爪部１７の構成部であるスライダー受け面４６に当ってい
る。開閉ロック爪部１７は、スライダー受け面４６より上方の位置に動作の支点を有し、
トップカバー３６に固定された開閉ロック爪ホルダー４８の軸４８ａを支点として図１７
における左右方向に回点動作するように構成されている。
【００５０】
　スプリング４９は、開閉ロック爪部１７をディスプレイモニター２のある内側へ押付け
るように働き、スライダー受け面４６はスライダー棒４３を開閉ボタン３のある方向に押
付けることになって、スライダー受け面４６とスライダー棒４３間、及びボタンレバー４
２とボタンホルダー３９間にはガタツキが生じないように設定されている。
【００５１】
　開閉ロック爪部１７は左右２個所に対称に向かい合って配置され、これに作用するボタ
ンレバー４２、スライダー機構部であるスライダー棒４３、スライダーピン穴４４、スラ
イダーピン４５も対応して左右各々に対称に配置されている。
【００５２】
　これらの構成によれば、図１７で示すように開閉ボタン３を押した時、ボタンレバー４
２の回転動作と、スライダーピン穴４４、スライダーピン４５のスライダー機構部により
、スライダー棒４３はほぼ平行にスライダー受け面４６を押し、開閉ロック爪部１７は外
側へ回転動作してディスプレイモニター凹部２ａから開閉ロック爪４７が外れることにな
る。
【００５３】
　尚、図示はしないが、図１４において、再生ユニット６の左右側面にディスプレイモニ
ター凹部２ａと同様の凹部を設け、図１５で示した開時の状態において、再生ユニット６
の上記凹部を開閉ロック爪部１７で固定するようにしてもよい。この際、回転軸３３から
十分離れた位置で固定することにより、開時の再生ユニット６の傾斜角度を高精度に保持
して固定することができる。
【００５４】
　次に、図１８から図２２は、実施の形態１における映像再生装置のリモコン１９の収納
構造を示している。
【００５５】
　図１８から図２０は、実施の形態１におけるリモコン収納部４の断面図、長手断面図、
底面図であり、リモコン１９をリモコン収納部４へ装着した状態を示している。この例で
は、リモコン保持部が本体ベースカバー１と別体で構成されている。リモコンホルダー５
０の先端にリモコン保持爪５１が有り、リモコン１９に設けた嵌合凹部１９ａに係合して
収納保持される。取出す場合は、リモコン取出し口５３がリモコン１９の対象辺に設けら
れており、ここに指を入れてリモコン１９を引出す。
【００５６】
　リモコン１９の操作ボタンは本体ベースカバー１の内側または外側のいずれの面を向い
ていてもかまわない。この例では内側に配置するようにして、操作ボタンとの隙間を得る
と共に、リモコン１９の全周のガタツキをなくすためガイド用突起５２を施している。
【００５７】
　図２１、図２２は、リモコン１９の収納構造の変形例を示す断面図、底面図であり、リ
モコン保持部が本体ベースカバー１と一体に構成された場合を示している。リモコン保持
爪５１とリモコン取出し口５３の位置関係、及びリモコン保持爪５１の数については、例
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えば図２２のように複数爪として同一面にリモコン取出し口５３を配置してもよい。
【００５８】
　このように、実施の形態１の映像再生装置によれば、車両天井面８に設置し再生ユニッ
ト６及びディスプレイモニター２の回転移動や所定位置への固定・収納を容易にできるよ
うにしたので、利用時の操作性・視認性と収納時の収納効率に優れた小型の車両用の映像
再生装置が得られる。
【００５９】
　また、実施の形態１によれば、ディスプレイモニター２と再生ユニット６を上下に配置
したことで、装置本体の車両天井面８を占める面積が少なくてすみ、装置本体のコンパク
トパッケージ化が実現できる。
【００６０】
　また、実施の形態１によれば、下段へ配置したディスプレイモニター２を開閉ロック爪
部１７で固定するだけで、上段の再生ユニット６をフレームシャーシ１８と挟み込んで固
定することができ、単純な開閉機構を実現できる。
【００６１】
　また、実施の形態１によれば、ディスプレイモニター２と再生ユニット６の回転軸３３
を単一軸上に配置し、ディスプレイモニター２と再生ユニット６を上下に重ね置きするよ
うにしたので、両ユニットを一体で回転でき、容易に開閉することができる。また、両ユ
ニットの回転、傾斜角の固定・解除、収納を図る構造の集約化及び簡略化が可能となる。
【００６２】
　また、実施の形態１によれば、再生ユニット６が回転して所定角度で固定された後、デ
ィスプレイモニター２はさらに任意のもしくは所定の角度まで回転でき固定される構造と
したので、映像視聴時のディスプレイモニター２の配置を自由に変更することができ、視
認性も向上する。
【００６３】
　また、実施の形態１によれば、再生ユニット６をディスク挿入口１０を含めて車両天井
面８の裏側凹部まで入り込むようにし、かつ再生ユニット６を回転させてディスク挿入口
１０を車両天井面８より下方に向くようにできる構造としたため、ディスク１２の出し入
れが容易になり、かつ車両天井面８から下の本体意匠部の厚さを薄くできる。
【００６４】
　また、実施の形態１によれば、再生ユニット６及びディスプレイモニター２を閉じて収
納した状態では、装置本体を隠すことができ、セキュリティーの向上が図れる。
【００６５】
　また、実施の形態１によれば、再生ユニット６の開閉角度の制限手段として、回転軸３
３を中心とする円周上に沿った傾斜リミッター穴３２とこれに係合する傾斜リミッターピ
ン３１を設けたので、再生ユニット６を必要最小限の範囲で回転することができ、省スペ
ース化が図れる。また、異常な回転モーメントが加わった場合でも不要な回転を抑制する
ことができる。
【００６６】
　また、実施の形態１によれば、再生ユニット６は固定ピン２３とこれに嵌合する凹形状
の回転フック用溝３５を持つ構造により所定角度で固定することができ、また、固定ピン
２３を外すための回転フック解除カム２２をディスプレイモニター２の回転軸部に施した
ので、ディスプレイモニター２を回転することにより、同時に再生ユニット６の固定を解
除して回転することができ、両ユニットを容易に開閉・収納することができる。
【００６７】
　また、実施の形態１によれば、同軸回転による開閉機構により、ディスプレイモニター
２と再生ユニット６の間で半径方向の相対位置ずれが発生せず、位置合わせが容易になる
。
【００６８】
　また、実施の形態１によれば、リモコン１９を収納するリモコン収納部４を装置本体に
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設けることにより、利用者はリモコン１９を探す手間がなくなり、いつでもリモコン１９
を取出して利用することができる。
【００６９】
実施の形態２．
　次に、実施の形態２として、ディスプレイモニター２と再生ユニット６を平面上前後に
配置した場合の例を示す。図２３から図３０は、実施の形態２における映像再生装置の構
造を示している。
【００７０】
　図２３は、実施の形態２における映像再生装置の全体構造を示す側面図である。この例
では、ディスプレイモニター２と再生ユニット６の各回転軸部を互いに近傍に配置し、装
置を閉じた状態ではディスプレイモニター２のディスプレイスクリーン１１の表面が本体
ベースカバー１の外側に向くように配置している。
【００７１】
　図２４は、実施の形態２における映像再生装置のディスプレイモニター２及び再生ユニ
ット６が開いた状態を示す側面図である。図２４に示すように、装置を開く場合には、デ
ィスプレイモニター２と再生ユニット６が互いに逆回転して起きる構造とする。例えば、
図２４の場合は、再生ユニット６側の傾斜角が１５度まで開いたときに、一方のディスプ
レイモニター２側の傾斜角が６０度まで開くようにしている。
【００７２】
　図２５から図２８では、各々の回転が互いに関連して連動動作する連動手段として回転
連動機構部を備え、例えば一方の再生ユニット６が回転した時、他方のディスプレイモニ
ター２が従属して回転する場合の回転軸部の構造を示している。
【００７３】
　図２５、図２６は、実施の形態２における回転軸部を示す斜視図、側面図である。ディ
スプレイモニター２と再生ユニット６は、別々の回転軸３３ａ、３３ｂを持ち、各々にデ
ィスプレイ側軸歯車５４とデッキホルダー歯車３０が設置され、所定の歯車比をもって噛
み合っている。
【００７４】
　先の図２４のように、再生ユニット６の傾斜角が１５度まで開いたときに、ディスプレ
イモニター２の傾斜角が６０度まで回転するようにするには、上記の歯車比を１：４とな
るように構成すればよい。
【００７５】
　図２７、図２８は、実施の形態２における回転軸部の変形例を示す側面図、正面図であ
る。ここでは、ディスプレイモニター２と再生ユニット６の両回転体の歯車比を任意に設
定しやすくすると共に、両回転軸３３ａ、３３ｂを同軸上または任意の軸位置に離して設
定できる構造を示している。
【００７６】
　さらに、連動解除手段として回転連動機構部にスリップ回転機構を施すことで、一方の
ユニットが任意に固定された時には、ある回転モーメント以上では他方のユニットが独立
回転することを許容させることができる。再生ユニット６が固定されたユニットデッキホ
ルダー１５が開いていく時、デッキホルダー歯車３０によって歯車ａ５５及びスリップ歯
車ａ５８に回転が伝達され、ディスプレイモニター２のディスプレイモニター側軸歯車５
４に噛み合って回転して開く。この時、各歯車の比率を予め設定することで任意に両回転
体の開閉角度を設定することができる。
【００７７】
　また、例えば中間歯車であるスリップ歯車ａ５８にスリップ回転機構を設けることによ
り、所定以上の回転モーメントに対して、連動する回転体が独立に回転することが可能と
なる。図２８に示す歯車ホルダー６１は、中間歯車である歯車ａ５５、スリップ歯車ａ５
８を保持して、回転連動機構部を構成している。
【００７８】
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　また、これに限らず、ディスプレイモニター２と再生ユニット６が常に独立に回転する
ようにしてもよい。
【００７９】
　次に、図２９、図３０は、実施の形態２における再生ユニット６の開閉機構を示す斜視
図、側面図である。開閉ロックレバー６３は再生ユニット６に固定され、開閉ロックピン
６８はフレームシャーシ１８に形成されている。閉じた状態のときは、開閉ロックレバー
６３は開閉ロックピン上段６８ａに掛っている。レバー回転軸６５にはスプリング６６が
掛けられ、常に開閉ロックピン６８に引っ掛るようにモーメントが加わっている。スプリ
ング６６の一端は開閉ロックレバー６３に、他端は再生ユニット６のスプリング受け６７
に掛っている。
【００８０】
　開閉ロック解除ボタン６２を開閉ロックピン６８が外れる方向に押して引き下げること
により、再生ユニット６は回転して開く。開き終わったところで開閉ロック解除ボタン６
２を戻すと、開閉ロックレバー６３は開閉ロックピン下段６８ｂに係合して固定される。
この開閉ロックレバー６３は左右両方に配置され、開閉ロックステイ６４を介してつなが
り、この開閉ロックステイ６４に開閉ロック解除ボタン６２が固定されている。
【００８１】
　尚、この例では、ディスプレイモニター２と再生ユニット６を平面上前後に配置した場
合の例を示したが、平面上左右や平面上斜め方向に配置してもよい。
【００８２】
　このように、実施の形態２の映像再生装置によれば、ディスプレイモニター２と再生ユ
ニット６を平面配置することにより、装置本体の意匠面をさらに薄くすることができる。
【００８３】
　また、実施の形態２によれば、両回転軸間を関連付ける回転連動機構部を施し、回転軸
部を集約化する構造にしたので、ロック機構の簡略化が図れる。さらに、一方のユニット
を開閉動作させるだけで、他方のユニットも従属的に開閉動作させることができ、利用者
が両ユニットを別々に開閉するような手間を省くことができる。
【００８４】
　また、実施の形態２によれば、スリップ回転機構を設けることで、一方のユニットの回
転が固定されている状態において、所定の回転モーメント以上では他方のユニットが独立
に回転可能としたので、利用時の他方のユニットの配置の自由度を向上することができる
。
【００８５】
実施の形態３．
　次に、実施の形態３として、実施の形態１における再生ユニット６に構成物としてスロ
ット開口７０を持つサブユニット６９を複数個配置した例を示す。図３１から図３７は、
実施の形態３における映像再生装置の構造を示している。
【００８６】
　図３１は、実施の形態３における映像再生装置の再生ユニット６の一例を示す斜視図で
ある。図３１において、スロット開口７０により取出し挿入可能な対象としては、磁気ま
たは光ディスク、ＰＣＭＣＩＡ等に使われるカード状メモリーやスティック状メモリー等
の媒体の他、増設回路基板等の任意の構成物やサブユニット６９本体であってもよい　　
　　。
【００８７】
　図３２から図３７は、実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示している。こ
こでは、図３１におけるサブユニット６９の一例として、実施の形態１で示したリモコン
１９を、再生ユニット６に収納するようにした場合を示している。
【００８８】
　図３２、図３３は、実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す斜視図、底面
図である。図３２のように、再生ユニット６のフロント面にリモコン挿入口７５を有する
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リモコン収納部７１にリモコン１９を出し入れする。図３３のように、リモコン収納部７
１の底面には、リモコン１９を収納したときのリモコン保持爪７２が設けられている。ま
た、リモコン１９を収納したままリモコン操作ボタン７４を操作できるようにリモコンボ
タン用開口７３が設けられている。
【００８９】
　図３４から図３６は、実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す側面図、正
面図であり、リモコン１９の収納、取出しをする状態を示している。また図３７は、リモ
コン１９本体の斜視図である。
【００９０】
　図３４のように、リモコン１９が収納されると、押出しスプリング７８が押出し板７９
を介して押され、リモコン凹爪受け７６にリモコン保持爪７７が係合してリモコン１９は
収まる。
【００９１】
　また、リモコン１９を取出す時は、リモコン保持部７２の先端を押えてリモコン保持爪
７７を外すことで、押出しスプリング７８が作用して、図３５のように、リモコン１９が
突出する。飛出しを抑制するためにリモコン保持爪７７がリモコン操作凹面８０の斜め段
８１に掛かり止まるようになっており、その後は手で取出すようにする。斜め段８１に掛
っているためリモコン保持爪７７はその斜面を滑って爪が外れるようになる。
【００９２】
　図３６は、リモコン収納部７１を正面からみた断面図で、リモコン操作ボタン７４がリ
モコン収納部底面７１ａに触れないように、リモコン１９の操作面はリモコン操作凹面８
０を構成している。
【００９３】
　このように、実施の形態３によれば、再生ユニット６にスロット開口７０を持つサブユ
ニットを複数個配置するようにしたので、スロット開口７０における媒体の取出し挿入の
操作性が改善できる。また、複数ユニットを一つにまとめることができ、ユニット数の削
減が可能になる
【００９４】
　また、実施の形態３によれば、複数のサブユニットはスロット開口７０の有無に関わら
ず、各々のフロント面にある各種操作ボタンの操作、各種表示素子の視認、外部のリモコ
ン１９や通信素子との信号の送受信等が容易になる。
【００９５】
　また、実施の形態３によれば、リモコン収納部７１を再生ユニット６に設けるようにし
たので、装置本体を閉じた状態では意匠面からリモコン収納部７１を含めリモコン１９を
隠すことができ、セキュリティーの向上が図れる。
【００９６】
　また、実施の形態３によれば、再生ユニット６底面にリモコンボタン用開口７３を設け
ることにより、リモコン１９をリモコン収納部７１に収納した状態で、リモコン操作ボタ
ン７４を操作することができる。
【００９７】
実施の形態４．
　次に、実施の形態４として、実施の形態２におけるディスプレイモニター２を収納保護
する扉を設けた例を示す。図３８から図４０は、実施の形態４における映像再生装置の構
造を示している。
【００９８】
　図３８は、実施の形態４における映像再生装置の全体構造を示す側面図である。ここで
は、ディスプレイモニター２を収納保護する扉としてスライド方式のスライド扉８２を設
けている。スライド扉８２は、平面形状で、本体ベースカバー１のガイド溝８３に爪８２
ａが係合し、ディスプレイモニター２を起こした場合の後方へスライド開閉するよう構成
されている。
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【００９９】
　尚、これに限らず、スライド扉８２を例えばディスプレイモニター２の左右方向、もし
くは前方へ開閉するようにしてもよい。
【０１００】
　また、この例では、本体ベースカバー１内に配置された主要電気回路基板２０に車両の
室内照明灯８４を施している。図３９は、ディスプレイモニター２収納時の室内照明灯８
４の照射範囲を示す側面図である。この場合、図３９のように、ディスプレイモニター２
を閉じてスライド扉８２を閉めた状態では、室内照明灯８４の照明光は照明灯パネル８５
を通過して車両の室内のほぼ全面を照らすことになる。また、ディスプレイモニター２の
映像を視聴する利用者の方向へは角度ａをもって照らすことになる。
【０１０１】
　図４０は、ディスプレイモニター２視聴時の室内照明灯８４の照射範囲を示す側面図で
ある。このように、ディスプレイモニター２を開いて起こした状態で映像を視聴する場合
に、スライド扉８２をガイド溝８３の途中に留めることにより、照明光を角度ｂまで遮る
ことが可能となる。
【０１０２】
　このように、実施の形態４によれば、ディスプレイモニター２を収納保護するスライド
扉８２を設けたので、ディスプレイモニター２を閉じた時にディスプレイスクリーン１１
表面がスライド扉８２で保護され、未使用時にディスプレイスクリーン１１表面が汚れた
り破損することを防止することができる。また、ディスプレイモニター２を隠すことによ
り、セキュリティーの向上が図れる。
【０１０３】
　また、実施の形態４によれば、装置本体に配置された主要電気回路基板２０に車両の室
内照明灯８４を施し、室内照明灯８４の照明光をスライド扉８２で部分的に遮蔽できるよ
うに構成したので、室内照明灯８４の照明光が車両の前方座席の領域のみを照らし、後方
座席の領域は照らさないようにすることができる。これにより、後方座席に着座した利用
者がディスプレイスクリーン１１の映像を視聴する際に、照明光による逆光を遮ることが
でき、画面の視認性が向上する。
【０１０４】
　尚、以上の実施の形態では、再生ユニット６により再生する情報記憶媒体として、例え
ばＤＶＤを利用した場合の例を示したが、これに限定されるものではなく、ビデオＣＤ、
ＣＤ－ＲＯＭ（ Read Only Memory ）、ＣＤ－Ｒ（ Recordable ）、ＣＤ－ＲＷ（ Rewri
table ）、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ（ Random Access Memory ）、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＭＤ（ Mini Disk ）等の他の光ディスクや、フレキシブルディスク、ハードディスク
等の磁気ディスクや、ＩＣ( Integrated Circuit )メモリーカード、磁気メモリーカード
、光メモリーカード等のメモリーカードや、ビデオテープ等の磁気テープや、メモリーＩ
Ｃを利用した着脱式固体メモリー媒体等、他の情報記憶媒体を利用してもよい。
【０１０５】
　また、実施の形態では、表示ユニットの一例として液晶ディスプレイを利用した場合の
例を示したが、ＣＲＴ（ Cathode Ray Tube ）ディスプレイ、プラズマディスプレイ、Ｅ
Ｌ（ Electro Luminescence ）ディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、ＶＦＤ（ Vacuum Fl
uorescent Display ）ディスプレイ、投射型ディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ等
の他の種々のディスプレイモニターを利用してもよい。
【０１０６】
　また、実施の形態では、この発明を主にＤＶＤ等に記憶された映画等の映像情報を再生
する映像再生装置に適用した場合の例を示したが、これに限らず、テレビやビデオの映像
の他に、カーナビゲーション装置からの地図や経路等の画像情報や、ＶＩＣＳ（ Vehicle
 Information and Communication System ）受信装置からの交通渋滞情報等の交通情報や
、車両電子制御ユニットからの車両速度やエンジン回転数等の車両情報や、車載ＰＣ（ P
ersonal Computer ）からの画像情報等を再生・表示する装置に適用してもよく、これら
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により車両室内にて各種情報を再生・表示可能なコンパクトな車載情報再生装置が得られ
る。
【０１０７】
　また、実施の形態では、主に車両に搭載される映像再生装置を想定した場合の例を示し
たが、この発明はこれに限定されるものではなく、列車、船舶、飛行機等の他の移動体に
搭載される映像再生装置や、ＰＤＡ（ Personal Digital Assistant ）等の人の持ち歩く
携帯情報端末機器等に適用してもよい。さらに、移動体に搭載される機器に限らず、事務
所や家庭の視聴室等に固定設置される映像再生装置等に応用してもよく、このような場合
でも同様の効果が得られる。
【０１０８】
　以上の各実施の形態で示したように、この発明は以下のような特徴を有する。
　機能分割された複数のユニットにより構成される一体型の映像再生装置において、少な
くとも二つ以上のユニットを上下に配置する構造にして、上下配置のユニットを保持する
シャーシに回転軸部を設けていずれのユニットも回転できるようにした構造。
【０１０９】
　回転時上下配置のユニットが所定角度まで同軸上で同時に回転できる構造と開閉機構を
有し、開閉機構はユニットをシャーシと少なくとも一つのユニットとの間で挟み込んで保
持するような構造を有することと、ユニットが回転して所定角度で固定された後、少なく
とも一つのユニットはさらに任意のもしくは所定の角度まで回転でき固定される構造。
【０１１０】
　ユニットを回転して閉じた状態では、装置を設置した設置面の内側へユニットの一部も
しくはすべてが入り込み、設置面の外側の空間への突出量を少なくした構造。
【０１１１】
　少なくとも一つのユニットに対し、開閉角度の制限手段として、回転軸を中心とする円
周上に沿った長穴とこれに係合するピンを有する一方、所定角度で固定されるユニットは
ピンとこれが嵌合する凹形状溝を持つ構造により回転が固定されることと、ピンの勘合を
外すためのカムを他方のユニットの回転軸部に施した構造。
【０１１２】
　回転ユニットは、取出し挿入可能な情報記憶媒体または任意のサブユニット等から構成
されていて、回転動作の後、装置本体を設置する元の設置面から所定角度を持って固定さ
れる構造として、取出し挿入面が元の設置面から突出し、取出し挿入の対象物が設置面か
ら所定角度を有して取出し挿入できる構造。
【０１１３】
　装置を操作するリモコンを装置本体に着脱可能に装着できる構造。
【０１１４】
　各ユニットが互いに前後もしくは左右に配置される構造で、回転軸部を各々のユニット
に配置して、各々独立に回転し、任意に固定できる開閉機構を有する構造。
【０１１５】
　各ユニットの回転を互いに連動させる回転連動機構部を施すことで、一方のユニットを
回転させて他方のユニットを従属回転させることを可能にする構造。
【０１１６】
　回転連動機構部にスリップ回転機構を施すことで、一方のユニットが任意に固定された
時には、所定の回転モーメント以上では他方のユニットが独立回転を生ぜしめることを許
容させる構造。
【０１１７】
　複数の構成物を回転ユニットの一つに収めた構造。
【０１１８】
　リモコンを回転ユニットの一つに着脱可能とする挿入保持機構と、装着したままでリモ
コンの操作ボタンの操作が可能な開口を回転ユニットに施した構造。
【０１１９】
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　回転ユニットを装置本体に収納後、その回転ユニットを覆い隠す扉を装置本体に配置す
るようにした構造。
【０１２０】
　装置本体に室内照明灯を配置し、その室内照明灯の照明光を所定の範囲で遮蔽できるよ
うに扉を配置するようにした構造。
【０１２１】
　さらに、この発明は、車両室内の天井面に設置され、車両天井面への設置投影面積なら
びに車両天井面からの意匠面高さをできるだけ少なくした、コンパクトなパッケージ一体
型の車両用の映像再生装置を実現するものであり、次のような特徴を有する。
【０１２２】
　車両天井面にＤＶＤプレーヤーとディスプレイモニターを上下に配置し一体型装置を構
成する構造。
【０１２３】
　ＤＶＤプレーヤーの下部にディスプレイモニターを配置し、両方を保持するシャーシに
回転軸部を設けていずれも回転できる構造にし、ＤＶＤプレーヤーを所定角度で固定する
機構と、これを解除するカム機構を回転軸部に施した構造。
【０１２４】
　ＤＶＤプレーヤーをシャーシとディスプレイモニターで抱合わせて収納保持するロック
機構を設け、使用時に開閉ボタンを押すことによりロックが外れてＤＶＤプレーヤーとデ
ィスプレイモニターが同時に回転して開き、ＤＶＤプレーヤーは所定角度まで回転して固
定され、同時に連動して回転してきたディスプレイモニターを続けて回転して開くことで
任意の角度で視聴できる構造。
【０１２５】
　ユニットを閉じて収納した状態ではＤＶＤプレーヤーが車両天井面内側まで入りこみ、
使用時の開いた状態ではＤＶＤプレーヤーのディスク挿入口が露出した状態にて車両天井
面に対して傾斜して固定される構造。
【０１２６】
　リモコンを装置本体またはいずれかのユニットに着脱可能に装着できる構造。
【０１２７】
　以上のように、この発明に係る映像再生装置は、車両室内の天井面等に設置され、利用
時の操作性・視認性と収納時の収納効率に優れた小型の映像再生装置を得るのに適してい
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】この発明の実施の形態１における映像再生装置の外観を示す斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１における映像再生装置のディスプレイモニター２及び再
生ユニット６が開いた状態を示す斜視図である。
【図３】この発明の実施の形態１における映像再生装置の全体構造を示す側面図である。
【図４】この発明の実施の形態１における映像再生装置のディスプレイモニター２及び再
生ユニット６が閉じた状態を示す側面図である。
【図５】この発明の実施の形態１における映像再生装置の再生ユニット６が所定傾斜角ま
で開いた状態を示す側面図である。
【図６】この発明の実施の形態１における映像再生装置のディスプレイモニター２が所定
傾斜角まで開いた状態を示す側面図である。
【図７】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す斜視図である。
【図８】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す側面図である。
【図９】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す側面図である。
【図１０】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す側面図である。
【図１１】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す側面図である。
【図１２】この発明の実施の形態１における回転軸部の構造を示す側面図である。
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【図１３】この発明の実施の形態１における回転軸部の全体構造を示す正面図である。
【図１４】この発明の実施の形態１における開閉機構の構造を示す正面図である。
【図１５】この発明の実施の形態１において、開閉機構の開閉ロック爪部１７が外れた時
の状態を示す正面図である。
【図１６】この発明の実施の形態１における開閉機構の構造を示す斜視図である。
【図１７】この発明の実施の形態１における開閉機構の動作を示す正面図である。
【図１８】この発明の実施の形態１におけるリモコン収納部４の断面図である。
【図１９】この発明の実施の形態１におけるリモコン収納部４の長手断面図である。
【図２０】この発明の実施の形態１におけるリモコン収納部４の底面図である。
【図２１】この発明の実施の形態１におけるリモコン収納部４の変形例を示す断面図であ
る。
【図２２】この発明の実施の形態１におけるリモコン収納部４の変形例を示す底面図であ
る。
【図２３】この発明の実施の形態２における映像再生装置の全体構造を示す側面図である
。
【図２４】この発明の実施の形態２における映像再生装置のディスプレイモニター２及び
再生ユニット６が開いた状態を示す側面図である。
【図２５】この発明の実施の形態２における回転軸部を示す斜視図である。
【図２６】この発明の実施の形態２における回転軸部を示す側面図である。
【図２７】この発明の実施の形態２における回転軸部の変形例を示す側面図である。
【図２８】この発明の実施の形態２における回転軸部の変形例を示す正面図である。
【図２９】この発明の実施の形態２における再生ユニット６の開閉機構を示す斜視図であ
る。
【図３０】この発明の実施の形態２における再生ユニット６の開閉機構を示す側面図であ
る。
【図３１】この発明の実施の形態３における映像再生装置の再生ユニット６の一例を示す
斜視図である。
【図３２】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す斜視図である
。
【図３３】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す底面図である
。
【図３４】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す側面図である
。
【図３５】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す側面図である
。
【図３６】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９の着脱構造を示す正面図である
。
【図３７】この発明の実施の形態３におけるリモコン１９本体の斜視図である。
【図３８】この発明の実施の形態４における映像再生装置の全体構造を示す側面図である
。
【図３９】この発明の実施の形態４におけるディスプレイモニター２収納時の室内照明灯
８４の照射範囲を示す側面図である。
【図４０】この発明の実施の形態４におけるディスプレイモニター２視聴時の室内照明灯
８４の照射範囲を示す側面図である。
【図４１】実施の形態における映像再生装置全体の機能構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　本体ベースカバー、１ａ　本体操作ボタン、１ｂ　透過パネル、２　ディスプレイ
モニター、２ａ　ディスプレイモニター凹部、３　開閉ボタン、４　リモコン収納部、５
　外部端子、５ａ　ヘッドホン出力端子、５ｂ　外部入力端子、６　再生ユニット、７　
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　ディスプレイスクリーン、１２　ディスク、１３　フロント部電気回路基板、１４　赤
外線ＬＥＤ、１５　ユニットデッキホルダー、１６　回転軸ホルダー、１７　開閉ロック
爪部、１８　フレームシャーシ、１９　リモコン、１９ａ　嵌合凹部、２０　主要電気回
路基板、２１　回転フック固定カム、２２　回転フック解除カム、２３　固定ピン、２４
　固定ピンレバー、２５　レバースプリング、２６　ディスプレイモニター軸継ぎ、２７
　ディスプレイモニター軸ステイ、２８　回転伝達歯車、２９　ダンパー、３０　デッキ
ホルダー歯車、３１　傾斜リミッターピン、３２　傾斜リミッター穴、３３　回転軸、３
３ａ　回転軸、３３ｂ　回転軸、３４　ユニットデッキ、３５　回転フック用溝、３６　
トップカバー、３７　デッキ押えクッション、３８　ディスプレイモニター押えクッショ
ン、３９　ボタンホルダー、３９ａ　爪、４０　ボタンベース、４１　スプリング、４２
　ボタンレバー、４３　スライダー棒、４４　スライダーピン穴、４５　スライダーピン
、４６　スライダー受け面、４７　開閉ロック爪、４８　開閉ロック爪ホルダー、４８ａ
　軸、４９　スプリング、５０　リモコンホルダー、５１　リモコン保持爪、５２　ガイ
ド用突起、５３　リモコン取出し口、５４　ディスプレイ側軸歯車、５５　歯車ａ、５６
　小歯車ａ、５７　大歯車ａ、５８　スリップ歯車ｂ、５９　小歯車ｂ、６０　大歯車ｂ
、６１　歯車ホルダー、６２　ユニット開閉ロック解除ボタン、６３　開閉ロックレバー
、６４　開閉ロックステイ、６５　レバー回転軸、６６　スプリング、６７　スプリング
受け、６８　開閉ロックピン、６８ａ　開閉ロックピン上段、６８ｂ　開閉ロックピン下
段、６９　サブユニット、７０　スロット開口、７１　リモコン収納部、７１ａ　リモコ
ン収納部底面、７２　リモコン保持部、７３　リモコンボタン用開口、７４　リモコン操
作ボタン、７５　リモコン挿入口、７６　リモコン凹爪受け、７７　リモコン保持爪、７
８　押出しスプリング、７９　押出し板、８０　リモコン操作凹面、８１　斜め段、８２
　スライド扉、８２ａ　スライド扉の爪、８３　ガイド溝、８４　室内照明灯、８５　照
明灯パネル。
【図１】 【図２】
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