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(57)【要約】
【課題】付属部品の盗難を防止するとともに、厚み寸法
の増大を防止できる電子機器を提供する。
【解決手段】電子機器は、貫通孔２２を有する筐体２１
と、筐体２１から分離できるように筐体２１に取り付け
られる付属部品と、筐体２１に対してスライド移動可能
に設けられるとともに、付属部品に引っかかって分離を
阻止したり、付属部品から外れたりするロック部材２９
と、貫通孔２２の縁部２１Ｂに引っかかったり、貫通孔
２２の縁部２１Ｂから外れたりする引掛部３７を有する
引掛部付きワイヤ３０と、を具備する。貫通孔２２は、
貫通孔２２の縁部２１Ｂに引っかかった引掛部３７をロ
ック部材２９の移動経路の途中に配置するように、筐体
２１に形成される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔と、この貫通孔の周囲を規定する縁部と、を有する筐体と、
　前記筐体から分離できるように前記筐体に取り付けられる付属部品と、
　前記筐体に対してスライド移動可能に設けられるとともに、前記付属部品に引っかかっ
て前記付属部品の分離を阻止したり、前記付属部品から外れたりするロック部材と、
　前記縁部に引っかかったり、前記縁部から外れたりする引掛部を有する引掛部付きワイ
ヤと、
　を具備し、
　前記貫通孔は、前記縁部に引っかかった前記引掛部を前記ロック部材の移動経路の途中
に配置するように、前記筐体に形成されることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記ロック部材は、指を掛けるための指掛部を前記筐体の底部に対応する位置に有し、
　前記貫通孔は、前記筐体の側面に形成されることを特徴とする請求項１に記載の電子機
器。
【請求項３】
　前記ロック部材は、前記筐体の側面の近傍に配置されることを特徴とする請求項２に記
載の電子機器。
【請求項４】
　前記付属部品は、バッテリパックであることを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
　貫通孔を有する筐体と、
　前記筐体から分離できるように前記筐体に取り付けられる付属部品と、
　前記筐体の内部に設けられる錠であって、前記付属部品に引っかかって前記付属部品の
分離を阻止する第１の位置になったり、前記付属部品から外れる第２の位置になったりす
るラッチ部と、前記ラッチ部を動作させるための鍵穴と、前記鍵穴の周囲を規定する縁部
と、を有する錠と、
　前記貫通孔を通って前記縁部に引っかかったり、前記縁部から外れたりする引掛部を有
する引掛部付きワイヤと、
　を具備し、
　前記引掛部は、前記縁部に引っかかったり外れたりすることにより、前記錠のラッチ部
を前記第１の位置と前記第２の位置との間で移動させることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　前記筐体に対してスライド移動可能に設けられるロック部材をさらに具備し、前記ロッ
ク部材は、前記付属部品に引っかかって前記付属部品の分離を阻止したり、前記付属部品
から外れたりすることを特徴とする請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記付属部品は、バッテリパックであることを特徴とする請求項６に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、盗難防止用の引掛部付きワイヤを備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、いわゆるケンジントンロックによって盗難を防止した電子機器が知られている
。この電子機器は、本体と、本体に対して着脱可能に装着されるフロッピー（登録商標）
ディスクドライブと、フロッピーディスクドライブがスライドできるように本体に「Ｃ」
字状に形成された保持部と、ケンジントンロックに接続されるアタッチメント金具と、を
有している。フロッピーディスクドライブは、底面に凹部を有している。保持部は、フロ
ッピーディスクドライブの凹部に対応する位置に、貫通孔を有している。アタッチメント
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金具は、本体の底面に近接して設けられている。アタッチメント金具は、先端部にフック
を有し、フックは、貫通孔を通って凹部に嵌ることができる。
【０００３】
　この電子機器では、フロッピーディスクドライブの凹部を介してセキュリティロックワ
イヤと固定されるため、電子機器自体の盗難のみならず、フロッピーディスクドライブの
盗難も防止されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－７５６６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の電子機器では、別途にアタッチメント金具が必要となるため
、部品点数が増大している。また、アタッチメント金具が本体の底面から下方に突出して
しまうため、電子機器の厚み寸法が増大するのみならず、平らな机などに設置した場合に
、電子機器にがたつきを生ずるおそれがある。
【０００５】
　本発明の目的は、付属部品の盗難を防止するとともに、厚み寸法の増大を防止できる電
子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するため、本発明の一つの形態にかかる電子機器は、貫通孔と、この貫
通孔の周囲を規定する縁部と、を有する筐体と、前記筐体から分離できるように前記筐体
に取り付けられる付属部品と、前記筐体に対してスライド移動可能に設けられるとともに
、前記付属部品に引っかかって前記付属部品の分離を阻止したり、前記付属部品から外れ
たりするロック部材と、前記貫通孔の縁部に引っかかったり、前記貫通孔の縁部から外れ
たりする引掛部を有する引掛部付きワイヤと、を具備し、前記貫通孔は、前記貫通孔の縁
部に引っかかった前記引掛部を前記ロック部材の移動経路の途中に配置するように、前記
筐体に形成される。
【０００７】
　前記目的を達成するため、本発明の他の形態にかかる電子機器は、貫通孔を有する筐体
と、前記筐体から分離できるように前記筐体に取り付けられる付属部品と、前記筐体の内
部に設けられる錠であって、前記付属部品に引っかかって前記付属部品の分離を阻止する
第１の位置になったり、前記付属部品から外れる第２の位置になったりするラッチ部と、
前記ラッチ部を動作させるための鍵穴と、前記鍵穴の周囲を規定する縁部と、を有する錠
と、前記貫通孔を通って前記鍵穴の縁部に引っかかったり、前記鍵穴の縁部から外れたり
する引掛部を有する引掛部付きワイヤと、を具備し、前記引掛部は、前記鍵穴の縁部に引
っかかったり外れたりすることにより、前記錠のラッチ部を前記第１の位置と前記第２の
位置との間で移動させる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、付属部品の盗難を防止するとともに、厚み寸法の増大を防止すること
が可能な電子機器を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、図１から図４を参照して、電子機器の第１の実施形態について説明する。図１
に示すように、電子機器の一例であるポータブルコンピュータ１１は、いわゆるノートブ
ック型のパーソナルコンピュータである。
【００１０】
　ポータブルコンピュータ１１は、本体ユニット１２と、表示ユニット１３と、本体ユニ
ット１２と表示ユニット１３との間に設けられるヒンジ部１４と、を備えている。ヒンジ
部１４は、表示ユニット１３を支持しており、表示ユニット１３を本体ユニット１２に対



(4) JP 2009-134553 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

して回動させることができる。図１に示すように、表示ユニット１３は、液晶ディスプレ
イ１５と、液晶ディスプレイ１５の周囲を囲むカバー１６と、を有している。
【００１１】
　本体ユニット１２は、筐体２１と、筐体２１の側面に形成された貫通孔２２と、筐体２
１の底部に設けられる開口部２３と、筐体２１の内部に収容されるプリント回路板２４と
、筐体２１に取り付けられたキーボード２５と、ポインティングデバイスであるタッチパ
ッド２６およびボタン２７と、筐体２１に取り付けられる付属部品であるバッテリパック
２８と、筐体２１に対してスライド移動可能に設けられるロック部材２９と、貫通孔２２
に取り付けられる引掛部付きワイヤ３０と、を有している。プリント回路板２４は、ＣＰ
Ｕ（central processing unit）などの主要な回路部品を実装している。
【００１２】
　バッテリパック２８は、筐体２１から分離できるように筐体２１に取り付けられる付属
部品の一例である。バッテリパック２８は、後述するロック部材２９の爪部２９Ａが引っ
かかるための受け部２８Ａと、バッテリ本体２８Ｂと、を有している。付属部品としては
、バッテリパック２８に限定されるものではない。付属部品は、フロッピーディスクドラ
イブやハードディスクドライブ、拡張メモリであってもよい。
【００１３】
　筐体２１は、例えば、合成樹脂によって箱状に形成されている。筐体２１は、バッテリ
パック２８を装着するための装着部２１Ｄを有している。貫通孔２２は、筐体２１の側面
２１Ａに形成されている。貫通孔２２は、いわゆるセキュリティロックスロットと呼ばれ
るものである。貫通孔２２は、幅方向に長くなった長円状に形成されている。筐体２１は
、さらに、貫通孔２２の周囲を規定する縁部２１Ｂを有し、この縁部２１Ｂに後述する引
掛部付きワイヤ３０の引掛部３７が引っかかるようになっている。
【００１４】
　引掛部付きワイヤ３０は、いわゆるケンジントンロックやセキュリティワイヤロックと
呼ばれるものある。図３に示すように、引掛部付きワイヤ３０は、金属製のワイヤ本体３
３と、ワイヤ本体３３の先端部に設けられた錠部３４と、を有している。錠部３４は、例
えば、円筒形状に形成されている。錠部３４は、錠部本体３５と、錠部本体３５に形成さ
れた図示しない鍵孔と、鍵孔に専用の鍵が挿入されることで回転する引掛部３７と、を有
している。引掛部３７は、軸部３７Ａと、軸部３７Ａの先端から左右の両側に延びる腕部
３７Ｂと、を有する「Ｔ」字状に形成されている。引掛部３７は、腕部３７Ｂを縦方向に
配置した状態において、貫通孔２２の周囲の縁部２１Ｂに引っかかる。この状態において
、引掛部３７は、後述するロック部材２９の移動経路の途中に配置される。引掛部３７は
、腕部３７Ｂを横方向に配置した状態において、縁部２１Ｂから外れて貫通孔２２を通過
することができる。
【００１５】
　ロック部材２９は、筐体２１の側面２１Ａの近傍に配置されている。ロック部材２９は
、筐体２１の開口部２３から筐体２１の底部２１Ｃに露出する指掛部２９Ｂと、指掛部２
９Ｂから「Ｌ」字形に延びる爪部２９Ａと、指掛部２９Ｂおよび爪部２９Ａを閉じ方向に
向けて付勢するばね２９Ｃと、を有している。ユーザは、指掛部２９Ｂに指を掛けること
によって、ロック部材２９を操作することができる。ロック部材２９の爪部２９Ａは、付
属部品であるバッテリパック２８に引っかかってバッテリパック２８の分離を阻止したり
、バッテリパック２８から外れたりすることができる。ばね２９Ｃは、爪部２９Ａの基部
と、筐体２１の内面との間に掛け渡されている。
【００１６】
　続いて、図３と図４を参照して、本実施形態のロック部材２９の作用について説明する
。図３に示すように、引掛部付きワイヤ３０の引掛部３７が貫通孔２２の内部に挿入され
て、貫通孔２２の周囲の縁部２１Ｂに引っかかっている状態では、引掛部３７は、ロック
部材２９の移動経路の途中に配置されている。このため、この状態でユーザが指掛部２９
Ｂに指を掛けたとしても、ロック部材２９は引掛部３７と干渉する。このため、ロック部
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材２９をスライド移動させることができない。つまり、引掛部付きワイヤ３０が貫通孔２
２に固定されている状態では、バッテリパック２８は、筐体２１から分離できないように
なっている。
【００１７】
　図４に示すように、貫通孔２２から引掛部付きワイヤ３０を取り除いた状態では、ロッ
ク部材２９の移動経路中には、障害となるものが存在しない。このため、ユーザは、指掛
部２９Ｂに指を掛けてロック部材２９をスライドさせることができる。これと同時に、図
２に示す第２のロック部材３８をスライド移動させる。この状態で、ユーザは、バッテリ
パック２８を筐体２１から分離させることができる。
【００１８】
　なお、バッテリパック２８を固定する際には、上記と逆の手順で行う。すなわち、筐体
２１の装着部２１Ｄにバッテリパック２８を装着する。そして、バッテリパック２８の受
け部２８Ａにロック部材２９の爪部２９Ａを挿入して、バッテリパック２８をロックする
。さらに、貫通孔２２に引掛部付きワイヤ３０を装着して作業が終了する。
【００１９】
　以上が、電子機器の一例であるポータブルコンピュータ１１の実施形態である。第１の
実施形態によれば、ポータブルコンピュータ１１は、貫通孔２２と、この貫通孔２２の周
囲を規定する縁部２１Ｂと、を有する筐体２１と、筐体２１から分離できるように筐体２
１に取り付けられる付属部品と、筐体２１に対してスライド移動可能に設けられるととも
に、付属部品に引っかかって付属部品の分離を阻止したり、付属部品から外れたりするロ
ック部材２９と、貫通孔２２の縁部２１Ｂに引っかかったり、貫通孔２２の縁部２１Ｂか
ら外れたりする引掛部３７を有する引掛部付きワイヤ３０と、を具備し、貫通孔２２は、
貫通孔２２の縁部２１Ｂに引っかかった引掛部３７をロック部材２９の移動経路の途中に
配置するように、筐体２１に形成される。
【００２０】
　この構成によれば、ポータブルコンピュータ１１自体の盗難のみならず、筐体２１に取
り付けられる付属部品も盗難から守ることができる。また、付属部品の盗難を防止するた
めに、別途に処置を施す必要がなく、付属部品の固定を簡単かつ迅速に行うことができる
。さらに、付属部品を固定するためにアタッチメント金具のような部品を必要としないた
め、部品点数の削減に貢献することができる。
【００２１】
　この場合、ロック部材２９は、指を掛けるための指掛部２９Ｂを筐体２１の底部２１Ｃ
に対応する位置に有し、貫通孔２２は、筐体２１の側面２１Ａに形成される。この構成に
よれば、引掛部付きワイヤ３０が固定される貫通孔２２を筐体２１の側面２１Ａに配置で
きるため、ユーザが貫通孔２２にアクセスしやすくすることができる。
【００２２】
　この場合、ロック部材２９は、筐体２１の側面２１Ａの近傍に配置される。この構成に
よれば、ロック部材２９の移動経路の途中に引掛部３７を配置するレイアウトを容易にと
ることができる。
【００２３】
　続いて、図５を参照して、電子機器の第２の実施形態について、ポータブルコンピュー
タに適用した場合を例に説明する。第２の実施形態の電子機器の一例であるポータブルコ
ンピュータ４１は、シリンダー錠４２を有する点などが第１の実施形態と異なっているが
、他の部分は共通している。このため、主として第１の実施形態と異なる部分について説
明し、第１の実施形態と共通する箇所については共通の符号を付して説明を省略する。
【００２４】
　第２の実施形態のポータブルコンピュータ４１は、図１に示すものと同様の外観を有し
ている。図５に示すように、ポータブルコンピュータ４１は、筐体２１の内部に錠の一例
であるシリンダー錠４２を有している。シリンダー錠４２は、ケース４３と、付属部品で
あるバッテリパック２８に引っかかるラッチ部４４と、ラッチ部４４を動作させるために
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ケース４３に形成された鍵穴４５と、鍵穴４５の周囲を規定する縁部４３Ａと、を有して
いる。本実施形態では、筐体２１の貫通孔２２は、シリンダー錠４２の鍵穴４５に対応す
る位置に形成されている。引掛部付きワイヤ３０の引掛部３７は、貫通孔２２を通って、
ケース４３の縁部４３Ａに引っかかったり、縁部４３Ａから外れたりする。
【００２５】
　本実施形態では、鍵穴４５に対して引掛部付きワイヤ３０の引掛部３７が挿入されるた
め、ロック部材２９の移動経路の途中に引掛部３７が配置することはない。シリンダー錠
４２は、さらに、図示しない作動機構を有し、作動機構は、引掛部３７がケース４３の縁
部４３Ａにひっかかったり、縁部４３Ａから外れたりすることに対応してラッチ部４４を
進退させる。作動機構によって、ラッチ部４４は、バッテリパック２８に引っかかってバ
ッテリパック２８の分離を阻止する第１の位置Ｐ１になったり、バッテリパック２８から
外れる第２の位置Ｐ２になったりする。
【００２６】
　図５を参照して、シリンダー錠４２およびロック部材２９の作用について説明する。同
図に示すように、ユーザは、ロック部材２９の指掛部２９Ｂに指を掛けて、ロック部材２
９をスライド移動させることができる。しかし、シリンダー錠４２のラッチ部４４がバッ
テリパック２８の受け部２８Ａに引っかかっているため、バッテリパック２８を筐体２１
から分離することはできない。
【００２７】
　筐体２１の貫通孔２２およびシリンダー錠４２の鍵穴４５から引掛部付きワイヤ３０を
取り除いた状態では、シリンダー錠４２のラッチ部４４は、ケース４３の内部に収容され
、バッテリパック２８の受け部２８Ａから外れる。この状態で、ユーザが指掛部２９Ｂに
指を掛けてロック部材２９をスライド移動させると、バッテリパック２８のロック状態が
解除される。こうして、バッテリパック２８は、筐体２１から分離することができる。
【００２８】
　逆に、バッテリパック２８を筐体２１に取り付ける際には、ロック部材２９をスライド
移動させた状態で、バッテリパック２８を筐体２１の装着部２１Ｄに装着する。そして、
ロック部材２９から指を離すと、ロック部材２９の爪部２９Ａは、バッテリパック２８の
受け部２８Ａに引っかかる。さらに、筐体２１の貫通孔２２およびシリンダー錠４２の鍵
穴４５に引掛部付きワイヤ３０の引掛部３７を挿入する。引掛部付きワイヤ３０の鍵孔に
図示しない専用の鍵を挿入し、引掛部３７を９０度回転させる。これによって、引掛部３
７はシリンダー錠４２のケース４３の縁部４３Ａに引っかかるとともに、作動機構が作動
してラッチ部４４をバッテリパック２８の受け部２８Ａに引っ掛けるようにする。以上に
よって、バッテリパック２８の装着が完了する。
【００２９】
　第２の実施形態によれば、ポータブルコンピュータ４１は、貫通孔２２を有する筐体２
１と、筐体２１から分離できるように筐体２１に取り付けられる付属部品と、筐体２１の
内部に設けられる錠であって、付属部品に引っかかって付属部品の分離を阻止する第１の
位置Ｐ１になったり、付属部品から外れる第２の位置Ｐ２になったりするラッチ部４４と
、ラッチ部４４を動作させるための鍵穴４５と、鍵穴４５の周囲を規定する縁部４３Ａと
、を有する錠と、貫通孔２２を通って鍵穴４５の縁部４３Ａに引っかかったり、鍵穴４５
の縁部４３Ａから外れたりする引掛部３７を有する引掛部付きワイヤ３０と、を具備し、
引掛部３７は、鍵穴４５の縁部４３Ａに引っかかったり外れたりすることにより、錠のラ
ッチ部４４を第１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との間で移動させる。
【００３０】
　この構成によれば、筐体２１の内部に設けた錠によって、付属部品が筐体２１から分離
することを防止することができる。これによって、ポータブルコンピュータ４１自体の盗
難を防止するのみならず、付属部品の盗難も防止することができる。さらに、錠は、筐体
２１の内部に設けられ、アタッチメント金具のように筐体２１の外部に配置されるもので
はない。このため、ポータブルコンピュータ４１の厚み寸法が増大したり、ポータブルコ
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ンピュータ４１にがたつきを生じたりすることを防止できる。
【００３１】
　この場合、筐体２１に対してスライド移動可能に設けられるロック部材２９をさらに具
備し、ロック部材２９は、付属部品に引っかかって分離を阻止したり、付属部品から外れ
たりする。この構成によれば、錠のラッチ部４４が第２の位置Ｐ２になっている状態で、
意図しないときに付属部品が筐体２１から分離してしまうことを防止することができる。
【００３２】
　本発明の電子機器は、ポータブルコンピュータ１１、４１用に限らず、例えば携帯情報
端末のようなその他の電子機器に対しても実施可能である。その他、電子機器は、発明の
要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】第１の実施形態に係るポータブルコンピュータを示す斜視図。
【図２】図１に示すポータブルコンピュータを下側から示す斜視図。
【図３】図２に示すポータブルコンピュータの鉛直方向に沿った断面図。
【図４】図３に示すポータブルコンピュータから、引掛部付きワイヤを除去して、ロック
部材をスライドさせた状態を示す断面図。
【図５】第２の実施形態に係るポータブルコンピュータの鉛直方向に沿った断面図。
【符号の説明】
【００３４】
１１、４１…ポータブルコンピュータ、２１…筐体、２１Ａ…側面、２１Ｂ…縁部、２１
Ｃ…底部、２２…貫通孔、２８…バッテリパック、２９…ロック部材、２９Ｂ…指掛部、
３０…引掛部付きワイヤ、３７…引掛部、４２…シリンダー錠、４３Ａ…縁部、４４…ラ
ッチ部、４５…鍵穴、Ｐ１…第１の位置、Ｐ２…第２の位置

【図１】 【図２】
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【図５】
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