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(57)【要約】
【課題】メディアプレーヤーと接続するコネクターへの
応力集中による破損を防止すると共に、塵埃等による電
気的な接続の信頼性低下を防止するプロジェクターを提
供する。
【解決手段】プロジェクター１は、メディアプレーヤー
１００を接続して載置する接続部３０を備え、接続部３
０は、コネクター５１１を有してメディアプレーヤー１
００を着脱可能に接続して載置すると共に、軸部５３１
を有して回動可能となるコネクト部５０と、コネクト部
５０の回動により、載置されたメディアプレーヤー１０
０をコネクター５１１から抜き外す抜脱部８０と、を備
えている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロジェクターであって、
　外部の電子機器を接続して載置する接続部を備え、
　前記接続部は、
　コネクターを有して前記電子機器を着脱可能に接続して載置すると共に、回動支持部を
有して回動可能となるコネクト部と、
　前記コネクト部の回動により、前記コネクト部に載置された前記電子機器を前記コネク
ターから抜き外す抜脱部と、
　を備えていることを特徴とするプロジェクター。
【請求項２】
　請求項１に記載のプロジェクターであって、
　前記接続部は、
　前記回動支持部を保持して前記コネクト部を回動可能とすると共に、前記プロジェクタ
ー本体に対して送出および送入可能に移動する移動部と
　前記移動部を前記送出および送入可能に駆動する駆動機構部と、
　を備えていることを特徴とするプロジェクター。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のプロジェクターであって、
　前記抜脱部は、
　回動可能の支軸と、当該支軸を中心として一端部が押圧されることにより前記電子機器
を前記コネクターから抜き外す方向に押圧する他端部とを有するレバー部と、
　前記レバー部の前記一端部を押圧する押圧部と、
　を備えていることを特徴とするプロジェクター。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
　前記押圧部は、前記コネクト部に設置されることを特徴とするプロジェクター。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
　前記接続部は、前記コネクターを起立させる方向に付勢する付勢部を備えていることを
特徴とするプロジェクター。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
　前記コネクト部は、前記電子機器が設置された場合、当該電子機器の自重により、当該
電子機器の背面方向に回転することを特徴とするプロジェクター。
【請求項７】
　請求項２～請求項６のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
　前記駆動機構部は、前記移動部をスライド駆動させるスライド機構部を備え、
　前記スライド機構部は、
　前記移動部の前記送出方向に沿って当該移動部に設置されるスライド用ラックと、
　前記スライド用ラックと噛み合うスライド用ピニオンと、
　前記移動部に対して前記送出方向に付勢力を付与するスライド用バネと、
　を備えることを特徴とするプロジェクター。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか一項に記載のプロジェクターであって、
　前記コネクト部に載置された前記電子機器が、当該電子機器の背面方向に回転した際に
、前記電子機器を当接させて受ける受部を備えていることを特徴とするプロジェクター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、プロジェクターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型のメディアプレーヤーをスピーカー装置等に接続し、メディアプレーヤー
内部に格納されている音声データを、増幅した音声として出力させること等が行われてい
る。特許文献１では、携帯型のメディアプレーヤーをプロジェクターに構成される接続部
に接続し、メディアプレーヤー内部に格納されている画像データをプロジェクターからス
クリーン等に画像として拡大投写させ、また、メディアプレーヤー内部に格納されている
音声データをプロジェクターに付属するスピーカーから音声として出力させること等が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第７５９９１７７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１では、接続部に接続したメディアプレーヤーに対して、意図しない
外力が加わった場合（例えば、操作者がメディアプレーヤーにぶつかり、メディアプレー
ヤーが傾いた場合等）には、メディアプレーヤーと電気的に接続するコネクターに応力が
集中すること等によりコネクターを破損させてしまうことが考えられる。また、接続部は
、プロジェクターの所定の場所に固定され、接続部に設置されるコネクターは、常に外部
に露出した状態となっている。この構成によると、露出したコネクターに、例えば塵埃が
付着して、電気的な接続状態が不安定となること等、外的要因によるコネクターとメディ
アプレーヤーとの電気的な接続の信頼性低下が課題となる。
  従って、メディアプレーヤーと接続するコネクターへの応力集中による破損を防止する
と共に、塵埃等による電気的な接続の信頼性低下を防止するプロジェクターが要望されて
いた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述した課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下
の適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　（適用例１）本適用例に係るプロジェクターは、外部の電子機器を接続して載置する接
続部を備え、接続部は、コネクターを有して電子機器を着脱可能に接続して載置すると共
に、回動支持部を有して回動可能となるコネクト部と、コネクト部の回動により、コネク
ト部に載置された電子機器をコネクターから抜き外す抜脱部と、を備えていることを特徴
とする。
【０００７】
　このようなプロジェクターによれば、抜脱部を備えることにより、コネクターと接続す
る電子機器（例えば、メディアプレーヤー）に意図しない外力が加わった場合等に、電子
機器を載置するコネクト部が回動することで、抜脱部により電子機器がコネクターから抜
き外される。従って、コネクターへの応力集中を低減し、コネクターの破損を防止するこ
とができる。
【０００８】
　（適用例２）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、接続部は、回動支持部を保持
してコネクト部を回動可能とすると共に、プロジェクター本体に対して送出および送入可
能に移動する移動部と、移動部を送出および送入可能に駆動する駆動機構部と、を備えて
いることが好ましい。
【０００９】
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　このようなプロジェクターによれば、接続部を使用する場合には、駆動機構部により、
コネクト部を回動可能に保持する移動部をプロジェクター本体から送出し、使用しない場
合には、移動部をプロジェクター本体に送入させることができる。これにより、コネクト
部は使用する場合のみ外部に露出させることでよいため、コネクト部に有するコネクター
に塵埃が付着する等の外的要因による接続への影響を低減でき、外部の電子機器との電気
的な接続の信頼性の低下を防止することができる。
【００１０】
　（適用例３）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、抜脱部は、回動可能の支軸と
、支軸を中心として一端部が押圧されることにより電子機器をコネクターから抜き外す方
向に押圧する他端部とを有するレバー部と、レバー部の一端部を押圧する押圧部と、を備
えていることが好ましい。
【００１１】
　このようなプロジェクターによれば、抜脱部は、レバー部と押圧部とを備え、押圧部が
レバー部の一端部を押圧することにより、レバー部は、支軸を中心に他端部が電子機器を
コネクターから抜き外す方向に押圧する。この抜脱部の動作により、電子機器をコネクタ
ーから抜き外すことができる。このような構成によると、抜脱部を簡易な構成で実現でき
る。
【００１２】
　（適用例４）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、押圧部は、コネクト部に設置
されていることが好ましい。
【００１３】
　このようなプロジェクターによれば、押圧部をコネクト部に設置することにより、電子
機器に意図しない外力が加わった場合、電子機器を介してコネクト部へ伝達される外力に
よる力を直接利用することができる。従って、押圧部を簡易でコンパクトに構成すること
ができる。
【００１４】
　（適用例５）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、接続部は、コネクターを起立
させる方向に付勢する付勢部を備えていることが好ましい。
【００１５】
　このようなプロジェクターによれば、電子機器をコネクターに接続する場合、付勢部に
よりコネクターを起立させる方向に付勢することで、コネクターが傾くことを防止できる
ため、電子機器をコネクターに接続し易くなる。
【００１６】
　（適用例６）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、コネクト部は、電子機器が設
置された場合、電子機器の自重により、電子機器の背面方向に回転することが好ましい。
【００１７】
　このようなプロジェクターによれば、電子機器が設置されたコネクト部が、電子機器の
自重により、電子機器の背面方向に回転することにより、電子機器をプロジェクター本体
に当接させること等ができる。これにより、コネクト部は、電子機器を接続して載置する
ことと併せて電子機器をプロジェクター本体に当接させること等により、コネクト部への
応力集中を低減し、接続した電子機器の安定した固定を実現できる。従って、電子機器と
コネクト部との機構的な接続の信頼性を向上させることができる。また、電子機器を安定
して固定できるため、電子機器でのキー操作が確実に行え、プロジェクター内部との安定
した情報の伝達が可能となる。これにより、プロジェクターでの安定した投写及び音声出
力等を行うことができる。
【００１８】
　（適用例７）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、駆動機構部は、移動部をスラ
イド駆動させるスライド機構部を備え、スライド機構部は、移動部の送出方向に沿って移
動部に設置されるスライド用ラックと、スライド用ラックと噛み合うスライド用ピニオン
と、移動部に対して送出方向に付勢力を付与するスライド用バネと、を備えることが好ま
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しい。
【００１９】
　このようなプロジェクターによれば、スライド機構部により移動部をスライドさせるこ
とで、安定した送出動作を行うことができる。また、スライド機構部は、スライド用ラッ
クとスライド用ピニオンとスライド用バネとを備えて構成されるため、スライド機構部を
簡易な構成で実現できる。
【００２０】
　（適用例８）上記適用例に係るプロジェクターにおいて、コネクト部に載置された電子
機器が、電子機器の背面方向に回転した際に、電子機器を当接させて受ける受部を備えて
いることが好ましい。
【００２１】
　このようなプロジェクターによれば、コネクト部に載置した電子機器を受部に当接させ
ることにより、電子機器に対して、機構的に安定した載置（固定）を行うことができ、電
気的に安定した接続が行える。従って、電子機器とコネクト部（プロジェクター）との電
気的及び機構的な接続の信頼性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態に係るプロジェクターの機能ブロック図。
【図２】接続部にメディアプレーヤーを設置した状態を示す概斜視図。
【図３】接続部の状態を示す概側断面図。
【図４】抜脱部が動作した状態を示す概側断面図。
【図５】接続部の送出状態を示す概斜視図。
【図６】接続部の送出状態を示す図。
【図７】接続部の概前面透視図。
【図８】接続部の抜脱状態を示す図。
【図９】接続部の概前面透視図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
　（実施形態）
【００２４】
　図１は、実施形態に係るプロジェクター１の機能ブロック図である。図１を参照して、
プロジェクター１の構成と動作を説明する。
【００２５】
　プロジェクター１は、操作パネル１１、操作信号処理部１２、制御部１３、コネクト部
５０、外部機器コネクト部１４、入力選択部１５、映像音声信号処理部１６、液晶ライト
バルブ駆動部１７、光学ユニット１８、音声出力部１９等を備えている。なお、光学ユニ
ット１８は、光源１８１、液晶ライトバルブ１８２、投写レンズ部１８３等を有して構成
される。
【００２６】
　コネクト部５０は、後述するスライド移動を行う移動部４０（図２参照）に設置され、
携帯型のメディアプレーヤー１００が接続される。また、外部機器コネクト部１４は、各
種のコネクター（図示省略）を有しており、ＰＣ（パーソナルコンピューター）、ビデオ
テープレコーダー、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）プレーヤー等の外部接続機器（図
示省略）を接続することができる。
【００２７】
　操作パネル１１は、プロジェクター１の外装を構成する筺体２０（図２参照）の外面に
設けられ、ユーザーの操作入力を受け付けるためのものである。ユーザーが操作パネル１
１に配置されたキースイッチを押下すると、それに対応した操作信号が操作信号処理部１
２に出力される。操作信号処理部１２は、操作パネル１１が出力した操作信号を受け取り
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、デジタル信号に変換する等の処理を施して、制御部１３に出力する。
【００２８】
　制御部１３は、入力選択部１５、映像音声信号処理部１６、光学ユニット１８（光源１
８１）等の動作、及びメディアプレーヤー１００の一部の動作を制御する。制御部１３は
、マイコンやＣＰＵ（Central Processing Unit）の演算装置と、その動作を規定する制
御プログラムで構成される。
【００２９】
　入力選択部１５は、制御部１３からの信号により、プロジェクター１に接続する（映像
音声信号処理部１６に映像信号や音声信号を入力させる）外部機器（メディアプレーヤー
１００並びにいずれかの外部接続機器）を切換える。
【００３０】
　ここで、制御部１３からの信号により、入力選択部１５がメディアプレーヤー１００を
選択した場合を例にして、以降の構成部の説明を行う。
  入力選択部１５により選択されたメディアプレーヤー１００は、メディアプレーヤー１
００内部に格納されている映像情報と音声情報を、映像信号と音声信号としてコネクト部
５０を介して出力する。出力された映像信号と音声信号は、映像音声信号処理部１６に入
力する。
【００３１】
　映像音声信号処理部１６は、メディアプレーヤー１００が出力する映像信号を受け取り
、制御部１３の指示に基づき、入力した映像信号を出力映像信号として生成し、液晶ライ
トバルブ駆動部１７に出力する。また、映像音声信号処理部１６は、メディアプレーヤー
１００が出力する音声信号を受け取り、制御部１３の指示に基づき、入力した音声信号を
出力音声信号として生成し、音声出力部１９に出力する。
【００３２】
　光源１８１は、スクリーン（図示省略）等に映像を投写するための光の供給部であり、
液晶ライトバルブ１８２に向けて光を射出する。光源１８１は、本実施形態では、放電式
ランプを用いている。なお、光源１８１は、放電式ランプの他、レーザーダイオード、Ｌ
ＥＤ（Light Emitting Diode）、有機ＥＬ（Electro Luminescence）素子、シリコン発光
素子等の各種固体発光素子等を用いて構成することができる。
【００３３】
　液晶ライトバルブ駆動部１７は、映像音声信号処理部１６が出力する出力映像信号に基
づき、液晶ライトバルブ１８２を駆動する。液晶ライトバルブ１８２は、複数の画素（図
示省略）がマトリクス状に形成されており、液晶ライトバルブ駆動部１７により各画素の
透過率が調整されることで、光源１８１から射出された光を変調し、投写レンズ部１８３
に向けて射出する。なお、光変調装置としての液晶ライトバルブ１８２は、本実施形態で
は、透過型の液晶パネルを採用している。しかし、これに限られず、反射型の液晶パネル
を採用してもよい。
【００３４】
　液晶ライトバルブ１８２から射出された光は、投写レンズ部１８３によってスクリーン
上に拡大投写される。投写レンズ部１８３には、投写光の焦点を変更可能なフォーカス機
構（図示省略）と、投写光の拡大率を変更可能なズーム機構（図示省略）とが備えられて
いる。
【００３５】
　音声出力部１９は、スピーカー等で構成され、映像音声信号処理部１６が出力する出力
音声信号に基づき、音声出力を行う。
【００３６】
　図２は、プロジェクター１の接続部３０にメディアプレーヤー１００を設置した状態を
示す概斜視図である。図３は、接続部３０の状態を示す概側断面図であり、図３（ａ）は
、移動部４０がプロジェクター１内部に送入された状態を示す概側断面図であり、図３（
ｂ）は、移動部４０がプロジェクター１内部から送り出された状態を示すと共に、メディ
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アプレーヤー１００をコネクト部５０（コネクター５１１）に接続（装着）した状態を示
す概側断面図であり、図３（ｃ）は、メディアプレーヤー１００を使用する状態を示す概
側断面図である。図４は、抜脱部８０が動作した状態を示す概側断面図である。詳細には
、図４は、コネクト部５０に装着したメディアプレーヤー１００が外力を受けて、抜脱部
８０により、コネクター５１１から抜き外される（抜脱される）状態を示す図である。図
２～図４を参照して、プロジェクター１の外観的な構成と、接続部３０の概略の動作を説
明する。
【００３７】
　本実施形態のプロジェクター１は、図２に示すように、携帯型のメディアプレーヤー１
００と接続し、メディアプレーヤー１００に格納される映像情報や音声情報を入力し、映
像を投写レンズ２３から投写させ、音声をスピーカー２２から出力させることができる。
【００３８】
　図２に示すように、プロジェクター１は、外装が略６面体の箱型形状に形成される筺体
２０で構成されている。なお、筺体２０の６面を、前面２０ａ、背面２０ｂ、右面２０ｃ
、左面２０ｄ、上面２０ｅ、底面２０ｆとする。
【００３９】
　なお、本実施形態を説明する図面（図２及び以降で説明する図）は、説明の便宜上、Ｘ
ＹＺ直交座標系を用いて示す。詳細には、プロジェクター１において、背面２０ｂ側から
前面２０ａ側の方向をＹ軸方向（＋Ｙ方向）とする。また、Ｙ軸方向に直交してプロジェ
クター１の左面２０ｄ側から右面２０ｃ側の方向をＸ軸方向（＋Ｘ方向）、Ｙ軸方向およ
びＸ軸方向に直交する底面２０ｆ側から上面２０ｅ側の方向をＺ軸方向（＋Ｚ方向）とす
る。なお、＋Ｙ方向を前方向（－Ｙ方向を後方向）、＋Ｘ方向を右方向（－Ｘ方向を左方
向）、＋Ｚ方向を上方向（－Ｚ方向を下方向）として、適宜使用する。
【００４０】
　図２に示すように、プロジェクター１の筺体２０は、前面２０ａにおいて、傾斜面２０
１ａと垂直面２０１ｂとの境を通るＸＹ平面で分割されて、上方向（＋Ｚ方向）の筺体２
０を構成する上ケース２１ａと、下方向（－Ｚ方向）の筺体２０を構成する下ケース２１
ｂと、背面２０ｂ側の筺体２０を構成する背面ケース２１ｃとを有して構成されている。
接続部３０は、前面２０ａの下部となる垂直面２０１ｂの左右方向略中央で、底面２０ｆ
に沿った形態で筺体２０（下ケース２１ｂ）内部に設置される。
【００４１】
　プロジェクター１は、図２に示すように、メディアプレーヤー１００が載置された左右
方向の前面２０ａ（傾斜面２０１ａ）において、筺体２０（上ケース２１ａ）内部に音声
出力部１９を構成するスピーカー２２が設置され、メディアプレーヤー１００からの音声
が出力される。また、プロジェクター１は、背面２０ｂにおいて、筺体２０（背面ケース
２１ｃ）内部に投写レンズ部１８３を構成する投写レンズ２３が設置され、メディアプレ
ーヤー１００からの映像が－Ｙ方向に投写される。
【００４２】
　接続部３０は、詳細は後述するが、コネクト部５０と抜脱部８０（図４参照）を有して
構成されている。コネクト部５０は、コネクター５１１を有してメディアプレーヤー１０
０を着脱可能に接続する。また、コネクト部５０は、コネクター５１１に接続したメディ
アプレーヤー１００を載置すると共に、コネクト部５０自体が後述する移動部４０に対し
て回動可能となる。抜脱部８０は、メディアプレーヤー１００に意図しない外力等が加わ
ったことにより、コネクト部５０が回動した場合、コネクト部５０に載置されたメディア
プレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外す動作を行う。
【００４３】
　また、接続部３０は、移動部４０とスライド機構部６０等を有して構成されている。移
動部４０は、コネクト部５０を回動可能に保持し、プロジェクター１本体に対して送出お
よび送入可能に移動する。スライド機構部６０は、移動部４０を送出および送入可能に移
動（スライド）させる駆動機構部として動作する。
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【００４４】
　図３（ａ）に示すように、接続部３０を使用しない状態では、接続部３０（移動部４０
、コネクト部５０等）は、プロジェクター１の筺体２０内部に収容（送入）された状態と
なっている。但し、移動部４０の先端部（移動部４０の＋Ｙ方向の端部）が前面２０ａ（
垂直面２０１ｂ）から突出している。以降、この収容された状態を「収容状態」と称して
適宜使用する。また、図２に示すように、接続部３０は、前面２０ａの左右方向の略中央
にメディアプレーヤー１００が位置するように設置されている。
【００４５】
　図３（ｂ）に示すように、移動部４０は、後述する駆動機構部（スライド機構部６０）
により、プロジェクター１内部から送出方向（＋Ｙ方向）に送り出される。以降、この送
り出された状態を「送出状態」と称して適宜使用する。この送出状態で、メディアプレー
ヤー１００を、コネクト部５０（コネクター５１１）に接続（装着）する。
【００４６】
　なお、本実施形態では、コネクター５１１は、移動部４０の送出方向（＋Ｙ方向）に対
して垂直方向（＋Ｚ方向）からプロジェクター１本体側（筺体２０側）に所定の角度で傾
斜している。言い換えると、コネクター５１１は、接続するメディアプレーヤー１００の
背面１０２（図３（ｃ）参照）方向に所定の角度で傾斜している。なお、所定の角度は、
本実施形態の場合、垂直方向（＋Ｚ方向）に対して約１５度に設定している。このコネク
ター５１１の角度をコネクター５１１の「初期角度」と称して適宜使用する。なお、送出
状態において、メディアプレーヤー１００は、このような初期角度を有するコネクター５
１１に対して上方から装着する。
【００４７】
　コネクト部５０にメディアプレーヤー１００を装着した場合、メディアプレーヤー１０
０の自重により、コネクト部５０が筺体２０側（メディアプレーヤー１００の背面１０２
方向）に回転し、図３（ｃ）に示すように、メディアプレーヤー１００の背面１０２が筺
体２０の前面２０ａに設置される受部２５に当接して回転が止まる。この状態が、メディ
アプレーヤー１００を使用する状態となる。以降、この状態を「使用状態」と称して適宜
使用する。なお、筺体２０の前面２０ａは、図３（ａ）に示すように、＋Ｚ方向（上方向
）に対して角度θ１を有する傾斜面２０１ａで構成され、その傾斜面２０１ａに受部２５
が設置されている。
【００４８】
　図３（ｃ）に示すように、本実施形態では、メディアプレーヤー１００が受部２５に当
接した場合、メディアプレーヤー１００は、傾斜面２０１ａに略平行（角度θ１）となる
ように設置される。また、受部２５の面に対しても略平行となるように設置される。この
角度θ１は、メディアプレーヤー１００の厚さや平面サイズ、及びメディアプレーヤー１
００を使用する際に、メディアプレーヤー１００の表示部１０１の見易さやキー１０３操
作のし易さ等を考慮して設定されている。
【００４９】
　なお、接続部３０を収容状態から送出状態とさせるには、本実施形態では、移動部４０
の先端部を筺体２０側（－Ｙ方向）に若干押すことにより、後述するラッチ部６４（図６
（ａ）参照）のロックが解除されて、スライド機構部６０が動作し、移動部４０が所定距
離をスライドすることで送出状態となる。また、逆に、接続部３０を送出状態から収容状
態とさせるには、移動部４０の先端部を筺体２０側（－Ｙ方向）に押し続け、移動部４０
を筺体２０内部に押し込むことで、ラッチ部６４により移動部４０がロックされることに
より収容状態となる。詳細は後述する。
【００５０】
　図４に示すように、コネクト部５０に装着したメディアプレーヤー１００が外力を受け
ることにより、メディアプレーヤー１００が前方向（＋Ｙ方向）に回転した場合、メディ
アプレーヤー１００に従動してコネクト部５０が前方向に回転する。この状態となった場
合、本実施形態では、抜脱部８０が動作する。抜脱部８０が動作することにより、抜脱部
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８０のレバー部８１がメディアプレーヤー１００の底面１０５を上方に押し上げる。この
一連の動作により、メディアプレーヤー１００がコネクター５１１から抜き外される。以
降、この抜き外す状態を「抜脱状態」と称して適宜使用する。詳細は後述する。
【００５１】
　図５は、接続部３０の送出状態を示す概斜視図であり、図５（ａ）は、送出状態におけ
る移動部４０の移動用下ケース４２、抜脱部８０、コネクト部５０等を示す斜視図であり
、図５（ｂ）は、図５（ａ）に移動用上ケース４１を追加した斜視図である。図６は、接
続部３０の送出状態を示す図であり、図６（ａ）は、接続部３０の概平面図であり、図６
（ｂ）は、接続部３０の概側面透視図である。図７は、接続部３０の概前面透視図である
。図５、図６、図７を参照して、接続部３０の構成に関して説明する。
【００５２】
　接続部３０は、メディアプレーヤー１００を着脱可能に接続して載置するコネクト部５
０と、コネクト部５０の回動により、コネクト部５０に載置されたメディアプレーヤー１
００をコネクター５１１から抜き外す抜脱部８０を有して構成されている。また、接続部
３０は、コネクト部５０を回動可能に保持する移動部４０と、移動部４０を筺体２０に対
して送出及び送入可能に駆動（スライド駆動）する駆動機構部としてのスライド機構部６
０等を有して構成されている。
【００５３】
　移動部４０は、移動用上ケース４１と移動用下ケース４２とを有して構成されている。
移動用下ケース４２は、略矩形の箱状に形成されている。また、移動用下ケース４２の後
方向（－Ｙ方向）には、切欠き部４２１が形成されている。また、移動用下ケース４２に
は、図６（ｂ）に示すように、後述するコネクト部５０の軸部５３１を回動可能に保持す
る保持部４２２が一対形成されている。また、移動用下ケース４２の前方端部には、図５
（ａ）、図６（ｂ）、図７に示すように、後述する抜脱部８０を構成するレバー部８１を
回動可能に支持する支持部４２４が、左右方向に一対ずつ形成されている。
【００５４】
　移動用上ケース４１は、図５（ｂ）、図６（ａ），（ｂ）に示すように、移動用下ケー
ス４２と略相似形状で箱状に形成されている。移動用上ケース４１の左方向（－Ｘ方向）
の後方側面にはスライド用ラック６１が形成されている。また、スライド用ラック６１は
、筺体２０の下ケース２１ｂに設置されるスライド用ピニオン６２とそれぞれ噛み合って
いる。本実施形態のスライド用ピニオン６２は、いわゆるオイルダンパーで構成されてい
る。なお、スライド用ラック６１及びスライド用ピニオン６２は、後述するスライド機構
部６０を構成している。
【００５５】
　移動用上ケース４１の後方向には、移動用下ケース４２の切欠き部４２１に相対して切
欠き部４１１を有している。なお、切欠き部４１１には、図６（ａ）に示すように、後述
するラッチ部６４を構成する係合突起６４２が形成されている。係合突起６４２は、切欠
き部４１１から－Ｙ方向に突出して形成されている。
【００５６】
　移動用上ケース４１は、ネジ孔部（図示省略）を有しており、移動用下ケース４２の４
つのネジ案内部４２３（図５（ａ）参照）から挿通されるネジ（図示省略）により移動用
下ケース４２と一体に固定される。
【００５７】
　移動用上ケース４１の上面側は、図５（ｂ）に示すように、前方向に平面視円弧状の水
平面４１ａが形成され、後方向に、水平面４１ａから下方向に傾斜する傾斜面４１ｂ、傾
斜面４１ｂに繋がる水平面４１ｃ、水平面４１ｃから上方向に傾斜する傾斜面４１ｄ、傾
斜面４１ｄに繋がる水平面４１ｅとで構成されている。
【００５８】
　移動用上ケース４１の傾斜面４１ｂから水平面４１ｅに掛けて開口部４１２が形成され
ている。また、開口部４１２の両横で、移動用上ケース４１の傾斜面４１ｂと水平面４１
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ｃに掛けて一対の開口部４１３が形成されている。開口部４１２は、コネクト部５０のコ
ネクター５１１を含めた上面側を露出させる。開口部４１３は、レバー部８１の押上部８
１１のトップ部８１１ａを露出させる。
【００５９】
　移動用上ケース４１の水平面４１ｅには、開口部４１４が形成され、コネクト部５０内
部に設置される回路基板（図示省略）と、プロジェクター１内部に設置されるメイン基板
（図示省略）とを接続する接続ケーブル（図示省略）が挿通される。接続ケーブルは、メ
ディアプレーヤー１００からの信号をコネクター５１１を介して、メイン基板側に伝達し
、また逆に、メイン基板（図示省略）側からの信号をコネクター５１１を介して、メディ
アプレーヤー１００に伝達する。
【００６０】
　また、移動用上ケース４１の水平面４１ｅには、図６（ａ），（ｂ）に示すように、開
口部４１４の左方向に開口部４１５が形成される。この開口部４１５の下方向には、後述
する付勢部としての付勢バネ５６の一方の引掛け部５６１を保持する保持部４１６が形成
されている。
【００６１】
　移動用上ケース４１の水平面４１ｅには、図５（ｂ）、図６（ａ）に示すように、開口
部４１４の右方向で、Ｙ軸方向の中央から－Ｙ方向端部にかけて、凹状に形成されるバネ
収容溝４１７が形成されている。バネ収容溝４１７には、図６（ａ）に示すように、後述
するスライド用バネ６３が収容される。なお、図６（ａ）に示すように、スライド用バネ
６３の－Ｙ方向側端部が－Ｙ方向へ移動しないように固定する固定突起７０３が、図示省
略する接続用カバーの内面側からバネ収容溝４１７の内部に入り込む状態で突出して形成
されている。
【００６２】
　また、移動用上ケース４１の水平面４１ｅには、開口部４１４の前側に、接続用カバー
（図示省略）の切欠き部（図示省略）を塞ぐ遮蔽部４１８が立設されている。なお、接続
用カバー（図示省略）は、接続部３０（移動用上ケース４１）を覆うように設置され、一
部が筺体２０（下ケース２１ｂ）を構成する部材である。移動部４０が移動する際に、筺
体２０を構成する部分となる切欠き部を介してコネクター５１１が移動を行うために、移
動部４０が送出状態において、遮蔽部４１８が切欠き部を塞ぐ状態となる。遮蔽部４１８
が切欠き部を塞ぐように位置することで、プロジェクター１の外観的な見栄えを向上させ
ている。
【００６３】
　コネクト部５０は、ベースとなるコネクト用フレーム（図示省略）と、コネクト用フレ
ームに固定される回路基板（図示省略）と、コネクト用フレームを覆うようにコネクト用
フレームに固定されるコネクト用カバー５３とを有して構成される。コネクト用フレーム
は、本実施形態では、金属製の板部材の曲げ加工で形成されている。回路基板は、いわゆ
るリジッド基板で形成され、メディアプレーヤー１００との接続用のコネクター（図示省
略）、及び接続ケーブル（図示省略）を接続するケーブル用コネクター（図示省略）が実
装される。なお、コネクター５１１は、回路基板面の垂直方向に対して筺体２０側に約１
５度傾いた状態で実装されている。
【００６４】
　コネクト用カバー５３の上面側は、前方向には、下方向に傾斜する傾斜面５３ａが形成
され、傾斜面５３ａに繋がって上方向に傾斜した後、水平面５３ｂが形成されている。こ
の傾斜面５３ａからコネクター５１１が延出する状態となる。なお、傾斜面５３ａに対し
てコネクター５１１は略垂直に延出している。
【００６５】
　コネクト用カバー５３は、図５（ａ）に示すように、左右方向（Ｘ軸方向）の側面に移
動部４０に対して回動する回動支持部としての軸部５３１が一対形成されている。軸部５
３１は、移動用下ケース４２の保持部４２２（図６（ｂ）参照）に回動可能に保持されて
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いる。
【００６６】
　コネクト用カバー５３は、図５（ａ）に示すように、前方側面に、レバー部８１の一端
部を押圧する２つの押圧部８２と、押圧部８２の中心に、移動用下ケース４２の凹部４２
５に度当てさせる円柱形状の当て部５３２とが形成されている。なお、押圧部８２は、抜
脱部８０を構成している。
【００６７】
　コネクト用カバー５３は、図６（ａ），（ｂ）に示すように、後方側面の左方向に、付
勢バネ５６の他方の引掛け部５６２を保持する保持部５３４が形成されている。
【００６８】
　付勢部としての付勢バネ５６は、コネクター５１１を起立させて初期角度とする方向に
付勢すると共に、抜脱部８０を初期位置に戻す部材である。初期位置に関しては後述する
。付勢バネ５６は、引張りコイルバネで形成されており、両端部に引掛け部５６１，５６
２を有している。
【００６９】
　抜脱部８０は、コネクト部５０に載置されたメディアプレーヤー１００に意図しない外
力が加わり、メディアプレーヤー１００がコネクター５１１を中心に前方向に回転した場
合、メディアプレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外す動作を行う。抜脱部８０
は、レバー部８１と押圧部８２とを備えて構成されている。
【００７０】
　レバー部８１は、押圧部８２に押圧されるアーム部８１２と、アーム部８１２の一方の
先端部に形成されてメディアプレーヤー１００を押し上げる押上部８１１と、アーム部８
１２の両側面に形成され、レバー部８１を回動可能とする一対の支軸８１３とを有して構
成される。
【００７１】
　スライド機構部６０は、移動部４０（移動用上ケース４１）の左側面に形成されるスラ
イド用ラック６１を有している。また、スライド機構部６０は、スライド用ラック６１に
噛み合うスライド用ピニオン６２を有している。なお、スライド用ピニオン６２は、上述
したように、いわゆるオイルダンパーで構成されている。また、スライド用ピニオン６２
は、スライド用ラック６１に噛み合わせた状態で、筺体２０の下ケース２１ｂの所定の位
置でネジ固定される。
【００７２】
　スライド機構部６０は、移動部４０に対して送出方向（＋Ｙ方向）に付勢力を付与する
スライド用バネ６３を有している。なお、スライド用バネ６３は、図６（ａ）に示すよう
に、移動部４０の移動用上ケース４１のバネ収容溝４１７に収容される。なお、スライド
用バネ６３は、圧縮コイルバネで形成されている。
【００７３】
　ラッチ部６４は、図６（ａ）に示すように、ラッチ本体６４１と係合突起６４２とを有
して構成されている。係合突起６４２は、上述したように、移動部４０（移動用上ケース
４１）に形成され、ラッチ本体６４１は、図示省略する接続用カバーの内面の所定の位置
に設置されている。ラッチ部６４は、係合突起６４２がラッチ本体６４１内部に挿入され
ることによりロックする。接続部３０は、ラッチ部６４がロックすることで、収容状態を
維持する。
【００７４】
　接続部３０の組立てに関して説明する。
  接続部３０は、最初に、移動部４０の移動用下ケース４２をベースに、図５（ａ）に示
すように、レバー部８１の支軸８１３を移動用下ケース４２の支持部４２４に支持させて
２つのレバー部８１を組立てる。次に、コネクト部５０の軸部５３１を移動用下ケース４
２の保持部４２２に保持させてコネクト部５０を組立てる。
【００７５】
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　次に、コネクト部５０の保持部５３４に、付勢バネ５６の引掛け部５６２を引っ掛ける
。次に、移動用上ケース４１の保持部４１６に付勢バネ５６の引掛け部５６１を引っ掛け
る。次に、移動用上ケース４１を移動用下ケース４２に上方向から組立てる。その後、移
動部４０を下ケース２１ｂの所定の位置に設置することにより、図５（ｂ）、図６に示す
ように、スライド用ラック６１とスライド用ピニオン６２とを噛み合わせる。そして、図
示省略する接続用カバーを設置し、スライド用バネ６３を移動用上ケース４１のバネ収容
溝４１７に挿入して、接続部３０の組立てが完了する。
【００７６】
　なお、図６（ａ）は、接続部３０が送出状態の場合を示しているが、接続部３０が収容
状態（図３（ａ）に簡易的に示す）の場合は、図６（ａ）と比較して、固定突起７０３、
ラッチ本体６４１、スライド用ピニオン６２以外の接続部３０が後方向（－Ｙ方向）に移
動（スライド）して、係合突起６４２がラッチ本体６４１内部に挿入されてロックされた
状態となる。接続部３０が収容状態の場合には、スライド用バネ６３は、圧縮された状態
となり、スライド用ピニオン６２は、スライド用ラック６１の前方部分に噛み合った状態
となる。
【００７７】
　このような、収容状態から、移動部４０の前方端部を筺体２０側に一度押圧することに
より、ラッチ部６４のロックが解除される。ラッチ部６４のロックが解除された場合、圧
縮されていたスライド用バネ６３の付勢力により、スライド用ラック６１とスライド用ピ
ニオン６２とが噛み合いながら移動部４０が送出方向（＋Ｙ方向）にスライドしながら送
り出される。なお、スライド用ピニオン６２は、上述したように、オイルダンパーで構成
されており、オイルダンパーのトルクにより、送出速度が所望の速度となるように制御さ
れて送出される。
【００７８】
　なお、接続部３０には、図示省略する移動規制部が設置されており、移動部４０の移動
量（送出量）を規制している。そのため、接続部３０が、所定の移動量だけ送出した場合
、移動規制部により移動部４０の移動が規制されてその位置で停止する。この状態が、図
６、図７に示す送出状態となる。
【００７９】
　接続部３０が送出状態の場合、図６（ｂ）に示すように、移動用上ケース４１の開口部
４１２から、コネクト部５０のコネクター５１１を含む上面側が露出する。そして、コネ
クト部５０の傾斜面５３ａは、移動用上ケース４１の水平面４１ｃから所定量突出し、ま
た、コネクト部５０の水平面５３ｂは、水平面４１ｅに略平行となる。なお、上述したよ
うに、コネクト部５０の傾斜面５３ａとコネクター５１１とは略垂直となる。この関係は
、収容状態においても同様となる。
【００８０】
　また、送出状態の場合、図６（ｂ）に示すように、付勢バネ５６によりコネクト部５０
が引っ張られて吊り合った状態となることで、コネクター５１１は、起立した状態となっ
ている。コネクター５１１が起立した状態とは、コネクター５１１が初期角度となってい
る状態であり、垂直方向（＋Ｚ方向）に対して筺体２０側に約１５度傾斜した状態である
。この関係は、収容状態においても同様となる。
【００８１】
　また、送出状態の場合、図７に示すように、コネクト部５０（コネクト用カバー５３）
に形成される押圧部８２の端部８２１がレバー部８１のアーム部８１２に当接せずに、離
間した状態となる。この関係は、収容状態においても同様となる。この状態では、レバー
部８１の押上部８１１は、開口部４１３からトップ部８１１ａが若干飛び出る状態となる
。詳細には、開口部４１３から飛び出るトップ部８１１ａは、図６（ｂ）に示すように、
コネクト部５０の傾斜面５３ａと略平行で、傾斜面５３ａより下方に位置する。なお、上
述したように、図５、図６、図７に示す抜脱部８０の位置関係が、抜脱部８０の初期位置
となる。
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【００８２】
　送出状態で、コネクター５１１に上方からメディアプレーヤー１００を差し込むことで
、コネクト部５０（傾斜面５３ａ）にメディアプレーヤー１００を載置する。メディアプ
レーヤー１００をコネクト部５０に載置した場合、メディアプレーヤー１００の自重によ
り、コネクト部５０が回転する。詳細には、軸部５３１が、図６（ｂ）の場合、反時計方
向に回転することでコネクト部５０が回転する。コネクト部５０の回転により、メディア
プレーヤー１００は、筺体２０側（メディアプレーヤー１００の背面１０２方向）に傾き
、図３（ｃ）に示すように、受部２５にメディアプレーヤー１００の背面１０２が当接し
て回転を停止し、使用状態となる。
【００８３】
　本実施形態では、コネクト部５０（コネクター５１１）は、垂直方向（＋Ｚ方向）から
筺体２０側への回動可能角度を約１５度から約３０度としており、筺体２０（前面２０ａ
）の傾斜面２０１ａの角度θ１（図３（ａ）参照）は、この範囲内で設定されている。
【００８４】
　プロジェクター１は、この使用状態で、メディアプレーヤー１００を操作し、メディア
プレーヤー１００内部に格納される映像情報や音声情報をプロジェクター１内部に取り込
み、プロジェクター１から映像の投写や音声出力を行う。なお、プロジェクター１は、プ
ロジェクター１本体に設置される操作パネル１１を操作することによっても、メディアプ
レーヤー１００を操作することができる。
【００８５】
　次に、接続部３０を使用状態から収容状態に移行させる場合、最初に、コネクト部５０
に接続したメディアプレーヤー１００をコネクター５１１から外す。メディアプレーヤー
１００をコネクター５１１から抜き外した場合、コネクター５１１は、付勢バネ５６によ
り、再び初期角度に戻る。
【００８６】
　なお、コネクター５１１（コネクト部５０）が初期角度に戻ることにより、抜脱部８０
の押圧部８２も従動し、押圧部８２によるレバー部８１への押圧が無くなる。従って、抜
脱部８０も初期位置（図６（ｂ），図７に示す位置）に戻る。言い換えると、メディアプ
レーヤー１００をコネクター５１１から抜き外した場合、抜脱部８０は、付勢バネ５６に
より、初期位置に戻る。
【００８７】
　次に、送出状態の接続部３０に対して、移動部４０の先端部を筺体２０側（－Ｙ方向）
に押圧し続ける。この動作により、スライド用ラック６１が、スライド用ピニオン６２を
送出時とは逆方向に回転させることにより、移動部４０が筺体２０側に移動（送入）を開
始する。送入を継続させることで、係合突起６４２がラッチ本体６４１内部に挿入される
ことにより、ラッチ部６４がロックする。これにより、接続部３０は、収容状態となる。
【００８８】
　図８は、接続部３０の抜脱状態を示す図であり、図８（ａ）は、抜脱状態における接続
部３０を示す斜視図であり、図８（ｂ）は、接続部３０の概側面透視図である。図９は、
接続部３０の概前面透視図である。図８、図９を参照して、接続部３０の抜脱状態におけ
る動作を説明する。
【００８９】
　送出状態で接続部３０に載置したメディアプレーヤー１００に意図しない外力等が加わ
り、メディアプレーヤー１００が前方向へ回転した場合、本実施形態の抜脱部８０は、メ
ディアプレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外す動作を行う。
【００９０】
　メディアプレーヤー１００が前方向へ回転した場合、図８（ｂ）に示すように、コネク
ト部５０は、メディアプレーヤー１００の回転に従動すると共に、付勢バネ５６の付勢力
に抗し、軸部５３１を中心として前方向（図８（ｂ）の場合は時計方向）に回転する。コ
ネクト部５０が回転を行った場合、図９に示すように、コネクト用カバー５３に形成され
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る押圧部８２も回転を行うことで、押圧部８２の端部８２１が、下方に設置されるレバー
部８１のアーム部８１２の端部８１２ａを下方向に押圧する。
【００９１】
　アーム部８１２の端部８１２ａが下方向に押圧されることにより、レバー部８１は、支
軸８１３を中心に回転を開始する。それに従動して、押上部８１１が上方向に回転を開始
する。また、コネクト部５０の回転が進むにつれ、押上部８１１は、更に上方向に回転す
る。なお、抜脱部８０は、本実施形態では、２つのレバー部８１と２つの押圧部８２がＹ
軸方向に対称に設置されている。そのため、それぞれのレバー部８１と押圧部８２が略同
時に動作を行う。そして、図８、図９に示すように、２つの押上部８１１は、開口部４１
３から上方向に突出する。
【００９２】
　この抜脱部８０の動作により、押上部８１１のトップ部８１１ａは、コネクト部５０の
回動に従動して、図４に示すように、メディアプレーヤー１００の底面１０５に当接して
メディアプレーヤー１００を上方向に押し上げる。なお、本実施形態では、図８（ｂ）に
示すように、コネクター５１１が略垂直方向（＋Ｚ方向）となる位置まで回転した場合、
トップ部８１１ａがコネクター５１１の先端部より上方に位置する状態となり、メディア
プレーヤー１００がコネクター５１１から抜き外される。
【００９３】
　図８（ｂ）に示すように、コネクト部５０が回転した場合、付勢バネ５６は、保持部５
３４の動作に従動して延ばされた状態となっている。そして、メディアプレーヤー１００
がコネクター５１１から抜き外された場合、付勢バネ５６は、コネクター５１１を初期位
置に戻す動作を行う。そして、図６（ｂ）に示すように、メディアプレーヤー１００がコ
ネクター５１１から抜き外された後、付勢バネ５６により、コネクター５１１は初期位置
に戻る。
【００９４】
　なお、押圧部８２がレバー部８１のアーム部８１２を下方向に押圧する際の、押圧部８
２の回転量は、コネクト部５０の当て部５３２を移動用下ケース４２の凹部４２５に当接
させることで規制されている。
【００９５】
　上述した実施形態によれば、以下の効果が得られる。
  本実施形態のプロジェクター１によれば、抜脱部８０を備えており、メディアプレーヤ
ー１００に意図しない外力が加わった場合等に、メディアプレーヤー１００の回動に従動
してコネクト部５０が回動することで、メディアプレーヤー１００がコネクター５１１か
ら抜き外される。従って、コネクター５１１への応力集中を低減し、コネクター５１１の
破損を防止することができる。
【００９６】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、接続部３０を使用する場合には、スライド機
構部６０により、コネクト部５０を回動可能に保持する移動部４０をプロジェクター１本
体から送出し、使用しない場合には、移動部４０をプロジェクター１本体に送入させるこ
とができる。これにより、コネクト部５０は使用する場合のみ外部に露出させることでよ
いため、コネクト部５０に有するコネクター５１１に塵埃が付着する等の外的要因による
接続への影響を低減でき、メディアプレーヤー１００との電気的な接続の信頼性の低下を
防止することができる。
【００９７】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、抜脱部８０は、レバー部８１と押圧部８２と
を備え、押圧部８２がレバー部８１の一端部（アーム部８１２の端部８１２ａ）を押圧す
ることにより、レバー部８１は、支軸８１３を中心に他端部（押上部８１１）がメディア
プレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外す方向に押圧する。この抜脱部８０の動
作により、メディアプレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外すことができる。こ
のような構成によると、抜脱部８０を簡易な構成で実現できる。
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【００９８】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、押圧部８２をコネクト部５０（コネクト用カ
バー５３）に設置することにより、メディアプレーヤー１００に意図しない外力が加わっ
た場合等、メディアプレーヤー１００を介してコネクト部５０へ伝達される外力による力
を直接利用することができる。従って、押圧部８２を簡易でコンパクトに構成することが
できる。
【００９９】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、メディアプレーヤー１００をコネクター５１
１に接続する場合、付勢バネ５６によりコネクター５１１を起立させる方向に付勢するこ
とで、コネクター５１１が傾くことを防止できるため、メディアプレーヤー１００をコネ
クター５１１に接続し易くなる。また、付勢バネ５６により抜脱部８０を初期位置に戻す
ことで、再び抜脱部８０を動作させることができる。従って、付勢バネ５６を備えること
により、上記２つの動作を行わせることができ、簡易でコンパクトな接続部３０を実現で
きる。
【０１００】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、コネクター５１１は、所定の角度（垂直方向
に対して筺体２０側に約１５度）でプロジェクター１本体側に傾斜しているため、メディ
アプレーヤー１００をコネクター５１１に接続し易くなる。
【０１０１】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、メディアプレーヤー１００が設置されたコネ
クト部５０が、メディアプレーヤー１００の自重により、プロジェクター１本体側に回転
することにより、メディアプレーヤー１００をプロジェクター１本体に当接させることが
できる。これにより、コネクト部５０は、メディアプレーヤー１００を接続して載置する
ことと併せてメディアプレーヤー１００をプロジェクター１本体に当接させることにより
、コネクト部５０（コネクター５１１）への応力集中を低減し、接続したメディアプレー
ヤー１００の安定した固定を実現できる。従って、メディアプレーヤー１００とコネクト
部５０との機構的な接続の信頼性を向上させることができる。また、メディアプレーヤー
１００を安定して固定できるため、メディアプレーヤー１００でのキー操作が確実に行え
、プロジェクター１内部との安定した情報の伝達が可能となる。これにより、プロジェク
ター１での安定した投写及び音声出力等を行うことができる。
【０１０２】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、スライド機構部６０により移動部４０をスラ
イドさせることで、安定した送出動作を行うことができる。また、スライド機構部６０は
、スライド用ラック６１とスライド用ピニオン６２とスライド用バネ６３とを備えて構成
されるため、スライド機構部６０を簡易な構成で実現できる。
【０１０３】
　本実施形態のプロジェクター１によれば、コネクト部５０に載置したメディアプレーヤ
ー１００を受部２５に当接させることにより、メディアプレーヤー１００に対して、機構
的に安定した載置（固定）を行うことができ、電気的に安定した接続が行える。従って、
メディアプレーヤー１００とコネクト部５０（プロジェクター１）との電気的及び機構的
な接続の信頼性を向上させることができる。
【０１０４】
　なお、上述した実施形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲において種々の変更
や改良等を加えて実施することが可能である。変形例を以下に述べる。
【０１０５】
　前記実施形態のプロジェクター１において、接続部３０は、移動部４０を有する構成で
あるが、これに限られず、移動部４０を有さない構成であってもよい。詳細には、コネク
ターを有してメディアプレーヤー１００を着脱可能に接続して載置すると共に、プロジェ
クター１本体に対して回動可能となるコネクト部と、コネクト部５０の回動により、コネ
クト部５０に載置されたメディアプレーヤー１００をコネクター５１１から抜き外す抜脱
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部と、を有する構成のプロジェクターであってもよい。このような構成のプロジェクター
であっても、メディアプレーヤー１００に意図しない外力が加わった場合等に、メディア
プレーヤー１００の回動に従動してコネクト部が回動することで、メディアプレーヤー１
００がコネクター５１１から抜き外されることで、コネクター５１１への応力集中を低減
し、コネクター５１１の破損を防止することができる。
【０１０６】
　接続部３０は、移動部４０を有する構成であるが、これに限られず、移動部４０を有さ
ない上述したコネクト部と抜脱部のみを有した構成であってもよい。この場合、コネクト
部のコネクターは、接続する電子機器（例えばメディアプレーヤー１００）の背面方向に
所定の角度で傾斜させることでもよい。また、コネクト部に電子機器が設置された場合、
設置された電子機器の背面方向に回転させることでもよい。また、電子機器を背面方向に
回転した際に、電子機器を当接させて受ける受部をプロジェクターの筺体に備えてもよい
。
【０１０７】
　前記実施形態のプロジェクター１において、メディアプレーヤー１００をコネクター５
１１から取り外す際、通常は、受部２５に当接しているメディアプレーヤー１００を把持
して上方に持ち上げることにより取り外している。しかし、これに限られず、抜脱部８０
を利用してメディアプレーヤー１００を抜き外すこともできる。詳細には、メディアプレ
ーヤー１００をコネクター５１１の初期角度（垂直方向に対して筺体２０側に約１５度傾
斜する角度）よりも筺体２０から離れる方向に回転させることにより、抜脱部８０を動作
させてメディアプレーヤー１００を抜き外す。このように、メディアプレーヤー１００の
取り外しに、前記実施形態の抜脱部８０を利用することにより、メディアプレーヤー１０
０を前方向に回転させることのみで、コネクター５１１から取り外せる（抜き外せる）た
め、メディアプレーヤー１００の抜脱が容易となる。
【０１０８】
　前記実施形態のプロジェクター１において、接続部３０と接続したメディアプレーヤー
１００内部に格納される情報に対して、メディアプレーヤー１００のキー１０３の操作や
プロジェクター１の操作パネル１１で、プロジェクター１内部と情報の伝達が可能として
いる。これに限らず、リモコン（リモートコントローラー）等による操作でも、情報の伝
達が可能であってもよい。
【０１０９】
　前記実施形態のプロジェクター１において、コネクター５１１は、垂直方向（＋Ｚ方向
）から筺体２０側に所定の角度として約１５度傾斜した状態で設置されている。しかし、
これに限られず、垂直方向から筺体２０側に傾いて設置されていればよく、メディアプレ
ーヤー１００のコネクター５１１への接続のし易さ等を考慮して適宜設定することでよい
。また、同様に、コネクター５１１の筺体２０側への回動可能角度を約１５度から約３０
度としているが、これに限られず、適宜設定することでよい。
【０１１０】
　前記実施形態のプロジェクター１において、筺体２０の傾斜面２０１ａの角度θ１は、
接続部３０に載置するメディアプレーヤー１００の厚さや平面サイズ等を考慮して決める
ことができる。また、角度θ１は考慮せず、受部２５において、受部２５の材質や厚さ等
を考慮してメディアプレーヤー１００を受けることで固定することでもよい。
【０１１１】
　前記実施形態のプロジェクター１において、スライド機構部６０の有する、スライド用
ラック６１、スライド用ピニオン６２、及びスライド用バネ６３の、数量や取り付け位置
等は、適宜設定することができる。
【０１１２】
　前記実施形態の光学ユニット１８において、光変調装置として液晶ライトバルブ１８２
を採用している。しかし、これに限られず、一般に、入射光束を映像情報に基づいて変調
するものであればよく、例えば、マイクロミラー型の光変調装置等、他の方式の光変調装



(17) JP 2012-234084 A 2012.11.29

置を採用することができる。なお、マイクロミラー型の光変調装置としては、例えば、Ｄ
ＭＤ（Digital Micromirror Device）を採用することができる。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…プロジェクター、２０…筺体、２５…受部、３０…接続部、４０…移動部、５０…
コネクト部、５６…付勢バネ、６０…スライド機構部、６１…スライド用ラック、６２…
スライド用ピニオン、６３…スライド用バネ、６４…ラッチ部、８０…抜脱部、８１…レ
バー部、８２…押圧部、１００…メディアプレーヤー、１０２…背面、５１１…コネクタ
ー、５３１…軸部、５３４…保持部、８１３…支軸。

【図１】 【図２】
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