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(57)【要約】
【課題】組立性を向上し、生産コストを低減できるコン
ピュータ周辺装置を提供する。
【解決手段】上ケーシング１０と、上ケーシング１０に
対向接合される下ケーシング２０と、上ケーシング１０
と下ケーシング２０との間に配置される電気的接続構造
と、を含み、電気的接続構造は、回路基板４０およびケ
ーブルセット５０を含み、下ケーシング２０内には、回
路基板４０に対応した形状の槽室２２が形成され、回路
基板４０が配置されて位置決めされる。上ケーシング１
０および下ケーシング２０の対向する内面上に、係合構
造および位置決め部材が形成されることにより、上ケー
シング１０と下ケーシング２０とを迅速に組み合わせる
ことができると同時に、内部の回路基板４０およびケー
ブルセット５０が安定的に位置決めされる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　内面上に所定の形状の槽室が形成された下ケーシングと、
　前記下ケーシングと接合される上ケーシングと、
　前記上ケーシングおよび前記下ケーシングの内面上にそれぞれ対応するように形成され
、前記上ケーシングと前記下ケーシングとを垂直方向に接合する係合構造と、
　主に、前記下ケーシングの槽室内に配置され、制御回路が配置され、ケーブルセット上
に設けられた端子との電気的な接触に使用され、前記制御回路に接続された接触式接点が
形成された回路基板と、前記ケーブルセットと、から構成され、前記上ケーシングと前記
下ケーシングとの間に配置される電気的接続構造と、
　前記上ケーシングおよび前記下ケーシングの内面上に対応するようにそれぞれ形成され
、前記上ケーシングと前記下ケーシングとの間の電気的接続構造を垂直方向において位置
決めする位置決め構造と、を含むことを特徴とする迅速に組立可能なコンピュータ周辺装
置。
【請求項２】
　前記位置決め構造は、
　前記下ケーシングの内面上に、略矩形のストッパ壁が形成され、前記ストッパ壁により
、前記回路基板の形状に対応した槽室が形成され、前記槽室内に、前記回路基板上の位置
決め孔にそれぞれ対応した複数の位置決め柱が形成され、
　前記上ケーシングの内面上に、前記下ケーシング上の回路基板にそれぞれ対応し、前記
回路基板の表面を支持する複数の位置決めロッドが垂直方向に形成されることを特徴とす
る請求項１記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項３】
　前記位置決め構造は、
　所定の傾斜角度を有し、前記上ケーシングの内面から斜め下方に延伸し、端部が湾曲し
て支持部が形成された弾性板であり、前記回路基板上を支持する支持板をさらに含むこと
を特徴とする請求項２記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項４】
　前記位置決め柱の下端の柱面上には、凸リブが複数形成され、
　前記ストッパ壁の対向する２つの辺上には、係合ブロックがそれぞれ形成され、前記係
合ブロックは、前記回路基板の対応する辺縁上に係合され、前記回路基板の位置決めが強
化されることを特徴とする請求項３記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項５】
　前記下ケーシングの一方の端部の辺縁上には、半円形のケーブル孔が形成され、前記ケ
ーブル孔の内側部分には、２つの楔柱が形成され、前記２つの楔柱は、前記ケーブルセッ
トの端子台両端の楔孔にそれぞれ対応し、
　前記上ケーシングの前記ケーブル孔に対応する位置には、前記ケーブル孔上のケーブル
に跨設されるＵ字形のケーブル押圧ブロックが形成されることを特徴とする請求項４記載
の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項６】
　前記係合構造は、
　前記下ケーシングの内面の槽室の外部に、複数の接合柱および複数の係合溝が形成され
、前記係合溝の一内壁上に、係合板が形成され、
　前記上ケーシングの内面に、前記下ケーシング上の接合柱に対応し、中空であり、内径
が前記接合柱の外径に対応する複数の接合筒と、下端に鉤部がそれぞれ形成され、前記下
ケーシング上の各係合溝にそれぞれ対応し、前記鉤部が前記係合溝内の係合板上に係合さ
れる複数の係合部と、がそれぞれ形成され、前記各接合筒と前記各接合柱とは、嵌接され
ることを特徴とする請求項１から請求項５記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置
。
【請求項７】
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　前記上ケーシングの内面の前端には、２つの係合部が形成され、後端には、１つの係合
部が形成されることを特徴とする請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置
。
【請求項８】
　前記各接合柱は、前記下ケーシング上の各角部分に形成され、前記上ケーシング上の対
応する接合筒に嵌接されることを特徴とする請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュー
タ周辺装置。
【請求項９】
　前記係合部の底端は、矢印形であり、斜面を含むことを特徴とする請求項６記載の迅速
に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項１０】
　上ケーシングと下ケーシングと電気的接続構造との間に、制御回路が配置され、複数の
接触式接点を含む回路基板が配置されるケーシングと、
　上ケーシングと下ケーシングとの間に配置され、複数の端子を含む電気的接続構造と、
を含み、
　前記ケーシングは、上ケーシング、下ケーシング、複数の係合体、複数の係合溝、複数
の位置決め柱および複数の接合筒を含み、前記上ケーシングと前記下ケーシングと前記回
路基板とは、同時に係合されて位置決めされ、前記電気的接続構造は、前記回路基板と前
記ケーシングとの間に係合されて位置決めされ、前記複数の端子と前記複数の接触式接点
とは、電気的に接触することを特徴とする迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、コンピュータ周辺装置に関し、特に、特殊な組合せ構造により、自動化生産
または半自動化生産の導入に都合がよく、組立性を向上することができるコンピュータ周
辺装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピュータ周辺装置とは、キーボード、マウス、トラックボール、タブレットなどを
指す。本考案のコンピュータ周辺装置は、マウスを例とする。一般のマウスは、上ケーシ
ングと、下ケーシングと、上ケーシングと下ケーシングとから構成された収容空間に配置
される回路基板と、回路基板に電気的に接続され、上ケーシングおよび下ケーシングの外
部に延伸されるケーブルと、を含む。上ケーシングと下ケーシングとの接合は、係合接続
および螺合によって行われる。
　回路基板とケーブルとは、複数の芯線を含むケーブルが回路基板上の予め形成された挿
入孔に挿入接続され、その後、半田接続されることによって電気的に接続される。回路基
板とケーブルとが電気的に接続された後、配線の整理が行われる。上述のマウスの組合せ
構造および接続方式から分かるように、従来のマウスは、組合せ構造に関する複数の技術
が必要であり、また、その多くを人的作業によって行う必要があるため、人件費が多く掛
かり、生産効率も非常に低い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２２２３７３号公報
【特許文献２】特開２０００－２５２６７３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　本考案の主な目的は、特殊な組合せ構造により、簡単に組立てることができ、自動化生
産または半自動化生産の導入に都合がよく、組立性を向上し、生産コストを低減できるコ
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ンピュータ周辺装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するために、本考案の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置は、内
面上に所定の形状の槽室が形成された下ケーシングと、
　下ケーシングと接合される上ケーシングと、
　上ケーシングおよび下ケーシングの内面上にそれぞれ対応するように形成され、上ケー
シングと下ケーシングとを垂直方向に接合する係合構造と、
　主に、下ケーシングの槽室内に配置され、制御回路が配置され、ケーブルセット上に設
けられた端子との電気的な接触に使用され、制御回路に接続された接触式接点が形成され
た回路基板と、ケーブルセットと、から構成され、上ケーシングと下ケーシングとの間に
配置される電気的接続構造と、
　上ケーシングおよび下ケーシングの内面上に対応するようにそれぞれ形成され、上ケー
シングと下ケーシングとの間の電気的接続構造を垂直方向において位置決めする位置決め
構造と、を含む。
【０００６】
　すなわち、請求項１の考案は、　迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、内
面上に所定の形状の槽室が形成された下ケーシングと、前記下ケーシングと接合される上
ケーシングと、前記上ケーシングおよび前記下ケーシングの内面上にそれぞれ対応するよ
うに形成され、前記上ケーシングと前記下ケーシングとを垂直方向に接合する係合構造と
、主に、前記下ケーシングの槽室内に配置され、制御回路が配置され、ケーブルセット上
に設けられた端子との電気的な接触に使用され、前記制御回路に接続された接触式接点が
形成された回路基板と、前記ケーブルセットと、から構成され、前記上ケーシングと前記
下ケーシングとの間に配置される電気的接続構造と、前記上ケーシングおよび前記下ケー
シングの内面上に対応するようにそれぞれ形成され、前記上ケーシングと前記下ケーシン
グとの間の電気的接続構造を垂直方向において位置決めする位置決め構造と、を含むこと
を特徴とする。
【０００７】
　請求項２の考案は、請求項１記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記位置決め構造は、前記下ケーシングの内面上に、略矩形のストッパ壁が形成され、前
記ストッパ壁により、前記回路基板の形状に対応した槽室が形成され、前記槽室内に、前
記回路基板上の位置決め孔にそれぞれ対応した複数の位置決め柱が形成され、前記上ケー
シングの内面上に、前記下ケーシング上の回路基板にそれぞれ対応し、前記回路基板の表
面を支持する複数の位置決めロッドが垂直方向に形成されることを特徴とする。
　請求項３の考案は、請求項２記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記位置決め構造は、所定の傾斜角度を有し、前記上ケーシングの内面から斜め下方に延
伸し、端部が湾曲して支持部が形成された弾性板であり、前記回路基板上を支持する支持
板をさらに含むことを特徴とする。
【０００８】
　請求項４の考案は、請求項３記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記位置決め柱の下端の柱面上には、凸リブが複数形成され、前記ストッパ壁の対向する
２つの辺上には、係合ブロックがそれぞれ形成され、前記係合ブロックは、前記回路基板
の対応する辺縁上に係合され、前記回路基板の位置決めが強化されることを特徴とする。
　請求項５の考案は、請求項４記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記下ケーシングの一方の端部の辺縁上には、半円形のケーブル孔が形成され、前記ケー
ブル孔の内側部分には、２つの楔柱が形成され、前記２つの楔柱は、前記ケーブルセット
の端子台両端の楔孔にそれぞれ対応し、
　前記上ケーシングの前記ケーブル孔に対応する位置には、前記ケーブル孔上のケーブル
に跨設されるＵ字形のケーブル押圧ブロックが形成されることを特徴とする。
【０００９】
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　請求項６の考案は、請求項１から請求項５記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装
置において、前記係合構造は、前記下ケーシングの内面の槽室の外部に、複数の接合柱お
よび複数の係合溝が形成され、前記係合溝の一内壁上に、係合板が形成され、前記上ケー
シングの内面に、前記下ケーシング上の接合柱に対応し、中空であり、内径が前記接合柱
の外径に対応する複数の接合筒と、下端に鉤部がそれぞれ形成され、前記下ケーシング上
の各係合溝にそれぞれ対応し、前記鉤部が前記係合溝内の係合板上に係合される複数の係
合部と、がそれぞれ形成され、前記各接合筒と前記各接合柱とは、嵌接されることを特徴
とする。
　請求項７の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記上ケーシングの内面の前端には、２つの係合部が形成され、後端には、１つの係合部
が形成されることを特徴とする。
　請求項８の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記各接合柱は、前記下ケーシング上の各角部分に形成され、前記上ケーシング上の対応
する接合筒に嵌接されることを特徴とする。
　請求項９の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記係合部の底端は、矢印形であり、斜面を含むことを特徴とする。
【００１０】
　請求項１０の考案は、迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、上ケーシング
と下ケーシングと電気的接続構造との間に、制御回路が配置され、複数の接触式接点を含
む回路基板が配置されるケーシングと、上ケーシングと下ケーシングとの間に配置され、
複数の端子を含む電気的接続構造とを含み、前記ケーシングは、上ケーシング、下ケーシ
ング、複数の係合体、複数の係合溝、複数の位置決め柱および複数の接合筒を含み、前記
上ケーシングと前記下ケーシングと前記回路基板とは、同時に係合されて位置決めされ、
前記電気的接続構造は、前記回路基板と前記ケーシングとの間に係合されて位置決めされ
、前記複数の端子と前記複数の接触式接点とは、電気的に接触することを特徴とする。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案のコンピュータ周辺装置は、その組合せ構造により、上ケーシングと下ケーシン
グと電気的接続構造との間の組立を迅速に完成させると同時に、内部の回路基板およびケ
ーブルセットを安定的に位置決めすることができた。上ケーシングおよび下ケーシング上
の係合構造および位置決め構造により、上下（垂直）方向の接合および位置決めが行われ
るため、自動化生産または半自動化生産の導入に都合がよく、組立性を向上し、生産コス
トを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】本考案の一実施形態を示す断面図である。
【図３】本考案の一実施形態を示す断面図である。
【図４】本考案の一実施形態を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　本考案におけるコンピュータ周辺装置とは、マウス、キーボード、トラックボール、ゲ
ームコントローラ、カードリーダ、携帯型メモリ、無線信号受信装置、指紋識別装置など
を指すが、それらに限定されない。本考案の一実施形態として、マウスを例として説明を
行う。
【００１４】
　図１を参照する。図１に示すように、本考案の一実施形態によるコンピュータ周辺装置
は、上ケーシング１０、下ケーシング２０および下ケーシング２０内に配置される電気的
接続構造を含む。電気的接続構造は、回路基板４０およびケーブルセット５０を含む。
【００１５】
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　迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置であるため、回路基板４０上には、符号化装置
が設けられる。符合化装置は、格子式または光学式のエンコーダおよび制御回路を含む。
回路基板４０の一方の面上には、銅箔層から構成され、制御回路に接続された接触式接点
４１が複数形成される。本実施形態において、接触式接点４１は、回路基板４０の底面の
一方の端縁部分に形成される。回路基板４０の他方の端部および対向する２つの辺上には
、位置決め孔４２がそれぞれ形成される。
【００１６】
　ケーブルセット５０は、主にケーブル５１と、ケーブル５１の一方の端部に設けられる
接合部材５２と、接合部材５２に接合される端子台５３と、を含む。
【００１７】
　ケーブル５１内は、複数の芯線（図示せず）を含む。ケーブル５１の一方の端部に位置
する接合部材５２は、略コ字形であり、中央には、ケーブル５１の各芯線が貫設される穿
孔（図示せず）が形成される。接合部材５２の対向する２つのアーム部の壁部上には、側
面から見ると、略Ｌ字形である係合溝５２０が横向きにそれぞれ貫設される。
【００１８】
　端子台５３上には、端子溝５３１が複数形成される。各端子溝５３１には、端子５３２
が配置される。各端子溝５３１の一方の端部は、端子台５３の側壁に貫設される。ケーブ
ル５１の各芯線は、端子溝５３１を貫通し、対応する端子５３２に電気的に接続される。
端子溝５３１の他方の端部が端子台５３の上表面に貫設されることにより、端子５３２の
一方の端部は、端子台５３の上表面から露出し、回路基板４０上の接触式接点４１に電気
的に接触するのに都合がよい構造となっている。
　前述の端子台５３の前端面の両端には、係合ブロック５３３がそれぞれ延伸して形成さ
れる。係合ブロック５３３は、側面から見ると、略Ｌ字形であり、接合部材５２の係合溝
５２０に係合される。
　また、端子台５３の両端には、少なくとも１つの楔孔５３４がそれぞれ形成される。
【００１９】
　前述の電気的接続構造は、下ケーシング２０内に配置され、上ケーシング１０と下ケー
シング２０とが接合されると同時に固定される。
【００２０】
　図２および図３を参照する。図２および図３に示すように、本考案の一実施形態による
コンピュータ周辺装置は、上ケーシング１０および下ケーシング２０の内面上に、垂直方
向の係合構造および垂直方向の位置決め構造がそれぞれ形成される。垂直方向の係合構造
により、上ケーシング１０と下ケーシング２０とが垂直方向に組み合わされ、自動化生産
または半自動化生産の導入に都合がよい構造となっている。垂直方向の位置決め構造によ
り、上ケーシング１０と下ケーシング２０とが組み合わされると同時に、内部の電気的接
続構造も位置決めされる。以下、まず、垂直方向の位置決め構造を説明する。
【００２１】
　図１および図２を参照する。
　図１および図２に示すように、下ケーシング２０の内面上には、略矩形であるストッパ
壁２１が形成される。ストッパ壁２１によって囲まれた空間により、槽室２２が形成され
る。槽室２２の形状は、前述の回路基板４０の形状に対応する。また、下ケーシング２０
の内面上の槽室２２内には、複数の位置決め柱２３が形成される。位置決め柱２３は、回
路基板４０上の位置決め孔４２にそれぞれ対応する。各位置決め柱２３の下端の柱面上に
は、複数の凸リブ２３０が形成される。回路基板４０が槽室２２内に配置されたとき、回
路基板４０の位置決め孔４２に槽室２２内の各位置決め柱２３が貫設され、位置決めされ
る。
　位置決めされると同時に、回路基板４０は、位置決め柱２３の下端の凸リブ２３０によ
り、所定の高さに支持される。前述のストッパ壁２１の対向する２つの辺上には、係合ブ
ロック２１０がそれぞれ形成され、係合ブロック２１０は、回路基板４０の対応する辺縁
上に係合され、回路基板４０の位置決めが強化される。
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【００２２】
　上ケーシング１０の内面には、複数の垂直方向の位置決めロッド１１および少なくとも
１つの支持板１４がそれぞれ形成される。各位置決めロッド１１は、下ケーシング２０上
の回路基板４０に対応し、回路基板４０の表面を支持し、回路基板４０の位置決め効果を
さらに安定させる。
　支持板１４は、所定の傾斜角度を有し、上ケーシング１０の内面から斜め下方に延伸さ
れ、端部が湾曲されて支持部１４０が形成された弾性板である。上ケーシング１０と下ケ
ーシング２０とが接合された後、支持板１４の支持部１４０は、回路基板４０上を支持し
、位置決め効果が強化される。
【００２３】
　また、下ケーシング２０の一方の端部の辺縁上には、半円形のケーブル孔２５が形成さ
れ、下ケーシング２０の内面上のケーブル孔２５に対応する内側部分には、２つの楔柱２
６が形成される。２つの楔柱２６は、ケーブルセット５０の端子台５３の両端の楔孔５３
４に対応し、ケーブルセット５０を下ケーシング２０上に接合し、ケーブル５１をケーブ
ル孔２５から外部に出すのに都合がよい構造となっている。
　上ケーシング１０の下ケーシング２０のケーブル孔２５に対応する一方の端部には、Ｕ
字形のケーブル押圧ブロック１５が形成され、ケーブル孔２５上に跨設されたケーブル５
１を固定する。
【００２４】
　次に、上ケーシング１０と下ケーシング２０との間の垂直方向の係合構造を説明する。
　図１および図３を参照する。図１および図３に示すように、下ケーシング２０の内面の
槽室２２の外部には、複数の接合柱２４が形成される。本実施形態において、各接合柱２
４は、下ケーシング２０上の各角部分に形成され、上ケーシング１０上の対応する構造に
接合される。
【００２５】
　下ケーシング２０の内面上の各角部分に近い位置には、係合溝２７がそれぞれ形成され
、各係合溝２７の一内壁上には、係合板２７０が形成され、係合板２７０および接合柱２
４は、上ケーシング１０との接合に使用される。
【００２６】
　上ケーシング１０の内面上には、複数の接合筒１２および複数の係合部１３が形成され
る。各接合筒１２は、上ケーシング１０の各角部分に形成され、下ケーシング２０上の接
合柱２４に対応する。各接合筒１２は、中空であり、内径は、接合柱２４の外径に対応し
、接合筒１２と接合柱２４とは、雄雌嵌合される。
　また、本実施形態において、上ケーシング１０の内面の前端および後端には、２つの係
合部１３が形成される。係合部１３の下端部分には、鉤部１３０がそれぞれ形成され、鉤
部１３０の底端は、矢印形であり、斜面を有する。各係合部１３は、下ケーシング２０上
の各係合溝２７に対応し、鉤部１３０が係合溝２７内の係合板２７０上に係合される。
【００２７】
　次に、本考案の一実施形態によるコンピュータ周辺装置の組立方法を説明する。
　まず、ケーブルセット５０の端子台５３を下ケーシング２０内の楔柱２６上に位置合わ
せし、ケーブル５１を下ケーシング２０上のケーブル孔２５内に跨設する。続いて、回路
基板４０を下ケーシングの槽室２２内に配置する。このとき、槽室２２内の位置決め柱２
３を回路基板４０の対応する位置決め孔４２に貫設し、回路基板４０を位置決めする。ま
た、回路基板４０の底面の接触式接点４１を端子台５３上の各端子５３２に電気的に接触
させる。
　その後、上ケーシング１０と下ケーシング２０とを垂直方向に接合する。このとき、上
ケーシング１０の各角部分の接合筒１２を下ケーシング２０の対応する接合柱２４に嵌接
する。また、上ケーシング１０上の係合部１３を下ケーシング２０内の係合溝２７に挿入
し、係合溝２７の内壁の係合板２７０上に係合する。以上のようにして、上ケーシング１
０と下ケーシング２０とを組み合わせ、上ケーシング１０上の位置決めロッド１１および
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支持板１４が回路基板４０の表面を同時に支持することにより、回路基板４０を安定的に
位置決めする。前述の上ケーシング１０と下ケーシング２０と電気的接続構造とを組立て
た後の状態は、図４に示す。
【００２８】
　上述の説明からわかるように、本考案の一実施形態によるコンピュータ周辺装置は、簡
易な組合構造を提供するだけでなく、全ての係合構造および位置決め構造が垂直方向に行
われることにより、自動化生産または半自動化生産の導入に都合がよく、組立性を向上し
、生産コストを低減できた。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　上ケーシング
　１１　位置決めロッド
　１２　接合筒
　１３　係合部
　１３０　鉤部
　１４　支持板
　１４０　支持部
　１５　ケーブル押圧ブロック
　２０　下ケーシング
　２１　ストッパ壁
　２１０　係合ブロック
　２２　槽室
　２３　位置決め柱
　２３０　凸リブ
　２４　接合柱
　２５　ケーブル孔
　２６　楔柱
　２７　係合溝
　２７０　係合板
　４０　回路基板
　４１　接触式接点
　４２　位置決め孔
　５０　ケーブルセット
　５１　ケーブル
　５２　接合部材
　５２０　係合溝
　５３　端子台
　５３１　端子溝
　５３２　端子
　５３３　係合ブロック
　５３４　楔孔
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月8日(2009.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　内面上に所定の形状の槽室が形成された下ケーシングと、
　前記下ケーシングと接合される上ケーシングと、
　前記上ケーシングおよび前記下ケーシングの内面上にそれぞれ対応するように形成され
、前記上ケーシングと前記下ケーシングとを垂直方向に接合する係合構造と、
　主に、前記下ケーシングの槽室内に配置され、制御回路が配置され、ケーブルセット上
に設けられた端子との電気的な接触に使用され、前記制御回路に接続された接触式接点が
形成された回路基板と、前記ケーブルセットと、から構成され、前記上ケーシングと前記
下ケーシングとの間に配置される電気的接続構造と、
　前記上ケーシングおよび前記下ケーシングの内面上に対応するようにそれぞれ形成され
、前記上ケーシングと前記下ケーシングとの間の電気的接続構造を垂直方向において位置
決めする位置決め構造と、を含むことを特徴とする迅速に組立可能なコンピュータ周辺装
置。
【請求項２】
　前記位置決め構造は、
　前記下ケーシングの内面上に、略矩形のストッパ壁が形成され、前記ストッパ壁により
、前記回路基板の形状に対応した槽室が形成され、前記槽室内に、前記回路基板上の位置
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決め孔にそれぞれ対応した複数の位置決め柱が形成され、
　前記上ケーシングの内面上に、前記下ケーシング上の回路基板にそれぞれ対応し、前記
回路基板の表面を支持する複数の位置決めロッドが垂直方向に形成されることを特徴とす
る請求項１記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項３】
　前記位置決め構造は、
　所定の傾斜角度を有し、前記上ケーシングの内面から斜め下方に延伸し、端部が湾曲し
て支持部が形成された弾性板であり、前記回路基板上を支持する支持板をさらに含むこと
を特徴とする請求項２記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項４】
　前記位置決め柱の下端の柱面上には、凸リブが複数形成され、
　前記ストッパ壁の対向する２つの辺上には、係合ブロックがそれぞれ形成され、前記係
合ブロックは、前記回路基板の対応する辺縁上に係合され、前記回路基板の位置決めが強
化されることを特徴とする請求項３記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項５】
　前記下ケーシングの一方の端部の辺縁上には、半円形のケーブル孔が形成され、前記ケ
ーブル孔の内側部分には、２つの楔柱が形成され、前記２つの楔柱は、前記ケーブルセッ
トの端子台両端の楔孔にそれぞれ対応し、
　前記上ケーシングの前記ケーブル孔に対応する位置には、前記ケーブル孔上のケーブル
に跨設されるＵ字形のケーブル押圧ブロックが形成されることを特徴とする請求項４記載
の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項６】
　前記係合構造は、
　前記下ケーシングの内面の槽室の外部に、複数の接合柱および複数の係合溝が形成され
、前記係合溝の一内壁上に、係合板が形成され、
　前記上ケーシングの内面に、前記下ケーシング上の接合柱に対応し、中空であり、内径
が前記接合柱の外径に対応する複数の接合筒と、下端に鉤部がそれぞれ形成され、前記下
ケーシング上の各係合溝にそれぞれ対応し、前記鉤部が前記係合溝内の係合板上に係合さ
れる複数の係合部と、がそれぞれ形成され、前記各接合筒と前記各接合柱とは、嵌接され
ることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の迅速に組立可能なコンピュ
ータ周辺装置。
【請求項７】
　前記上ケーシングの内面の前端には、２つの係合部が形成され、後端には、１つの係合
部が形成されることを特徴とする請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置
。
【請求項８】
　前記各接合柱は、前記下ケーシング上の各角部分に形成され、前記上ケーシング上の対
応する接合筒に嵌接されることを特徴とする請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュー
タ周辺装置。
【請求項９】
　前記係合部の底端は、矢印形であり、斜面を含むことを特徴とする請求項６記載の迅速
に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【請求項１０】
　上ケーシングと下ケーシングと電気的接続構造との間に、制御回路が配置され、複数の
接触式接点を含む回路基板が配置されるケーシングと、
　上ケーシングと下ケーシングとの間に配置され、複数の端子を含む電気的接続構造と、
を含み、
　前記ケーシングは、上ケーシング、下ケーシング、複数の係合体、複数の係合溝、複数
の位置決め柱および複数の接合筒を含み、前記上ケーシングと前記下ケーシングと前記回
路基板とは、同時に係合されて位置決めされ、前記電気的接続構造は、前記回路基板と前
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記ケーシングとの間に係合されて位置決めされ、前記複数の端子と前記複数の接触式接点
とは、電気的に接触することを特徴とする迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項６の考案は、請求項１から請求項５のいずれかに記載の迅速に組立可能なコンピ
ュータ周辺装置において、前記係合構造は、前記下ケーシングの内面の槽室の外部に、複
数の接合柱および複数の係合溝が形成され、前記係合溝の一内壁上に、係合板が形成され
、前記上ケーシングの内面に、前記下ケーシング上の接合柱に対応し、中空であり、内径
が前記接合柱の外径に対応する複数の接合筒と、下端に鉤部がそれぞれ形成され、前記下
ケーシング上の各係合溝にそれぞれ対応し、前記鉤部が前記係合溝内の係合板上に係合さ
れる複数の係合部と、がそれぞれ形成され、前記各接合筒と前記各接合柱とは、嵌接され
ることを特徴とする。
　請求項７の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記上ケーシングの内面の前端には、２つの係合部が形成され、後端には、１つの係合部
が形成されることを特徴とする。
　請求項８の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記各接合柱は、前記下ケーシング上の各角部分に形成され、前記上ケーシング上の対応
する接合筒に嵌接されることを特徴とする。
　請求項９の考案は、請求項６記載の迅速に組立可能なコンピュータ周辺装置において、
前記係合部の底端は、矢印形であり、斜面を含むことを特徴とする。
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