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(57)【要約】
【課題】装置の姿勢を保持することが可能な保持構造を
提供する。
【解決手段】本実施形態の一例に係る保持構造は、回転
軸と、スタンド本体と、クリッカとを備える。スタンド
本体は回転軸のまわりに回動可能である。スタンド本体
が回転軸まわりに回動されるときに、スタンド本体の上
端部がクリッカと接触する。スタンド本体とクリッカと
が接触した位置からさらにスタンド本体が回動されると
、スタンド本体はクリッカを超えて回動する。これによ
り、スタンド本体が開状態となり、装置の姿勢を保持す
る。スタンド本体の上端部がクリッカを超えて回動する
ときにはクリッカの変形が元に戻り、クリック音が鳴る
。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置が所定の載置面に載置されるときに当該装置の姿勢を保持する保持構造であって、
　軸部と
　前記軸部のまわりを回動可能であって、前記装置の姿勢を保持するための本体部と、
　係止部と、を備え、
　前記本体部は前記軸部のまわりを第１位置から第２位置まで回動可能であり、前記本体
部が前記第１位置から前記第２位置まで回動する間に前記本体部の一部が前記係止部と接
触し、
　前記係止部は、前記本体部の少なくとも一方向への回動を係止する、保持構造。
【請求項２】
　前記軸部は前記本体部の上部に配置され、
　前記本体部は、
　　前記軸部から前記本体部の下端方向に伸びる前記装置を支持するための支持部と、
　　前記支持部の上端から突出し、前記本体部が前記軸部のまわりを回動するときに前記
係止部と接触する突出部とを含む、請求項１に記載の保持構造。
【請求項３】
　前記突出部の先端部には、傾斜部が設けられる、請求項２に記載の保持構造。
【請求項４】
　前記装置が前記載置面に載置されるときに、前記本体部の下端部が前記載置面に接触し
、
　前記下端部と反対側の前記本体部の上端部には、傾斜部が設けられる、請求項１から３
の何れかに記載の保持構造。
【請求項５】
　前記傾斜部の傾斜面は、前記装置側を向く、請求項３または４に記載の保持構造。
【請求項６】
　前記本体部の上端部と前記係止部の下端部とが接触し、
　前記本体部が前記第１位置から前記第２位置に回動されるときに前記本体部の上端部は
、前記装置に向かって移動し、
　前記係止部は、少なくともその下端部が前記装置に向かって屈曲又は湾曲する、請求項
１から５の何れかに記載の保持構造。
【請求項７】
　前記本体部の下端部には、ストッパー部が設けられ、
　前記ストッパー部は、前記本体部が前記第２位置に回動されて前記装置が前記載置面に
載置されるときに前記載置面に接触可能であり、かつ、前記本体部の下端部よりも摩擦係
数の大きな素材からなる、請求項１から６の何れかに記載の保持構造。
【請求項８】
　前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、
　前記本体部が前記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、
　前記本体部は、前記軸まわりに回動されて開状態になったときに前記載置面に対して前
記装置の姿勢を保持し、
　前記本体部の表面は、閉状態のときに前記装置のハウジングの背面と略平坦となる、請
求項１から７の何れかに記載の保持構造。
【請求項９】
　前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、
　前記本体部が前記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、
　前記本体部が閉状態のときに、前記本体部は前記装置のハウジングの表面の一部を形成
し、
　前記本体部の横方向の幅は前記装置のハウジングの横方向の幅よりも短い、請求項１か
ら８の何れかに記載の保持構造。
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【請求項１０】
　前記軸部は金属部材により形成される、請求項１から９の何れかに記載の保持構造。
【請求項１１】
　前記装置が前記載置面に載置されるときに、前記本体部の下端部が前記載置面に接触し
、
　前記本体部の下端部は、前記装置に向かって湾曲又は屈曲する、請求項１から１０の何
れかに記載の保持構造。
【請求項１２】
　前記係止部と分離可能に係合するホルダを備え、
　前記係止部は前記ホルダに係合されて前記装置に固定される、請求項１から１１の何れ
かに記載の保持構造。
【請求項１３】
　前記保持構造は、前記装置に設けられる、請求項１から１２の何れかに記載の保持構造
。
【請求項１４】
　前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、
　前記本体部が前記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、
　前記本体部は、開状態のときに前記装置の姿勢を保持し、
　前記本体部の裏側には、前記本体部が閉状態のときに前記装置に設けられた被係合部と
係合するための少なくとも１つの係合部が設けられる、請求項１３に記載の保持構造。
【請求項１５】
　前記軸部を回動可能に支持する軸受部を有し、
　前記軸部は前記本体部に固定され、
　前記軸受部の径は前記軸部の径よりも小さい、請求項１から１４の何れかに記載の保持
構造。
【請求項１６】
　所定の載置面に載置されるときに自機の姿勢を保持するための保持構造を備える装置で
あって、
　軸部と、
　前記軸部のまわりを回動可能であって、前記装置の姿勢を保持するための本体部と、
　係止部と、を備え、
　前記本体部は前記軸部のまわりを第１位置から第２位置まで回動可能であり、前記本体
部が前記第１位置から前記第２位置まで回動する間に前記本体部の一部が前記係止部と接
触し、
　前記係止部は、前記本体部の少なくとも一方向への回動を係止する、装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装置の姿勢を保持するための保持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示装置を備えた略板状の情報処理装置の姿勢を、当該装置とは別のスタンドを
用いて保持するものがある（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２３２０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　装置の姿勢を保持する構造としてユーザにとってより利便性のある構造が求められる。
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、装置の姿勢を保持することが可能な利便性ある保持構造を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決すべく、本発明は、以下の構成を採用した。
【０００７】
　本発明の一例に係る保持構造は、装置が所定の載置面に載置されるときに当該装置の姿
勢を保持する保持構造であって、軸部と前記軸部のまわりを回動可能であって、前記装置
の姿勢を保持するための本体部と、係止部と、を備える。前記本体部は前記軸部のまわり
を第１位置から第２位置まで回動可能であり、前記本体部が前記第１位置から前記第２位
置まで回動する間に前記本体部の一部が前記係止部と接触する。前記係止部は、前記本体
部の少なくとも一方向への回動を係止する。
【０００８】
　上記によれば、装置の姿勢を保持するための本体部が回動する過程で本体部の一部が係
止部と接触し、係止部によって本体部の回動が係止される。これにより、本体部が意図せ
ずに回動することを防止することができ、装置の姿勢を安定的に保持することで、保持構
造の利便性を向上することができる。
【０００９】
　また、前記軸部は前記本体部の上部に配置されてもよい。前記本体部は、前記軸部から
前記本体部の下端方向に伸びる前記装置を支持するための支持部と、前記支持部の上端か
ら突出し、前記本体部が前記軸部のまわりを回動するときに前記係止部と接触する突出部
とを含んでもよい。
【００１０】
　上記によれば、上端方向に伸びる突出部によって本体部の回動を係止することができる
。
【００１１】
　また、前記突出部の先端部には、傾斜部が設けられてもよい。
【００１２】
　上記によれば、突出部の先端部には傾斜部が設けられるため、本体部が係止部に接触す
る場合でも係止部を超えて本体部を回動させやすくすることができる。
【００１３】
　また、前記装置が前記載置面に載置されるときに、前記本体部の下端部が前記載置面に
接触し、前記下端部と反対側の前記本体部の上端部には、傾斜部が設けられてもよい。
【００１４】
　上記によれば、本体部の上端部には傾斜部が設けられるため、本体部が係止部に接触す
る場合でも係止部を超えて本体部を回動させやすくすることができる。
【００１５】
　また、前記傾斜部の傾斜面は、前記装置側を向いてもよい。
【００１６】
　上記によれば、傾斜部の面が前記装置側を向くため、例えば本体部が第１位置から第２
位置まで回動するときに係止部と接触する場合でも本体部を回動させ易くすることができ
る。
【００１７】
　また、前記本体部の上端部と前記係止部の下端部とが接触してもよい。前記本体部が前
記第１位置から前記第２位置に回動されるときに前記本体部の上端部は、前記装置に向か
って移動してもよい。前記係止部は、少なくともその下端部が前記装置に向かって屈曲又
は湾曲してもよい。
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【００１８】
　上記によれば、係止部の下端部は装置に向かって曲がるため、本体部と係止部とが接触
する位置を、装置寄りにし、より装置側で本体部を係止することができる。
【００１９】
　また、前記本体部の下端部には、ストッパー部が設けられてもよい。前記ストッパー部
は、前記本体部が前記第２位置に回動されて前記装置が前記載置面に載置されるときに前
記載置面に接触可能であり、かつ、前記本体部の下端部よりも摩擦係数の大きな素材から
なってもよい。
【００２０】
　上記によれば、載置面が接触する本体部の下端部にはストッパー部が設けられるため、
本体部が載置面に対して滑ることを防止することができる。
【００２１】
　また、前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、前記本体部が前
記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、前記本体部は、前記軸まわりに回動され
て開状態になったときに前記載置面に対して前記装置の姿勢を保持してもよい。また、前
記本体部の表面は、閉状態のときに前記装置のハウジングの背面と略平坦となってもよい
。
【００２２】
　上記によれば、本体部が閉状態のときには、本体部は装置のハウジングの背面と略平坦
となる。言い換えると、本体部が閉状態のときには、本体部と、本体部以外の装置のハウ
ジングの背面とは、ハウジングの背面に垂直な方向の高さが略一致し、本体部と、本体部
以外のハウジングとの境界に段差を無くすことができる。
【００２３】
　また、前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、前記本体部が前
記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、前記本体部が閉状態のときに、前記本体
部は前記装置のハウジングの表面の一部を形成してもよい。前記本体部の横方向の幅は前
記装置のハウジングの横方向の幅よりも短くてもよい。
【００２４】
　上記によれば、装置のハウジングの表面の一部である本体部を回動させることで、装置
の姿勢を保持することができる。
【００２５】
　また、前記軸部は金属部材により形成されてもよい。
【００２６】
　上記によれば、本体部が繰り返し回動されても軸部が磨耗することを防止することがで
きる。
【００２７】
　また、前記装置が前記載置面に載置されるときに、前記本体部の下端部が前記載置面に
接触し、前記本体部の下端部は、前記装置に向かって湾曲又は屈曲してもよい。
【００２８】
　上記によれば、本体部の下端部は湾曲又は屈曲するため、本体部の下端部を載置面に対
してより垂直に接触させることができ、本体部が載置面に対して滑ることを防止すること
ができる。
【００２９】
　また、前記係止部と分離可能に係合するホルダを備えてもよい。前記係止部は前記ホル
ダに係合されて前記装置に固定されてもよい。
【００３０】
　上記によれば、例えば係止部が本体部と繰り返し接触することによって磨耗した場合で
も、係止部を交換することができる。
【００３１】
　また、前記保持構造は、前記装置に設けられてもよい。
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【００３２】
　上記によれば、前記装置の背面に保持構造が設けられるため、前記装置とは別の支持装
置を用いることなく前記装置の姿勢を保持することができる。
【００３３】
　また、前記本体部が前記第１位置のときに前記本体部は閉状態となり、前記本体部が前
記第２位置のときに前記本体部は開状態となり、前記本体部は、開状態のときに前記装置
の姿勢を保持してもよい。前記本体部の裏側には、前記本体部が閉状態のときに前記装置
に設けられた被係合部と係合するための少なくとも１つの係合部が設けられてもよい。
【００３４】
　上記によれば、本体部が閉状態のときに装置と係合させることができ、閉状態を維持す
ることができる。
【００３５】
　また、前記軸部を回動可能に支持する軸受部を有し、前記軸部は前記本体部に固定され
、前記軸受部の径は前記軸部の径よりも小さくてもよい。
【００３６】
　上記によれば、軸受部の径が軸部の径よりも小さいため、本体部が大きな力で回動され
たときに、軸部および本体部が軸受部から比較的外れやすい。このため、上記保持構造や
上記装置が破損することを防止することができる。
【００３７】
　本発明の他の例は、所定の載置面に載置されるときに自機の姿勢を保持するための保持
構造を備える装置である。当該装置は、軸部と、前記軸部のまわりを回動可能であって、
前記装置の姿勢を保持するための本体部と、係止部と、を備える。前記本体部は前記軸部
のまわりを第１位置から第２位置まで回動可能であり、前記本体部が前記第１位置から前
記第２位置まで回動する間に前記本体部の一部が前記係止部と接触する。前記係止部は、
前記本体部の少なくとも一方向への回動を係止する。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、装置の姿勢を保持する保持構造に、より利便性をもたせることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施形態の情報処理装置の背面図の一例
【図２】スタンド１０を用いて情報処理装置１の姿勢が保持されているときの情報処理装
置１の背面斜視図の一例
【図３】情報処理装置１が載置面に載置され情報処理装置１の姿勢がスタンド１０によっ
て保持されたときの一例を示す図
【図４】スタンド１０を開いた状態で情報処理装置１を背面方向から見た図
【図５】情報処理装置１の背面における収納部２ａの部分拡大図
【図６】スタンド１０を前面から見たときの斜視図
【図７】スタンド１０を背面から見たときの斜視図
【図８】スタンド１０の下端部の背面側の部分拡大図
【図９】スタンド１０が開いた状態から閉じた状態に移行する様子を示す図であってスタ
ンド１０の下端部および情報処理装置１のハウジング２の部分拡大図
【図１０】情報処理装置１の断面の一例を示す図
【図１１】図１０の（ｂ）の破線部分を拡大した図
【図１２】スタンド本体１１が回動するときのスタンド本体１１とクリッカ１６との位置
関係を示す図
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本実施形態の一例に係る情報処理装置の姿勢を保持するための保持構造について
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説明する。図１は、本実施形態の情報処理装置の背面図の一例である。図２は、スタンド
１０を用いて情報処理装置１の姿勢が保持されているときの情報処理装置１の背面斜視図
の一例である。
【００４１】
　情報処理装置１は、略薄板状であり、横長の形状である。情報処理装置１は、アプリケ
ーション（例えば、ゲームアプリケーション、その他の情報処理を行うためのアプリケー
ション等）を実行することが可能な装置であり、例えばゲーム装置、タブレット端末、ス
マートフォン等であってもよい。情報処理装置１は、例えば携帯型の装置であり、ユーザ
が両手又は片手で把持可能な大きさであってもよい。情報処理装置１の前面には、表示装
置（図示せず）の画面が設けられる。また、情報処理装置１のハウジング２内にはバッテ
リーが設けられてもよい。
【００４２】
　図１に示されるように、情報処理装置１の背面には、スタンド１０が設けられる。スタ
ンド１０は、情報処理装置１の背面よりも上下方向（図１のｘ軸方向）の長さが短く、か
つ、左右方向（図１のｙ軸方向）の長さが短い。例えば、スタンド１０は、情報処理装置
１を背面から見た場合に、左右方向における中央よりも左側に設けられる。
【００４３】
　スタンド１０は、閉じられた状態では情報処理装置１の背面の一部を形成する。具体的
には、図２に示されるように、情報処理装置１のハウジング２の背面の左下の領域には、
スタンド１０と略同じ大きさの収納部２ａが形成されている。スタンド１０は、閉じられ
た状態では収納部２ａに収まる。ハウジング２の収納部２ａの深さ（ｚ軸方向の高さ）は
、スタンド１０の厚さ（ｚ軸方向の厚さ）と略同じである。スタンド１０が閉じられた状
態では、スタンド１０と、スタンド１０以外のハウジング２の背面部分とは高さ（ｚ軸方
向の高さ）がほぼ一致する。すなわち、スタンド１０が閉じられた状態では、ハウジング
２の背面はスタンド１０を含めて略平坦となり、スタンド１０とスタンド１０以外のハウ
ジング２の背面との境界部分にはほぼ段差がない。
【００４４】
　一方、スタンド１０が開かれた状態では、図２に示されるように、スタンド１０は背面
方向に突出し、この突出したスタンド１０によって、情報処理装置１の姿勢が保持される
。
【００４５】
　図３は、情報処理装置１が載置面に載置され情報処理装置１の姿勢がスタンド１０によ
って保持されたときの一例を示す図である。図３に示されるように、情報処理装置１の背
面に設けられたスタンド１０が開かれてテーブル等の載置面に載置された場合、情報処理
装置１の前面（表示装置の画面）が、載置面に対して所定の角度を有するように斜め上方
を向く。図３に示されるように、スタンド１０の下端部には、滑り止めとなるストッパー
部材１２が設けられる。スタンド１０は、その下端に行くにしたがって情報処理装置１に
向かって情報処理装置１に向かって略円弧状に湾曲している。すなわち、スタンド１０の
下端部分は、Ｒ形状に形成されている。図３に示されるように、情報処理装置１の底面と
背面との境界部分はＲ形状に形成されている。スタンド１０が閉じられた状態では、スタ
ンド１０の下端部分におけるＲ形状の部分が、情報処理装置１の底面及び背面の境界部分
のＲ形状の部分の一部を形成する。これにより、スタンド１０を閉じたときに、情報処理
装置１の底面および背面の境界部分は、情報処理装置１の左右方向（図３の紙面に垂直な
方向）の略全体にわたってＲ形状となる。
【００４６】
　図４は、スタンド１０を開いた状態で情報処理装置１を背面方向から見た図である。図
５は、情報処理装置１の背面における収納部２ａの部分拡大図である。
【００４７】
　図４に示されるように、情報処理装置１の背面の収納部２ａには、メモリカード（例え
ば、ｍｉｃｒｏＳＤカード）を挿入するためのカードスロット３が設けられる。スタンド
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１０は、カードスロット３のカバーとしても用いられる。すなわち、スタンド１０は、開
かれた状態では情報処理装置１を立たせてその姿勢を保持するために機能し、閉じられた
状態ではカードスロット３のカバーとして機能する。
【００４８】
　図５に示されるように、情報処理装置１の背面の収納部２ａには、一対の凹部４が形成
される。この凹部４はスタンド１０の突起部１３（図７参照）と係合する係合部（被係合
部）であり、情報処理装置１の凹部４とスタンド１０の突起部１３とが係合することによ
り、スタンド１０を閉じた状態に維持する。
【００４９】
　図６は、スタンド１０を前面から見たときの斜視図である。図７は、スタンド１０を背
面から見たときの斜視図である。図８は、スタンド１０の下端部の背面側の部分拡大図で
ある。図９は、スタンド１０が開いた状態から閉じた状態に移行する様子を示す図であっ
てスタンド１０の下端部および情報処理装置１のハウジング２の部分拡大図である。
【００５０】
　図６～図８に示されるように、スタンド１０は、スタンド本体１１と、スタンド本体１
１の下端部に設けられたストッパー部材１２とを備える。また、スタンド本体１１の下端
部の背面側には、一対の突起部１３が設けられる。また、スタンド本体１１の上端部の背
面側には、ヒンジ部１４が設けられる。
【００５１】
　スタンド本体１１は、略長方形の薄板状の部材であり、下端部がスタンド本体１１の背
面方向（情報処理装置１の前面方向）に湾曲している。スタンド本体１１は、例えばプラ
スチック等の合成樹脂によって形成される。なお、情報処理装置１のハウジング２も樹脂
で形成される。突起部１３は、スタンド本体１１と一体的に形成される。突起部１３は、
スタンド１０を閉じたときにハウジング２の凹部４と係合する係合部である。図９に示さ
れるように、スタンド１０が閉状態のときには、突起部１３がハウジング２の凹部４に係
合し、スタンド１０を閉状態に維持する。
【００５２】
　また、ストッパー部材１２は、スタンド本体１１よりも大きな摩擦係数を有する部材に
よって形成され、例えば、シリコンゴムによって形成される。具体的には、液状のシリコ
ンゴムを用いてＬＩＭＳ成形を行うことにより、スタンド本体１１の下端部にシリコンゴ
ムからなるストッパー部材１２が密着形成される。
【００５３】
　ヒンジ部１４は、金属（例えば鉄やアルミニウム等）によって形成されている。ヒンジ
部１４は、スタンド１０全体を回動させるための部材である。ヒンジ部１４は、ネジ１７
によってスタンド本体１１に固定される。ヒンジ部１４およびこれを回動可能に支持する
構造については後述する。
【００５４】
　次に、スタンド１０の上端部分の詳細について説明する。
【００５５】
　図１０は、情報処理装置１の断面の一例を示す図である。図１０の（ａ）は、情報処理
装置１の右側面図である。図１０の（ｂ）は、図１０の（ａ）のＢ－Ｂ線断面図である。
また、図１１は、図１０の（ｂ）の破線部分を拡大した図である。
【００５６】
　図１０及び図１１に示されるように、情報処理装置１の背面側のハウジング２には、ス
タンドホルダ１５がネジによって固定される。スタンドホルダ１５は、スタンド１０を情
報処理装置１に固定するための部材である。スタンドホルダ１５は、例えば、プラスチッ
ク等の樹脂によって形成される。スタンドホルダ１５は、例えば、スタンド本体１１およ
び情報処理装置１のハウジング２よりも硬い素材（強度の高い素材）によって形成されて
もよい。
【００５７】
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　図１１に示されるように、スタンドホルダ１５は、クリッカ１６（係止部）を情報処理
装置１に固定する。図１１に示されるように、スタンドホルダ１５には２つの開口部が設
けられ、この開口部にクリッカ１６の一部が係合する。スタンドホルダ１５とクリッカ１
６とは、異なる部材によって形成されており、これらは分離可能に形成される。クリッカ
１６は、ハウジング２およびスタンドホルダ１５よりも柔らかい素材によって形成され、
例えばエラストマー（例えば、TPE:Thermoplastic Elastomer）によって形成される。
【００５８】
　ヒンジ部１４は、スタンド本体１１の部分１１ａによって位置決めされ、ネジ１７によ
ってネジ止めされることでスタンド本体１１に固定される。
【００５９】
　スタンドホルダ１５は、ヒンジ部１４を回動可能に支持する。具体的には、スタンドホ
ルダ１５は、対向する一対の軸受部１５ａ、１５ｂを有する。ヒンジ部１４は、左右方向
に突出した一対の半球状の凸部１４ａ、１４ｂを有する。ヒンジ部１４の凸部１４ａがス
タンドホルダ１５の軸受部１５ａに係合し、ヒンジ部１４の凸部１４ｂがスタンドホルダ
１５の軸受部１５ｂに係合する。これにより、スタンドホルダ１５は、ヒンジ部１４及び
スタンド本体１１を、凸部１４ａと凸部１４ｂとを結ぶ軸回りに回動可能に支持する。
【００６０】
　より具体的には、図１１に示されるように、スタンドホルダ１５の軸受部１５ａ、１５
ｂの内径は、ヒンジ部１４の凸部１４ａ、１４ｂの外径よりも小さい。このため、スタン
ドホルダ１５の軸受部１５ａによって、ヒンジ部１４の凸部１４ａが完全に覆われること
はない。すなわち、凸部１４ａの一部が軸受部１５ａに嵌合する。軸受部１５ｂおよび凸
部１４ｂも同様である。
【００６１】
　このようなスタンドホルダ１５およびヒンジ部１４の構造によって、ヒンジ部１４を含
めたスタンド本体１１は、ヒンジ部１４の凸部１４ａと凸部１４ｂとを結ぶ軸回りに回動
可能に支持される。ヒンジ部１４の凸部１４ａおよび１４ｂを結ぶ直線よりも下側のスタ
ンド本体１１の部分を情報処理装置１を支持する支持部１１ｃとし、スタンド本体１１に
おける上記直線よりも上側の部分を突出部１１ｂとすると、スタンド本体１１が回動した
場合、スタンド本体１１の突出部１１ｂの上端部は、クリッカ１６に接触する。以下、ス
タンド本体１１が回動するときのスタンド本体１１の動きについて説明する。
【００６２】
　図１２は、スタンド本体１１が回動するときのスタンド本体１１とクリッカ１６との位
置関係を示す図である。図１２の下図ではスタンド本体１１が閉状態（第１位置）から徐
々に開状態（第２位置）に遷移する様子が示されている。図１２の上図は下図の破線部分
の拡大図である。図１２においては、図１のＡ－Ａ線断面図が示されているが、スタンド
本体１１およびクリッカ１６の位置関係を説明するために必要な部分のみが示されており
、その他の部分については簡略化されている。
【００６３】
　図１２に示されるように、スタンド本体１１は、ヒンジ部１４の凸部１４ａおよび１４
ｂを結ぶ直線を回転軸として回動する。スタンド本体１１が閉状態（図１２の（ａ））か
らスタンド本体１１を所定の角度（図０７の（ｄ）の状態よりも小さな角度）だけ反時計
回りに回動させると、図１２の（ｂ）に示されるように、スタンド本体１１の上端部（上
記突出部１１ｂ。先端部ともいう）がクリッカ１６と接触する。図１２に示されるように
、クリッカ１６は、その下端部が情報処理装置１側（情報処理装置１の前面方向：ｚ軸負
方向）に向かって屈曲又は湾曲している。クリッカ１６の下端部がｚ軸負方向に屈曲又は
湾曲しているため、クリッカ１６とスタンド本体１０の上端部とが接触する位置は、クリ
ッカ１６が屈曲又は湾曲していない場合と比べて、図１２の左寄りとなる。すなわち、ク
リッカ１６が屈曲又は湾曲しているため、クリッカ１６が屈曲又は湾曲していない場合と
比べて、スタンド本体１１をより大きく回転させなければスタンド本体１１の上端部はク
リッカ１６と接触しない。



(10) JP 2018-112772 A 2018.7.19

10

20

30

40

50

【００６４】
　図１２の（ｂ）の状態からスタンド本体１１をさらに反時計回りに回動させると、クリ
ッカ１６がスタンド本体１１の上端部によってｚ軸負方向に押されて弾性変形する。さら
にスタンド本体１１を回動させると、スタンド本体１１の上端部がクリッカ１６の下端部
を越えて情報処理装置１の前面方向（ｚ軸負方向）まで移動し、図１２の（ｃ）の状態と
なる。このときクリッカ１６の変形が元に戻り、クリック音が鳴る。
【００６５】
　図１２の（ｃ）の状態からスタンド本体１１をさらに回動させると、図１２の（ｄ）に
示されるように、スタンド本体１１の上端部がスタンドホルダ１５の一部に当接する。具
体的には、スタンド本体１１の上端部は、スタンド本体１１を閉じたときに斜めに傾斜す
る傾斜部を有する。この傾斜部の面は情報処理装置１側を向き、当該傾斜部の面がスタン
ドホルダ１５の一部に当接する。図１２の（ｄ）の状態では、スタンド本体１１はこれ以
上回動しない。ここでは、スタンド本体１１が最大限開かれた状態を「最大開状態（すな
わち、図１２の（ｄ）に示す開状態）」ということにする。この最大開状態で図３に示す
ように情報処理装置１の姿勢が保持される。
【００６６】
　なお、上述のように、ヒンジ部１４の凸部１４ａ、ｂの外径はスタンドホルダ１５の軸
受部１５ａ、ｂの内径よりも大きいため、ヒンジ部１４はスタンドホルダ１５から外れや
すい。すなわち、ヒンジ部１４の凸部１４ａ、ｂは、その一部しか軸受部１５ａ、ｂに嵌
合しないため、ヒンジ部１４に大きな力が加わると、ヒンジ部１４はスタンドホルダ１５
から外れる。このため、図１２の（ｄ）の状態においてさらにスタンド１０が開く方向（
図１２における反時計回り）に力が加わると、ヒンジ部１４の凸部１４ａ、ｂに力が加わ
り、その力がある限界を超えると、スタンド本体１１を含むスタンド１０の全体は、スタ
ンドホルダ１５から外れる。したがって、ユーザが、例えばスタンド１０を強引に開いた
り、スタンド１０で情報処理装置１を立たせているときに情報処理装置１を踏んだりして
も、スタンド１０が情報処理装置１から外れるだけであり、スタンド１０や情報処理装置
１の背面におけるスタンド１０を固定する部分が破損する可能性は低い。
【００６７】
　このように、スタンド本体１１が図１２の（ｄ）に示す最大開状態になる前に、スタン
ド本体１１の上端部がクリッカ１６に接触する。スタンド本体１１の上端部がクリッカ１
６と接触することにより、ユーザは、スタンド本体１１が最大開状態になる前に、スタン
ド本体１１をどのくらい開くことができるかを認識することができる。また、本実施形態
では、スタンド本体１１の上端部がクリッカ１６と接触する位置よりもさらにスタンド本
体１１が回動された場合、クリック音が鳴る。このクリック音によって、ユーザは最大開
状態が近いことを認識することができる。すなわち、本実施形態では、スタンド本体１１
が最大開状態になる前にクリック音が鳴るため、ユーザは、スタンド本体１１をどの位置
まで開くことができるか容易に認識することができる。また、クリッカ１６は、情報処理
装置１の前面方向に屈曲又は湾曲しているため、スタンド本体１１が最大開状態になる直
前にクリック音が鳴る。これにより、スタンド１０や情報処理装置１の背面におけるスタ
ンド１０を固定する部分が破損すること、又は／及び、スタンド１０が情報処理装置１か
ら外れてしまうことを防止することができる。
【００６８】
　また、図１２の（ｄ）に示されるように、スタンド本体１１が最大開状態のときには、
スタンド本体１１の上端部はクリッカ１６の下端部よりも情報処理装置１の前面方向側（
ｚ軸負方向側）に位置する。この状態からスタンド本体１１が閉じる方向に回動されても
、スタンド本体１１の上端部がクリッカ１６の下端部に接触し、クリッカ１６は、スタン
ド本体１１の時計回りへの回動（閉じる方向への回動）を係止する。
【００６９】
　このように、スタンド本体１１が最大開状態のときには、スタンド本体１１が閉じる方
向に回動することを抑制することができる。これにより、ユーザの意図に反してスタンド
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１０が閉じることを防止することができ、情報処理装置１の姿勢を安定的に保持すること
ができる。また、クリッカ１６は、情報処理装置１の前面方向に屈曲又は湾曲しているた
め、スタンド本体１１が最大開状態になっているときにあそびを小さくすることができる
。すなわち、図１２の（ｄ）の状態のときのスタンド本体１１とハウジング２とがなす角
と、図１２の（ｃ）の状態のときのスタンド本体１１とハウジング２とがなす角との差を
小さくすることができる。これにより、スタンド本体１１を用いて情報処理装置１を立た
せているときに、情報処理装置１のぐらつきを小さくすることができる。なお、スタンド
本体１１が最大開状態のときにスタンド本体１１の上端部がクリッカ１６の下端部と接触
するようにして、上記あそびを無くしてもよい。
【００７０】
　また、本実施形態ではヒンジ部１４は金属で形成されるため、スタンド１０の開閉が繰
り返し行われてもヒンジ部１４の凸部１４ａ、ｂは磨耗しにくい。このため、スタンド１
０の開閉が繰り返し行われても、ヒンジ部１４の凸部１４ａ、ｂとスタンドホルダ１５の
軸受部１５ａ、ｂとはしっかり係合し、スタンド本体１１が外れやすくなったり、がたつ
いたりすることを防止することができる。
【００７１】
　また、本実施形態では、クリッカ１６は弾性素材（例えばエラストマー）によって形成
されるため、比較的変形し易く、スタンド本体１１を開閉する際にスタンド本体１１の上
端部分がクリッカ１６に接触してもユーザは比較的小さな力でスタンド本体１１を開閉さ
せることができる。
【００７２】
　また、本実施形態では、スタンド本体１１の上端部に傾斜部が設けられる。これにより
、スタンド本体１１の上端部がクリッカ１６と接触する場合でも、クリッカ１６を超えて
スタンド本体１１を回動させ易くすることができる。また、当該傾斜部がスタンドホルダ
１５の一部に面で接触するため、スタンド本体１１を支え易く、スタンド本体１１を最大
開状態に維持させやすくすることができる。
【００７３】
　また、本実施形態では、スタンド１０の下端部にはストッパー部材１２が設けられる。
このため、スタンド１０と載置面との摩擦を大きくすることができ、スタンド１０が滑る
ことを防止することができる。また、スタンド１０の下端部は、情報処理装置１の内側に
向かって湾曲している（図３参照）。このため、ストッパー部材１２が載置面と接触する
接触面積を大きくすることができ、スタンド１０が滑ることを防止することができる。
【００７４】
　また、本実施形態では、スタンドホルダ１５、クリッカ１６およびヒンジ部１４は、そ
れぞれ個別の部品として形成され、これらは分解可能に構成される。このため、例えば、
繰り返しスタンド１０の開閉が行われたことによってクリッカ１６が磨耗した場合でも、
クリッカ１６を交換することができる。
【００７５】
　以上、本実施形態の情報処理装置１の姿勢を保持するためのスタンド１０について説明
したが、上記説明は単なる例示に過ぎず、種々の改良や変形が加えられてもよい。
【００７６】
　例えば、上述したスタンド本体１１、ストッパー部材１２、ヒンジ部１４、スタンドホ
ルダ１５、クリッカ１６等の素材は単なる例示であり、これらの部材は他の素材によって
形成されてもよい。また、これら各部材の形状は単なる例示であり、上述したものに限ら
れない。
【００７７】
　例えば、上記実施形態ではヒンジ部１４は、凸部１４ａおよび１４ｂを有し、略コの字
型の形状としたが、ヒンジ部は他の形状でもよい。例えば、ヒンジ部は直線状の軸であっ
てもよい。また、ヒンジ部は金属でなくてもよく樹脂によって形成されてもよい。
【００７８】
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　また、上記実施形態では、クリッカ１６は、情報処理装置１の前面方向に屈曲又は湾曲
しているものとしたが、他の実施形態では、クリッカは直線状であってもよい。また、ク
リッカは、情報処理装置１の背面方向に屈曲又は湾曲してもよい。
【００７９】
　また、上記実施形態では、スタンド本体１１は、回転軸（ヒンジ部１４の凸部１４ａお
よび１４ｂ）から上方に突出した突出部１１ｂと、回転軸より下方の支持部１１ｃとを有
するものとし、突出部１１ｂがクリッカ１６と接触するように構成された。他の実施形態
では、スタンド本体１１の一部がクリッカ１６と接触するように構成されていれば、スタ
ンド本体１１の形状はどのようなものでもよい。例えば、回転軸より下方にクリッカ１６
と接触する部分と、情報処理装置１を支持する支持部とが設けられてもよい。
【００８０】
　また、他の実施形態では、スタンド本体１１にクリッカを設け、スタンド本体が回動す
るときに当該クリッカと接触する係止部が設けられてもよい。この場合、スタンド本体１
１に設けられたクリッカが変形することで上記クリック音が鳴ってもよい。
【００８１】
　また、上記実施形態では、クリッカ１６によってクリック音が鳴るものとしたが、必ず
しもクリック音が鳴るものに限られない。例えば、スタンド本体が最大開状態になるまで
にスタンド本体の一部が係止部に接触し、当該係止部によってスタンド本体の少なくとも
一方向への回動が係止されていれば、ユーザにスタンド本体が最大開状態になる位置を認
識させることはできる。
【００８２】
　また、上記実施形態では、図１２の（ｄ）に示されるように、スタンド本体１１が最大
開状態のときには、クリッカ１６がスタンド本体１１に接触しないようにして、いわゆる
遊びを設けるようにした。他の実施形態では、スタンド本体１１が最大開状態のときに、
クリッカ１６がスタンド本体１１に接触してもよい。すなわち、図１２の（ｄ）の状態に
おいて、クリッカ１６がスタンド本体１１の上端部に接触するようにしてもよい。この場
合において、クリッカ１６がスタンド本体１１の上端部を回動方向（スタンド本体１１が
閉状態（第１位置）から開状態（第２位置）になる方向。図１２における反時計回り）に
付勢するようにしてもよい。スタンド本体１１が最大開状態のときにクリッカ１６によっ
てスタンド本体１１が回動方向に付勢されることにより、スタンド本体１１を最大開状態
にしっかりと固定することができる。
【符号の説明】
【００８３】
　１　情報処理装置
　２　ハウジング
　２ａ　収納部
　３　メモリスロット
　４　凹部
　１０　スタンド
　１１　スタンド本体
　１２　ストッパー部
　１３　突起部
　１４　ヒンジ部
　１４ａ、１４ｂ　凸部
　１５　スタンドホルダ
　１５ａ、１５ｂ　軸受部
　１６　クリッカ
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