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(57)【要約】
【課題】メンテナンス性及び外観が優れ部品点数の少な
い情報処理装置を提供すること
【解決手段】
　本発明の情報処理装置１は、筐体３と、ディスプレイ
２と、補助記憶装置７と、主記憶装置８と、蓋５とを具
備する。筐体３は、背面に開口３ａが形成されている。
ディスプレイ２は、筐体３の前面に設けられている。補
助記憶装置７は、開口３ａから露出するように３筐体に
収容されている。主記憶装置８は、開口３ａから露出す
るように３筐体に収容されている。蓋５は、開口３ａに
着脱自在である。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面に開口が形成された筐体と、
　前記筐体の前面に設けられたディスプレイと、
　前記開口から露出するように前記筐体に収容された補助記憶装置と、
　前記開口から露出するように前記筐体に収容された主記憶装置と、
　前記開口に着脱自在な蓋と
　を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、さらに、
　前記筐体に対してスライドさせることによって前記筐体から着脱可能なディスクドライ
ブであって、前記ディスクドライブを前記筐体に固定するためのネジ孔が前記開口から露
出するように設けられたディスクドライブをさらに具備する
　情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記開口から露出するように前記筐体に収容された無線通信ユニットをさらに具備し、
　前記蓋は、前記無線通信ユニットに対向する領域に切り欠きが形成された金属板を有す
る
　情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記蓋は、前記筐体に固定される第１の板部材と、前記第１の板部材に着脱自在である
第２の板部材とを有し、
　前記第１の部材は、前記筐体を支持する壁掛けアームが接続されるアーム接続部を有し
、
　前記第２の部材は、前記筐体を支持するスタンドを有する
　情報処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報処理装置であって、
　前記情報処理装置はさらに、前記ディスプレイと平行な第１の平面に対して垂直な第１
の方向に対して傾斜した第２の方向に沿って形成された電源ジャックを具備し、
　前記電源ジャックは、前記第２の板部材が前記第１の板部材に固定されている場合には
、前記筐体の背面において前記スタンドによって隠蔽されている
　情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ一体型の情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）には、ＨＤＤ（Hard disk drive)、メモリや光
学ディスクドライブ等のモジュールが搭載されるが、これらのモジュールは交換や増設の
ためにユーザによる着脱が可能に構成されている。ノート型ＰＣやディスプレイ一体型Ｐ
Ｃでは、各モジュールが露出するように筐体に開口が設けられ、着脱可能な蓋によって当
該開口が塞がれていることが一般的である。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、メモリを増設するための開口部を備えた情報処理装置が開示
されている。当該開口部は筐体背面のメモリ近傍に設けられており、ハードディスク等の
別のモジュールにアクセスするための開口は別に設けられている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－２２３４７号公報（段落[００１７]、図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のような情報処理装置では、複数のモジュールにアク
セスするためには各モジュール用の開口の蓋をそれぞれ取り外す必要があり、作業が煩雑
となる。また、製造の際にも各モジュール用の開口を蓋をそれぞれ取り付ける必要があり
、生産性が低下するという問題がある。さらに、筐体に複数の蓋が配置されることによっ
て情報処理装置の外観が損なわれるおそれがある。
【０００６】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、メンテナンス性及び外観が優れ部品点数の
少ない情報処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る情報処理装置は、筐体と、ディスプレ
イと、補助記憶装置と、主記憶装置と、蓋とを具備する。
　上記筐体は、背面に開口が形成されている。
　上記ディスプレイは、上記筐体の前面に設けられている。
　上記補助記憶装置は、上記開口から露出するように上記筐体に収容されている。
　上記主記憶装置は、上記開口から露出するように上記筐体に収容されている。
　上記蓋は、上記開口に着脱自在である。
【０００８】
　この構成によれば、補助記憶装置及び主記憶装置は開口から露出するように筐体に配置
されているため、ユーザは開口の蓋を開放することによって補助記憶装置及び主記憶装置
にアクセスすることが可能である。このため、本情報処理装置は補助記憶装置及び主記憶
装置のそれぞれにアクセス用の開口及び蓋が設けられているものに比べてメンテナンス性
が優れたものとすることができる。また、開口及び蓋がひとつでよいため、外観に優れ部
品点数の少ない情報処理装置とすることが可能である。
【０００９】
　上記情報処理装置は、さらに、上記筐体に対してスライドさせることによって上記筐体
から着脱可能なディスクドライブであって、上記ディスクドライブを上記筐体に固定する
ためのネジ孔が上記開口から露出するように設けられたディスクドライブを具備してもよ
い。
【００１０】
　この構成によれば、ユーザは、上記開口の蓋を開放しディスクドライブを筐体に固定し
ているネジを外してディスクドライブをスライドさせることによって、筐体から取り外す
ことが可能となる。
【００１１】
　上記情報処理装置は、上記開口から露出するように上記筐体に収容された無線通信ユニ
ットをさらに具備し、上記蓋は、上記無線通信ユニットに対向する領域に切り欠きが形成
された金属板を有していてもよい。
【００１２】
　この構成によれば、筐体の機械的強度の確保、輻射対策等のために蓋に金属板が配置さ
れるが、上記切り欠きにより無線通信ユニットにおいて送受信される電波を遮蔽しないよ
うにすることが可能となる。
【００１３】
　上記蓋は、上記筐体に固定される第１の板部材と、上記第１の板部材に着脱自在である
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第２の板部材とを有し、上記第１の部材は、上記筐体を支持する壁掛けアームが接続され
るアーム接続部を有し、上記第２の部材は、上記筐体を支持するスタンドを有してもよい
。
【００１４】
　この構成によれば、情報処理装置からスタンドが接続されている第２の部材を取り外し
、第１の部材に壁掛けアームを接続することにより、情報処理装置の支持構造をスタンド
から壁掛けアームに変更することが可能となる。
【００１５】
　上記情報処理装置はさらに、上記ディスプレイと平行な第１の平面に対して垂直な第１
の方向に対して傾斜した第２の方向に沿って形成された電源ジャックを具備し、上記電源
ジャックは、上記第２の板部材が上記第１の板部材に固定されている場合には、上記筐体
の背面において上記スタンドによって隠蔽されていてもよい。
【００１６】
　この構成によれば、上記電源ジャックに挿入された電源プラグに、上記第１の方向に力
が印加された場合であっても、電源プラグを抜けにくいものとすることが可能となる。ま
た、電源ジャックをスタンドによって隠蔽される位置に配置することにより、電源プラグ
に接続された電源コードを隠し、情報処理装置の外観を優れたものとすることが可能とな
る。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明によれば、メンテナンス性及び外観が優れ部品点数の少ない情報
処理装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態に係るＰＣの外観を示す前面図である。
【図２】同ＰＣの外観を示す背面図である。
【図３】同ＰＣの外観を示す左側面図である。
【図４】同ＰＣの外観を示す右側面図である。
【図５】同ＰＣの外観を示す平面図である。
【図６】同ＰＣの外観を示す底面図である。
【図７】同ＰＣのスタンドを取り外した状態を示す斜視図である。
【図８】同ＰＣに搭載されているモジュールを示すブロック図である。
【図９】同ＰＣの各モジュールの配置を示す模式図である。
【図１０】同ＰＣの蓋を外した状態の筐体を示す背面図である。
【図１１】同ＰＣのディスクドライブを示す斜視図である。
【図１２】同ＰＣのディスクドライブを示す平面図である。
【図１３】同ＰＣの筐体にスライドされるディスクドライブを示す斜視図である。
【図１４】同ＰＣのディスクドライブが筐体に挿入された状態を示す平面図である。
【図１５】同ＰＣの蓋及びスタンドを示す背面側の斜視図である。
【図１６】同ＰＣの蓋及びスタンドを示す平面図である。
【図１７】同ＰＣの蓋及びスタンドを示す平面図である。
【図１８】同ＰＣの第２部材を示す平面図である。
【図１９】同ＰＣの第２部材をマウントとして用いている状態を示す斜視図である。
【図２０】同ＰＣの電源ジャックの傾斜角度を示す断面図である。
【図２１】同ＰＣの筐体に配置された電源ジャックブラケットを示す斜視図である。
【図２２】同ＰＣの電源ジャックブラケットを示す斜視図である。
【図２３】同ＰＣの電源ジャックブラケットを示す平面図である。
【図２４】同ＰＣの電源ジャックブラケットに係る力を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】



(5) JP 2012-128783 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態にかかるパーソナルコンピュータについ
て説明する。
【００２０】
　[パーソナルコンピュータの全体構成]
　図１乃至図６は、本実施形態に係るパーソナルコンピュータ（以下、ＰＣ）１の外観を
示す平面図である。同図に示すように、ＰＣ１は、ディスプレイとコンピュータが一体的
に構成されている一体型ＰＣである。図１はＰＣ１の前面（ＰＣ１をディスプレイ側から
みた方向を基準とし、以下同様。）、図２はＰＣ１の背面、図３はＰＣ１の左側面、図４
はＰＣ１の右側面、図５はＰＣ１の平面（上面）、図６はＰＣ１の底面をそれぞれ示す。
【００２１】
　図１乃至図６に示すように、ＰＣ１は、ディスプレイ２、筐体３及びスタンド４によっ
て構成されている。ディスプレイ２は筐体３の前面側に設けられている。なお、以下の説
明ではディスプレイ２及び筐体３をＰＣ本体と称する。スタンド４は筐体３に接続され、
ＰＣ本体を支持する。なお、図２においてスタンド４の一部は透視図として示されている
。
【００２２】
　ディスプレイ２は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、プラズマディスプレイ、ＯＥ
ＬＤ（Organic Electro-Luminescence Display）等の任意のディスプレイとすることが可
能である。
【００２３】
　筐体３は、ＰＣ１の各モジュールを収容する。筐体３に収容されている各モジュールに
ついては後述する。筐体３には、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ポート、音声出力端子
、ＬＡＮ（Local Area Network）ケーブルポート等の外部接続端子や、電源スイッチ、音
量調整スイッチ等の各種スイッチ、さらにＰＣ１の動作状態を示すランプ等のスイッチ群
３１が設けられている。
【００２４】
　スイッチ群３１は筐体３の背面、両側面及び上面に設けられている。筐体３の上面及び
底面には、筐体３内部の排熱のためのスリット３３が設けられている。詳細は後述するが
、筐体３の背面には電源ジャック３２が設けられている。筐体３の構成において、スイッ
チ群３１やスリット３３の配置は任意であり、適宜変更することが可能である。また、筐
体３の底面には、デジタルテレビション放送の限定受信用カード挿入口３４が設けられて
いる。
【００２５】
　筐体３の背面中央部には、蓋５が設けられている。詳細は後述するが、蓋５は筐体３に
設けられている開口（図２では図示せず）を塞いでいる。蓋５にはスタンド４が接続され
ており、筐体３は蓋５を介してスタンド４に支持されている。
【００２６】
　筐体３の右側面には、筐体３に収容されているディスクドライブのフロントパネル６１
が設けられている。ディスクドライブは、ディスクトレイ式のドライブであり、フロント
パネル６１はディスクドライブのディスクトレイに接続されている。フロントパネル６１
にはディスクトレイ開閉用のスイッチ６２が設けられている。スイッチ６２が操作される
と、フロントパネル６１はディスクトレイと共に筐体３の側面から引き出される。ディス
クドライブの筐体３の内部における配置については後述する。なお、フロントパネル６１
の位置は筐体３の右側面に限られず、ディスクドライブの配置によって左側面や上面であ
ってもよい。
【００２７】
　スタンド４は、スタンドネック４１とスタンドレッグ４２によって構成されている。ス
タンドネック４１は、筐体３とスタンドレッグ４２を接続する部分であり、スタンドネッ
ク４１には、各種ケーブルの引き回しのための孔４１ａが設けられている。ケーブルは、
筐体３の背面から孔４１ａに挿通され、スタンドネック４１の背面側に引き回される。ス
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タンドレッグ４２は、設置面に載置される部分であり、スタンドレッグ４２の左右両端と
中央にはクッション部材４２ａが設けられている。
【００２８】
　[筐体背面の開口について]
　上述のように筐体３の背面中央部には開口が設けられており、当該開口は着脱可能な蓋
５によって閉塞可能に形成されている。図７は、筐体３から蓋５及び蓋５に接続されてい
るスタンド４を取り外した状態のＰＣ１を示す斜視図である。
【００２９】
　同図に示すように、筐体３から蓋５及び蓋５に接続されているスタンド４を外すことに
より、筐体３の背面中央部に形成された開口３ａが開放される。蓋５は、例えばネジによ
り筐体３に固定されるものとすることができる。開口３ａは、蓋５の外周と同一の大きさ
に形成されている。
【００３０】
　[パーソナルコンピュータの内部構成]
　図８はＰＣ１に搭載されている各モジュールを示すブロック図である。
【００３１】
　同図に示すように、ＰＣ１には、ディスクドライブ６、補助記憶装置７、主記憶装置８
、無線通信ユニット９、中央演算処理装置（以下、ＣＰＵ）１０、グラフィック演算処理
装置（以下、ＧＰＵ）１１が搭載されている。これらはバス１２を介して互いに接続され
ており、ＧＰＵ１１にはディスプレイ２が接続されている。なお、ＰＣ１にはこれらの他
に、図示しない電源ユニットやスピーカ等が搭載されている。
【００３２】
　ＣＰＵ１０は上記の各部の制御を総括的に行うとともに各部の間でのデータのやりとり
を制御する。また、ＣＰＵ１０はソフトウェア処理を実行するために、プログラムを補助
記憶装置７からから主記憶装置８へロードし、解釈して実行する。ＣＰＵ１０はマイクロ
プロセッサであるものとすることができる。
【００３３】
　主記憶装置８はＣＰＵ１０によって演算処理されるプログラムや、プログラムの作業デ
ータを一時的に記憶する記憶装置である。主記憶装置８は例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Ra
ndom Access Memory)とすることができる。 
【００３４】
　補助記憶装置７は、プログラムコードやコンテンツデータ等を恒久的に記録する記憶装
置である。主記憶装置８はＨＤＤ（Hard disk drive）やＳＳＤ（Solid State Drive）と
することができる。
【００３５】
　ＧＰＵ１１は、画像描画処理を実行しディスプレイ２に出力する。ＧＰＵ１１はマイク
ロプロセッサとすることができる。なお、ＧＰＵ１１は、ＣＰＵ１０によって代替される
ものであってもよい。
【００３６】
　無線通信ユニット９は、ＰＣ１に接続される外部機器、例えば、マウスやキーボードと
の間で通信を実行する。無線通信ユニット９は任意の無線通信規格によってこれらの外部
機器と接続する。
【００３７】
　ディスクドライブ６は、ＢＤ（Blu-ray Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等
の光学ディスクや磁気ディスク等のリムーバブルディスクのドライブである。ディスクド
ライブ６はセットされたディスクの内容を読み出し、あるいはディスクに書き込みを実行
する。
【００３８】
　[各モジュールの配置]
　上記各モジュールの、筐体３における配置について説明する。
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　図９は、ＰＣ１を背面側から見た各モジュールの配置を示す模式図である。同図におい
て、筐体３の開口３ａを破線で示す。
【００３９】
　同図に示すように、各モジュールのうち、補助記憶装置７、主記憶装置８及び無線通信
ユニット９は開口３ａに面する位置に配置されている。なお、主記憶装置８、無線通信ユ
ニット９、ＣＰＵ１０及びＧＰＵ１１はマザーボード１３上に配置されている。補助記憶
装置７、主記憶装置８及び無線通信ユニット９はその一部分ではなく全体が開口３ａに面
するように配置されている。
【００４０】
　図１０は、蓋５を外した状態の筐体３を示す平面図である。同図に示すように、補助記
憶装置７、主記憶装置８及び無線通信ユニット９が開口３ａから露出するため、各モジュ
ールの交換が可能となる。したがって、各モジュール用に個別に開口及び蓋が設けられて
いる場合に比べ、モジュールの交換作業が容易となる。
【００４１】
　また、ディスクドライブ６は、ディスクドライブ６に設けられている背面ブラケット６
３の一部が開口３ａに面するように配置されている。図１１はディスクドライブ６を示す
斜視図であり、図１２は、ディスクドライブ６を示す平面図である。フロントパネル６１
が設けられた側を前面として、図１１はディスクドライブ６を上面側からみた斜視図であ
り、図１２（ａ）はディスクドライブ６の底面、図１２（ｂ）は右側面、図１２（ｃ）は
左側面、図１２（ｄ）は前面、図１２（ｅ）は背面をそれぞれ示す。
【００４２】
　これらの図に示すように、ディスクドライブ６には、背面ブラケット６３、左側面ブラ
ケット６４及び右側面ブラケット６５が接続されている。背面ブラケット６３はディスク
ドライブ６の背面に接続され、ディスクドライブ６の背面から伸張されている。背面ブラ
ケット６３には、２つのネジ孔６３ａと取り出し孔６３ｂが形成されている。取り出し孔
６３ｂは、背面ブラケット６３に形成された貫通孔であり、後述するディスクドライブ６
の取り出しに利用される。
【００４３】
　左側面ブラケット６４はディスクドライブ６の左側面に接続され、右側面ブラケット６
５はディスクドライブ６の右側面に接続されている。また、ディスクドライブ６の背面に
は、コネクタ６ａが形成されている。
【００４４】
　ディスクドライブ６は、筐体３の側面から筐体３にスライド挿入される。図１３は、筐
体３にスライド挿入されるディスクドライブ６を示す斜視図である。同図に示すように、
筐体３には、ディスクドライブ６の両側面に対向する位置にそれぞれスライドレール６６
が設けられている。ディスクドライブ６は、左側面ブラケット６４及び右側面ブラケット
６５がそれぞれ対向するスライドレール６６に嵌挿された状態でスライドされる。筐体３
には、コネクタ６ａに対応する位置に筐体側コネクタ６ｂが設けられている。
【００４５】
　図１４は、ディスクドライブ６が筐体３に完全に挿入された状態を示す平面図である。
同図に示すように、ディスクドライブ６が筐体３に完全に挿入されると、背面ブラケット
６３のネジ孔６３ａ及び取り出し孔６３ｂが開口３ａに露出する。背面ブラケット６３は
、ネジ孔６３ａを介してネジ留めされることにより筐体３に固定される。図１４には、ネ
ジ孔６３ａに挿通されているネジが示されている。また、この際、コネクタ６ａが筐体側
コネクタ６ｂに嵌挿され、ディスクドライブ６が筐体３に電気的に接続される。
【００４６】
　このように、ディスクドライブ６は、筐体３にスライドによって挿入された後、開口３
ａに露出するネジ孔６３ａを用いて固定されるため、蓋５のみを外すことによってディス
クドライブ６の固定が可能となる。
【００４７】
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　ディスクドライブ６を筐体３から取り外す際は、まず、ネジ孔６３ａに挿通されている
ネジを外す。次に、取り出し孔６３ｂに工具等を差し込み、ディスクドライブ６のスライ
ド方向に押し出すことにより、ディスクドライブ６をスライドさせ、筐体３から取り外す
ことが可能である。このように、ディスクドライブ６の着脱は、開口３ａに露出するネジ
孔６３ａ及び取り出し孔６３ｂによって行うことが可能である。
【００４８】
　[蓋について]
　蓋５の詳細について説明する。
　図１５は、筐体３から分離された蓋５及びスタンド４を示す斜視図であり、図１６及び
図１７は蓋５及びスタンド４を示す平面図である。ＰＣ１の背面側からみた蓋５の面を表
面とし、筐体３に対向する側の面を裏面とすると、図１６（ａ）は蓋５の上面図、図１６
（ｂ）は正面図、図１６（ｃ）は底面図である。図１７（ａ）は左側面図、図１７（ｂ）
は背面図、図１７（ｃ）は右側面図である。
【００４９】
　これらの図に示すように、蓋５は、表面側の第１部材５１と裏面側の第２部材５２から
構成されている。第１部材５１は合成樹脂等、電波を遮蔽し難い材料からなり、第１部材
５１は開口３ａを閉塞可能なように開口３ａの内周と同一の形状を有する。第２部材５２
は筐体３の機械的強度の確保、輻射対策等のために金属からなり、第１部材５１と略同一
形状を有する。第２部材５２は第１部材５１と同一のネジによって筐体３に固定されてお
り、当該ネジを外すと第１部材５１と第２部材５２は共に筐体３から外れるように構成さ
れている。
【００５０】
　図１８は、第２部材５２を示す平面図である。同図では第１部材５１は省略されている
。同図に示すように、第２部材５２は切り欠き５２ａを有する。切り欠き５２ａは、第２
部材５２が筐体３に取り付けられた状態で無線通信ユニット９が露出するように形成され
ている。これにより、無線通信ユニット９が送受信する電波が第２部材５２によって遮蔽
されなくなる。
【００５１】
　また、第２部材５２は壁掛け用アームの取り付けマウントとして用いることができる。
図１９は、第２部材５２をマウントとして用いている状態のＰＣ１を示す斜視図である。
同図に示すように第２部材５２は、壁掛け用アーム５３を接続することが可能に構成され
ている。壁掛け用アーム５３は例えば、ＶＥＳＡ（Video Electoronics Standard Associ
ation）規格のアームとすることができる。第２部材５２には、このようなアームの規格
に合わせた取り付け用ネジ孔が形成されている。
【００５２】
　[電源ジャックについて]
　筐体３の背面に設けられた電源ジャック３２について説明する。
　電源ジャック３２はＤＣ（Direct Current）電源用のジャックである。図２に示すよう
に、電源ジャック３２は、蓋５の下方、スタンドネック４１によって隠蔽される位置に設
けられている。このように配置されることにより、ＰＣ１を背面からみた際に電源ジャッ
ク３２や電源コードが見え難くなり、ＰＣ１の見栄えがよくなる。
【００５３】
　また、電源ジャック３２はディスプレイ２と平行な面に対して垂直な方向に対して傾斜
した方向に形成されたものとすることができる。筐体３の背面がディスプレイ２と平行な
面である場合には、電源ジャック３２は筐体３の背面に対して垂直な方向に対して傾斜し
た方向に形成されたものとすることができる。
【００５４】
　図２０は電源ジャック３２の傾斜角度を示すＰＣ１の断面図である。同図には、電源ジ
ャック３２に差し込まれた電源プラグ３５及び電源プラグ３５から伸びる電源コード３６
が示されている。電源コード３６はスタンドネック４１の開口４１ａに挿通されている。
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同図に示すように、電源ジャック３２の傾斜方向は筐体３の底面の方向、即ち、電源プラ
グ３５が斜め下方向に挿入されるように形成されている。電源ジャック３２の傾斜角度は
、具体的にはディスプレイ２と平行な面に対して垂直な方向に対して２０°とすることが
できる。同傾斜角度は１０°以上３０°以下の範囲から選択することができる。
【００５５】
　電源ジャック３２をこのように傾斜させることにより、電源プラグ３５を抜け難くする
ことが可能である。図２０に示すように、電源コード３６が引っ張られることによってデ
ィスプレイ２と平行な面に対する垂直な方向にＸの力が印加されるとする。電源ジャック
３２の傾斜角度をθとすると電源プラグ３５の抜ける方向に対する力はＸｃｏｓθとなる
。θが２０°の場合、電源プラグ３５の抜ける方向に対する力は０．９４Ｘとなり、Ｘに
比べて６％小さくなる。
【００５６】
　電源ジャック３２の傾斜は、電源ジャック３２を筐体３にマウントするブラケットによ
って形成することができる。図２１は、筐体３に固定された、電源ジャック３２をマウン
トする電源ジャックブラケット３７を示す斜視図である。図２２は電源ジャックブラケッ
ト３７の斜視図であり、図２３は電源ジャックブラケット３７の平面図である。電源ジャ
ック３２が設けられる面を表面として、図２３（ａ）は電源ジャックブラケット３７の上
面図、図２３（ｂ）は裏面図、図２３（ｃ）は底面図、図２３（ｄ）は左側面図、図２３
（ｅ）は右側面図である。
【００５７】
　これらの図に示すように、電源ジャックブラケット３７は、第１の面３７ａ、第２の面
３７ｂ、第３の面３７ｃ、第４の面３７ｄ及び第５の面３７ｅを有する。第３の面３７ｃ
には電源ジャック３２がマウントされる孔３７ｆが形成されている。第１の面３７ａと第
２の面３７ｂは連続しており、同様に第２の面３７ｂと第３の面３７ｃ、第３の面３７ｃ
と第４の面３７ｄ、第４の面３７ｄと第５の面３７ｅは互いに連続する面である。
【００５８】
　第１の面３７ａと第５の面３７ｅは互いに平行な面であり、それぞれに設けられたネジ
孔によって筐体３に固定される。以下、第１の面３７ａ及び第５の面３７ｅに平行な面を
固定面とする。第２の面３７ｂは第１の面３７ａに対して垂直に形成され、第４の面３７
ｄは第５の面３７ｅに対して垂直に形成されている。第２の面３７ｂ及び第４の面３７ｄ
は固定面からの高さが、上面側に向かって次第に小さくなるように形成されている。この
ため、第３の面３７ｃは固定面に対して平行ではなく、上面側が下がるように傾斜してい
る。
【００５９】
　電源ジャックブラケット３７がこのような形状に形成されているため、固定面がディス
プレイ２と平行となる場合、電源ジャック３２は上述のように傾斜して固定される。また
、電源ジャックブラケット３７がこのような形状に形成されることにより、電源ジャック
ブラケット３７の強度向上を図ることが可能である。
【００６０】
　図２４は、電源ジャックブラケット３７に係る力を示す模式図である。図２４（ａ）は
電源ジャックブラケット３７を側面側からみた図であり、図２４（ｂ）は電源ジャックブ
ラケット３７を上面側からみた図である。図２４（ａ）に示すように、電源ジャックブラ
ケット３７に固定面に対して垂直な方向に力Ｆが印加される場合、その力は引っ張り応力
Ａ’とせん断応力Ｂ’へ分散される。せん断応力は一般的に引っ張り応力の６分の１の力
となるため、電源ジャックブラケット３７にかかる力は引っ張り応力Ａ’のみとみなせる
。即ち、第３の面３７ｃの傾斜角度がθである場合、電源ジャックブラケット３７に懸か
る力Ａ’は下記式（１）で表される。
【００６１】
　Ａ’＝Ｆｃｏｓθ＝Ａｃｏｓθ　（１）
【００６２】
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　このように、第３の面３７ｃを傾斜させることにより、ｃｏｓθ分だけ電源ジャックブ
ラケット３７にかかる力を低減することが可能ある。
【００６３】
　また、図２４（ｂ）に示すように、電源プラグ３５に対して側面方向の力が印加された
場合でも電源ジャックブラケット３７では曲げ軸に角度を持たせているためにトラス構造
が実現され、第３の面３７ｃが固定面に平行である場合に比べ高い強度を得ることが可能
である。
【００６４】
　本発明はこの実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内において変更することが可能である。
【符号の説明】
【００６５】
　１…ＰＣ（パーソナルコンピュータ）
　２…ディスプレイ
　３…筐体
　３ａ…開口
　４…スタンド
　５…蓋
　６…ディスクドライブ
　７…補助記憶装置
　８…主記憶装置
　９…無線通信ユニット

【図１】 【図２】

【図３】
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