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(57)【要約】
【課題】異なる機器を互いに係止する状態として、携帯
可能な状態にする。
【解決手段】表示部を備える第１の機器と、情報の入力
または出力のうちの少なくとも一方を行う第２の機器で
あり、第１の機器と通信により情報の授受を行う第２の
機器と、第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、第２
の機器は、複数の第２の磁石を備え、第１の磁石と第２
の磁石は、第１の機器と第２の機器が重ね合わされたと
きに重なる位置に、第１の機器と第２の機器のそれぞれ
に配置され、表示部が備えられている面側の複数の第１
の磁石の極のうち、少なくとも１つの第１の磁石の極は
、他の第１の磁石と異なる極であり、第１の機器と第２
の機器が重ね合わされたとき、第１の磁石と第２の磁石
の引き合う力により、第１の機器と第２の機器は互いに
係止する状態となる。本技術は、パーソナルコンピュー
タに適用できる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部を備える第１の機器と、
　情報の入力または出力のうちの少なくとも一方を行う第２の機器であり、前記第１の機
器と通信により前記情報の授受を行う第２の機器と、
　前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、
　前記第２の機器は、複数の第２の磁石を備え、
　前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされ
たときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第２の機器のそれぞれに配置され、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき、前記第１の磁石と前記第２の
磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機器は互いに係止する状態となり
、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われている
か否かを検出する誤方向検出部を備える
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記誤方向検出部は、前記表示部が備えられている面側の前記複数の第１の磁石の極の
うち、少なくとも１つの第１の磁石の極は、他の第１の磁石と異なる極とすることで構成
されている
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電端子をさらに備え、
　前記第２の機器は、前記第１の機器からの給電を受ける受電端子をさらに備え、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電端子と前記受
電端子が接続状態になる位置に、前記給電端子と前記受電端子は、それぞれ前記第１の機
器と前記第２の機器に配置され、
　前記給電端子と前記受電端子が接続しているとき、前記第２の機器の電池が充電される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記給電端子と前記受電端子のうちの一方は、一部に曲面を有する凸状の形状であり、
他方は一部に曲面を有する凹状の形状である
　請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記誤方向検出部は、前記給電端子と前記受電端子で構成される
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電部をさらに備え、
　前記第２の機器は、前記第１の機器からの給電を受ける受電部をさらに備え、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電部と前記受電
部も重なり合う状態になる位置に、前記給電部と前記受電部は、それぞれ前記第１の機器
と前記第２の機器に配置され、
　前記給電部と前記受電部が重なり合っているとき、前記第２の機器の電池が充電される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第２の機器は、キーボード、タッチパッド、ペンタブレット、スピーカーのいずれ
かを少なくとも含む機器である
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第１の機器の前記表示部が設けられている面または前記第１の機器の裏面に、前記
第２の機器が重ね合わされ、その重ね合わされた状態が前記第１の磁石と前記第２の磁石
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の引き合う力により維持される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記第１の機器の裏面に、前記第２の機器が重ね合わされているとき、タブレット型の
パーソナルコンピュータとして機能する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記第１の機器の前記
表示部と、前記第２の機器が接触しないように、前記第２の機器の前記表示部に対応する
部分は、前記第２の機器の縁の部分よりも窪んだ形状で構成されている
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記第１の機器の裏面には、前記第１の機器を支持する支持部が設けられ、
　前記支持部は、前記第１の機器に対して開閉自在に設けられている
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記第１の機器の前記表示部の外周部分には、段差が設けられている
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　給電する第１の機器と、
　前記第１の機器からの給電を受電する第２の機器と、
　前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、
　前記第２の機器は、複数の第２の磁石を備え、
　前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされ
たときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第２の機器のそれぞれに配置され、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき、前記第１の磁石と前記第２の
磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機器は互いに係止する状態となり
、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われている
か否かを検出する誤方向検出部を備える
　情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置に関する。詳しくは、別体で構成されている機器を重ね合わせ
、携帯可能にする情報処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯型のパーソナルコンピュータとしてノート型のパーソナルコンピュータが普
及している。ノート型のパーソナルコンピュータでは、ディスプレイが、キーボード側に
折り畳まれ、係合する部分が係合することでディスプレイとキーボードが重なり合った状
態が維持されるように構成されている。（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２００８－１１２３２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、タブレット型などと称されるパーソナルコンピュータが普及しつつある。タブレ
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ット型のパーソナルコンピュータでは、タッチパネルが装着され、表示画面を見ながら操
作できるように構成されている。よってキーボードなどの入力装置は、必ずしも必要が無
いが、テキストを入力するときなどにはキーボードなどの入力装置がある方が好まし場合
もある。
【０００５】
　このような装置において、例えば特許文献１に記載されている技術を適用した場合、キ
ーボードは装着部を介してディスプレイと接続されているため、ディスプレイとキーボー
ドを離した状態で使用することはできない。よって、タブレットとして使うとき、キーボ
ードは本体と離れず、タブレットとしての使い勝手が低下してしまう。
【０００６】
　例えば、タブレット型のパーソナルコンピュータにおいて、使いたいと所望したときに
、キーボードが使え、使わないときにはタブレットとしての使い勝手を低下させないよう
な構成とすることが望まれている。
【０００７】
　本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、キーボードとディス
プレイといった異なる機器であるが、必要に応じて連携して用いられる機器を、重ねて携
帯できるようにしたり、離れた状態で使用できるようにしたりするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本技術の一側面の第１の情報処理装置は、表示部を備える第１の機器と、情報の入力ま
たは出力のうちの少なくとも一方を行う第２の機器であり、前記第１の機器と通信により
前記情報の授受を行う第２の機器と、前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、前記
第２の機器は、複数の第２の磁石を備え、前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１
の機器と前記第２の機器が重ね合わされたときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第
２の機器のそれぞれに配置され、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき
、前記第１の磁石と前記第２の磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機
器は互いに係止する状態となり、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態
が、正しい方向で行われているか否かを検出する誤方向検出部を備える。
【０００９】
　前記誤方向検出部は、前記表示部が備えられている面側の前記複数の第１の磁石の極の
うち、少なくとも１つの第１の磁石の極は、他の第１の磁石と異なる極とすることで構成
されているようにすることができる。
【００１０】
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電端子をさらに備え、前記第２の機器
は、前記第１の機器からの給電を受ける受電端子をさらに備え、前記第１の機器と前記第
２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電端子と前記受電端子が接続状態になる位
置に、前記給電端子と前記受電端子は、それぞれ前記第１の機器と前記第２の機器に配置
され、前記給電端子と前記受電端子が接続しているとき、前記第２の機器の電池が充電さ
れるようにすることができる。
【００１１】
　前記給電端子と前記受電端子のうちの一方は、一部に曲面を有する凸状の形状であり、
他方は一部に曲面を有する凹状の形状であるようにすることができる。
【００１２】
　前記誤方向検出部は、前記給電端子と前記受電端子で構成されるようにすることができ
る。
【００１３】
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電部をさらに備え、前記第２の機器は
、前記第１の機器からの給電を受ける受電部をさらに備え、前記第１の機器と前記第２の
機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電部と前記受電部も重なり合う状態になる位置
に、前記給電部と前記受電部は、それぞれ前記第１の機器と前記第２の機器に配置され、
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前記給電部と前記受電部が重なり合っているとき、前記第２の機器の電池が充電されるよ
うにすることができる。
【００１４】
　前記第２の機器は、キーボード、タッチパッド、ペンタブレット、スピーカーのいずれ
かを少なくとも含む機器であるようにすることができる。
【００１５】
　前記第１の機器の前記表示部が設けられている面または前記第１の機器の裏面に、前記
第２の機器が重ね合わされ、その重ね合わされた状態が前記第１の磁石と前記第２の磁石
の引き合う力により維持されるようにすることができる。
【００１６】
　前記第１の機器の裏面に、前記第２の機器が重ね合わされているとき、タブレット型の
パーソナルコンピュータとして機能するようにすることができる。
【００１７】
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記第１の機器の前記
表示部と、前記第２の機器が接触しないように、前記第２の機器の前記表示部に対応する
部分は、前記第２の機器の縁の部分よりも窪んだ形状で構成されているようにすることが
できる。
【００１８】
　前記第１の機器の裏面には、前記第１の機器を支持する支持部が設けられ、前記支持部
は、前記第１の機器に対して開閉自在に設けられているようにすることができる。
【００１９】
　前記第１の機器の前記表示部の外周部分には、段差が設けられているようにすることが
できる。
【００２０】
　本技術の一側面の第２の情報処理装置は、給電する第１の機器と、前記第１の機器から
の給電を受電する第２の機器と、前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、前記第２
の機器は、複数の第２の磁石を備え、前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１の機
器と前記第２の機器が重ね合わされたときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第２の
機器のそれぞれに配置され、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき、前
記第１の磁石と前記第２の磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機器は
互いに係止する状態となり、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態が、
正しい方向で行われているか否かを検出する誤方向検出部を備える。
【００２１】
　本技術の一側面の第１の情報処理装置は、表示部を備える第１の機器と、情報の入力ま
たは出力のうちの少なくとも一方を行う第２の機器から構成される。第２の機器は、第１
の機器と通信により情報の授受を行い、第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、第２の
機器は、複数の第２の磁石を備える。第１の磁石と第２の磁石は、第１の機器と第２の機
器が重ね合わされたときに重なる位置に、第１の機器と第２の機器のそれぞれに配置され
る。そして、第１の機器と第２の機器が重ね合わされたとき、第１の磁石と第２の磁石の
引き合う力により、第１の機器と第２の機器は互いに係止する状態となる。また、第１の
機器と第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われているか否かが検出され
、正しい方向で重ね合わせられ、係止されるように構成される。
【００２２】
　本技術の一側面の第２の情報処理装置は、給電する第１の機器と、第１の機器からの給
電を受電する第２の機器とから構成される。第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、第
２の機器は、複数の第２の磁石を備え、第１の磁石と第２の磁石は、第１の機器と第２の
機器が重ね合わされたときに重なる位置に、第１の機器と第２の機器のそれぞれに配置さ
れる。第１の機器と第２の機器が重ね合わされたとき、第１の磁石と第２の磁石の引き合
う力により、第１の機器と第２の機器は互いに係止する状態となる。また、第１の機器と
第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われているか否かが検出され、正し
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い方向で重ね合わせられ、係止されるように構成される。
【発明の効果】
【００２３】
　本技術の一側面によれば、例えば、キーボードとディスプレイといった異なる機器であ
るが、必要に応じて連携して用いられる機器を、重ねて携帯できるようにしたり、離れた
状態で使用できるようにしたりすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本技術を適用した情報処理装置の一実施の形態の構成を示す図である。
【図２】情報処理装置の裏面の外観の構成を示す図である。
【図３】支持部が開いたときの外観の構成を示す図である。
【図４】情報処理装置の本体の内部構成を示す図である。
【図５】情報処理装置の入出力部の内部構成を示す図である。
【図６】本体と入出力部が重ねられた状態を示す図である。
【図７】本体に入出力部が装着されるための構造を説明するための図である。
【図８】正しい方向での装着について説明するための図である。
【図９】誤った方向での装着について説明するための図である。
【図１０】磁石の配置について説明するための図である。
【図１１】磁石の配置について説明するための図である。
【図１２】磁石の配置について説明するための図である。
【図１３】端子の構成について説明するための図である。
【図１４】重ね合わせについて説明するための図である。
【図１５】重ね合わせについて説明するための図である。
【図１６】キーボードと表示部との空間について説明するための図である。
【図１７】非接触充電を行う情報処理装置の外観の構成を示す図である。
【図１８】非接触充電に係わる構成について説明するための図である。
【図１９】本体に設けられる段差について説明するための図である。
【図２０】本体の裏面への入力部の装着について説明するための図である。
【図２１】磁石の配置について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本技術を実施するための形態（以下、実施の形態という）について説明する。
なお、説明は、以下の順序で行う。
　１．情報処理装置の外観の構成
　２．情報処理装置の内部構成
　３．情報処理装置の重ね合わせについて
　４．磁石を用いた係止について
　５．端子の構成
　６．非接触充電について
　７．裏面への装着について
　８．電磁石を用いた情報処理装置の重ね合わせについて
【００２６】
　＜情報処理装置の外観の構成＞
図１、図２は、本技術を適用した情報処理装置の一実施の形態の外観の構成を示す図であ
る。情報処理装置１００は、本体１０１と入出力部１０２が、別体で構成され、無線でデ
ータの授受を行う構成とされている。本体１０１の表面には、表示部１１１が設けられて
いる。入出力部１０２の表面には、キーボード１２１が設けられている。
【００２７】
　キーボード１２１の操作データは、無線通信で、本体１０１側に供給される。このよう
に、本実施の形態における情報処理装置１００は、本体１０１と入出力部１０２に分けら
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れ、データの授受を無線で行う構成とされている。このように本体１０１と入出力部１０
２は、離れた位置に設置できるように構成されている。
【００２８】
　例えば、入出力部１０２のキーボード１２１が操作されて入力されたテキストは、本体
１０１の表示部１１１に表示される。
【００２９】
　なお、ここでは、無線でデータの授受を行うとして説明を続けるが、ＵＳＢ（Universa
l Serial Bus）ケーブルなどの所定のケーブルで接続され、データの授受が行われるよう
にしても良い。
【００３０】
　入出力部１０２として、ここでではキーボード１２１を備える構成を一例として説明し
たが、タッチパッド、ペンタブレットなどを備える構成や、それらの組み合わせ、例えば
、キーボード１２１とタッチパッドを備える構成とすることも可能である。
【００３１】
　また、ここでは、入出力部１０２とし、入力装置を一例として説明を続けるが、スピー
カなどの出力装置であっても良い。例えば、本体１０１からのデータを受信し、音楽を出
力するスピーカとして、入出力部１０２が構成されていても良い。勿論、キーボード１２
１とスピーカから構成されるようにし、入力装置および出力装置として機能するように、
入出力部１０２が構成されるようにすることも可能である。
【００３２】
　またここでは、入出力部１０２により入力が行われるとして説明を続けるが、例えば、
本体１０１側にも情報を入力できる装置が備えられるような構成とすることも可能である
。例えば、表示部１１１の表面に、タッチパネル（不図示）を設け、その本体１０１に設
けられたタッチパネルが操作されることで、情報が入力される構成とすることも可能であ
る。
【００３３】
　タッチパネルが表示部１１１に設けられた構成とした場合、本体１０１は、例えばタブ
レットなどと称されるコンピュータとして単体で動作する装置として用いることができる
。
【００３４】
　情報処理装置１００の本体１０１と入出力部１０２は、重ね合わせることができる構成
とされている。詳細は後述するが、本体１０１と入出力部１０２を重ね合わせたとき、本
体１０１に設けられている端子１１２と、入出力部１０２に設けられている端子１２２は
接触するように構成されている。端子１１２と端子１２２の一方は凹状に構成され、他方
は凸状に構成されているため、一方が他方に一部が収納されるような構成となっている。
【００３５】
　端子１１２と端子１１２が接触することで、入出力部１０２に備えられているバッテリ
ーが充電される構成とされている。本体１０１と入出力部１０２は、それぞれバッテリー
を内蔵しており、本体１０１の方が、入出力部１０２よりも容量の大きいバッテリーを内
蔵している。
【００３６】
　本体１０１と入出力部１０２が通信する際に必要とされる電力は、それぞれが内蔵して
いるバッテリーから供給される。よって、入出力部１０２のバッテリーの容量が減り、端
子１１２と端子１２２が接続状態にあるときには、本体１０１のバッテリーから入出力部
１０２のバッテリーに電力が供給され、入出力部１０２のバッテリーが充電されるように
構成されている。
【００３７】
　図２は、情報処理装置１００の裏面の構成を示す図である。本体１０１の裏面には、支
持部１３１が設けられている。この支持部１３１は、後述するように、本体１０１に対し
て開閉自在に設けられており、図２では、閉じられた状態を示している。図３に示すよう
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に、支持部１３１が開かれると、その支持部１３１により、本体１０１が支持される状態
となり、例えば卓上に、所定の角度を有した状態で、本体１０１を置いて利用することが
できる状態とされる。
【００３８】
　例えば、ユーザは、所定の角度を有して卓上に置かれた表示部１１１を見ながら、入出
力部１０２のキーボード１２１を操作して、所定の処理を行うことができる。
【００３９】
　入出力部１０２の裏面には、支持部は設けられていないが、例えば、入出力部１０２が
スピーカであるような場合、卓上に所定の角度を有して立てられるように、支持部を設け
る構成とすることも可能である。
【００４０】
　なお、情報処理装置１００の側面は図示しないが、例えば、メモリーカードスロットや
、ＵＳＢ端子などが設けられている。
【００４１】
　＜情報処理装置の内部構成＞
図４は、情報処理装置１００の本体１０１のハードウエアの構成例を示すブロック図であ
る。本体１０１において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１５１、ＲＯＭ（Read On
ly Memory）１５２、ＲＡＭ（Random Access Memory）１５３は、バス１５４により相互
に接続されている。バス１５４には、さらに、入出力インタフェース１５５が接続されて
いる。入出力インタフェース１５５には、記憶部１５６、通信部１５７、およびドライブ
１５８が接続されている。
【００４２】
　本体１０１は、バッテリー１５９を備え、本体１０１の各部が動作するときに必要とな
る電力を供給する。またバッテリー１５９は、二次電池であり、充電可能な電池とされて
いる。
【００４３】
　記憶部１５６は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部１５７は、
ネットワークインタフェースなどよりなる。ここでは、通信部１５７は、入出力部１０２
との通信を行うとして説明を続ける。ドライブ１５８は、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、または半導体メモリなどのリムーバブルメディア１６０を駆動する。
【００４４】
　なお、本体１０１の表示部１１１にタッチパネルが装着され、データの入力が行えるよ
うに構成されている場合、本体１０１には、入力部も設けられる。
【００４５】
　図５は、情報処理装置１００の入出力部１０２のハードウエアの構成例を示すブロック
図である。入出力部１０２は、基板１８１、キーボード１８２、およびバッテリー１８３
を含む構成とされている。基板１８１には通信部を含み、キーボード１８２が操作された
ときの操作信号を生成し、本体１０１に送信する。
【００４６】
　バッテリー１８３は、入出力部１０２の各部が動作するときに必要となる電力を供給す
る。またバッテリー１８３は、二次電池であり、充電可能な電池とされている。また以下
の説明では、入出力部１０２のバッテリー１８３は、本体１０１のバッテリー１５９から
の給電を受け、充電されるとして説明を続ける。
【００４７】
　＜情報処理装置の重ね合わせについて＞
本体１０１と入出力部１０２は、重ね合わせることが可能な構成とされており、重ね合わ
せられた状態のとき、携帯しやすいような構成とされている。
【００４８】
　図６は、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされた状態を示す図である。図６では
、本体１０１が入出力部１０２上に重ねられている状態を示している。また図６に示した
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状態は、本体１０１の表示部１１１と入出力部１０２のキーボード１２１が向かい合った
状態で重ねられた状態である。このような本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされた
状態は、ノート型のパーソナルコンピュータのように、携帯が容易にできる状態である。
【００４９】
　本体１０１と入出力部１０２が単に重ね合わされているだけでは、本体１０１が入出力
部１０２に対してずれてしまったりして不安定な状態であり、携帯は容易にできず、落と
して破損してしまう可能性などがある。本体１０１と入出力部１０２が重ね合わせたとき
、本体１０１と入出力部１０２がずれたりすることなく、本体１０１と入出力部１０２が
互いに係止した状態とされるための仕組みについて説明する。
【００５０】
　＜磁石を用いた係止について＞
ここでは、磁石の引き合う力を利用して、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされた
ときに、互いに係止された状態となるための構成について説明を加える。
【００５１】
　図７は、本体１０１と入出力部１０２にそれぞれ設けられた磁石の位置関係を説明する
ための図である。本体１０１には、磁石２０１乃至２０４が、それぞれ本体１０１の角部
分に設けられている。磁石２０１は、表示部１１１の左上に設けられ、磁石２０２は、表
示部１１１の右上に設けられ、磁石２０３は、表示部１１１の右下に設けられ、磁石２０
４は、表示部１１１の左下に設けられている。
【００５２】
　これらの磁石が配置されている位置に対応する入出力部１０２の位置に、磁石は設けら
れている。対応する位置とは、本体１０１と入出力部１０２が重ねられたときに磁石同士
が重なる位置である。入出力部１０２のキーボード１２１の左上には、磁石２２１が設け
られ、右上には、磁石２２２が設けられ、右下には、磁石２２３が設けられ、左下には、
磁石２２４が設けられている。
【００５３】
　本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたときに、磁石同士が引き合うように磁石
の極がくるように、それぞれの磁石は本体１０１と入出力部１０２に、それぞれ設けられ
ている。
【００５４】
　仮に、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたときに、互いの位置関係がずれな
いように装着された状態が維持することを目的とした場合、本体１０１の磁石２０１乃至
２０４は、表示部１１１側の面において全て同じ極を向け、入出力部１０２の磁石２２１
乃至２２４は、キーボード１２１側の面において全て同じ極であり、磁石２０１乃至２０
４とは異なる極を向けていればよい。
【００５５】
　例えば、本体１０１の表示部１１１側の面側には、磁石２０１乃至２０４のＮ極が来る
ように磁石２０１乃至２０４が設けられ、入出力部１０２のキーボード１２１側の面側に
は、磁石２２１乃至２２４のＳ極が来るように磁石２２１乃至２２４が設けられるように
する。
【００５６】
　このように構成された場合、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたとき、磁石
２０１乃至２０４と磁石２２１乃至２２４は、それぞれ対向する磁石同士で引き合う関係
になる。よって、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたときに、磁石同士の引き
合う力により、本体１０１と入出力部１０２の互いの位置関係がずれないように装着され
た状態を維持することができる。
【００５７】
　上記したように、情報処理装置１００は、端子１１２と端子１２２を有し、本体１０１
と入出力部１０２が重ね合わされているときに、本体１０１のバッテリー１５９から電力
を供給し、入出力部１０２のバッテリー１８３を充電する機能を有する。このため、本体
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１０１と入出力部１０２が重ね合わされたときに、端子１１２と端子１２２が正しく接続
される必要がある。
【００５８】
　また後述するように、端子１１２や端子１２２を設けずに、非接触に充電が行われる構
成とした場合、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたとき、非接触で充電を行う
部分が重なり合っていないと、充電が行えないことになる。換言すれば、本体１０１と入
出力部１０２が重ね合わされるとき、誤った方向で重ね合わせられると、充電が行えない
ことになる。
【００５９】
　このように、充電が行われるために、充電に係わる部分が正しく重ね合わされる必要が
ある。そこで正しい方向で本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされるように、同一面
上で少なくとも１つは異なる極となるように磁石を配置する。図７では、同一面上にある
４個の磁石のうち、２つが異なる極となるように磁石が配置された例を示している。
【００６０】
　図７を参照するに、本体１０１の表示部１１１が設けられている側の面上に、Ｎ極が来
るように磁石２０１と磁石２０２が配置され、Ｓ極が来るように磁石２０３と磁石２０４
が配置されている。同様に、入出力部１０２のキーボード１２１が設けられている側の面
上に、Ｓ極が来るように磁石２２１と磁石２２２が配置され、Ｎ極が来るように磁石２２
３と磁石２２４が配置されている。
【００６１】
　このように磁石が配置されることで、正しい方向で重ね合わされたときには、図８に示
すような状態となり、誤った方向で重ね合わされたときには、図９に示すような状態とな
る。まず図８を参照し、正しい方向で重ね合わされたときについて説明する。
【００６２】
　本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重ね合わされるとき、本体１０１の磁石２
０１のＮ極と入出力部１０２の磁石２２４のＳ極が互いに引き合い、本体１０１の磁石２
０２のＮ極と入出力部１０２の磁石２２３のＳ極が互いに引き合う。同様に、本体１０１
の磁石２０３（図８では不図示）のＳ極と入出力部１０２の磁石２２２のＮ極が互いに引
き合い、本体１０１の磁石２０４のＳ極と入出力部１０２の磁石２２１のＮ極が互いに引
き合う。
【００６３】
　このように、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重ね合わされるときには、本
体１０１と入出力部１０２の磁石が互いに引き合う状態となる。ユーザは、そのような引
き合う力にしたがって、例えば、本体１０１に入出力部１０２を滑らすように移動させる
ことで、本体１０１と入出力部１０２を正しい方向で重ね合わせることが可能となる。
【００６４】
　このように本体１０１と入出力部１０２が重ね合わせられると、端子１１２と端子１２
２は、接触する状態となり、充電可能な状態となる。また、磁石同士の引き合う力により
、本体１０１と入出力部１０２の重なり合った状態が維持される。すなわち、本体１０１
と入出力部１０２が、互いに、係止し合う状態が維持される。
【００６５】
　なお、正しい方向とは、上記したように、磁石同士が引き合う力が発生する方向であり
、端子１１２と端子１２２が接触する状態にするために、本体１０１または入出力部１０
２を移動させる方向である。
【００６６】
　また、本体１０１の表示部１１１と入出力部１０２のキーボード１２１が対向する状態
、換言すれば、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされた状態のときに、情報処理装
置１００の内側に表示部１１１とキーボード１２１が収められ、ユーザから視認できない
状態とされるための方向である。
【００６７】
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　また、図７に示した情報処理装置１００において、本体１０１の上辺と入出力部１０２
の下辺が重なり、本体１０１の下辺と入出力部１０２の上辺が重なるようにするための方
向である。図７のように、情報処理装置１００が置かれていた場合、入出力部１０２を持
ち上げ、上下方向で裏返し、本体１０１に重ねる方向が、正しい方向となる。
【００６８】
　なお、磁石や端子１１２，１２２の配置に依存し、正しい方向は決定されるため、上記
したのは一例である。
【００６９】
　上記した以外の場合が、正しくない方向、すなわち誤った方向である。誤った方向で、
本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされそうになった場合、図９に示したような状態
となる。本体１０１の磁石２０１のＮ極と入出力部１０２の磁石２２２のＮ極が反発し合
い、本体１０１の磁石２０２のＮ極と入出力部１０２の磁石２２１のＮ極が反発し合う。
同様に、本体１０１の磁石２０３（図８では不図示）のＳ極と入出力部１０２の磁石２２
４のＳ極が互いに反発し合い、本体１０１の磁石２０４のＳ極と入出力部１０２の磁石２
２３のＳ極が互いに反発し合う。
【００７０】
　このように、本体１０１と入出力部１０２が誤った方向で重ね合わされるときには、本
体１０１と入出力部１０２の磁石が互いに反発し合う状態となる。ユーザは、そのような
反発し合う力を感じることで、本体１０１と入出力部１０２を誤った方向で重ね合わそう
としていることを認識し、正しい方向での重ね合わせを行うために、例えば、入出力部１
０２の向きを変えるなどの処理を実行することができる。
【００７１】
　このように本体１０１と入出力部１０２が誤った状態で重ね合わせられようとした場合
、端子１１２と端子１２２は、接触する状態とはならないため、充電可能な状態とはなら
ない。しかしながら、上記したように、磁石同士の反発力により、ユーザは、本体１０１
と入出力部１０２が誤った方向で重ね合わそうとしていることを認識することができるた
め、そのような状態になることを防ぐことが可能である。
【００７２】
　また本体１０１と入出力部１０２が重なり合った後、磁石同士の引き合う力により、本
体１０１と入出力部１０２が互いに係止し合う状態を維持することが可能である。
【００７３】
　なおここでは、図７に示したように、例えば、本体１０１の上方にＮ極を配置し、下方
にＳ極を配置する例を示したが、上方にＳ極を配置し、下方にＮ極を配置するようにして
も良い。また、縦方向に同一極が配置されるようにしても良い。例えば、本体１０１の磁
石２０１と磁石２０４がＮ極とされ、磁石２０２と磁石２０３がＳ極とされても良い。
【００７４】
　また、例えば、４個の磁石のうちの１つだけが異なる極とされても良い。例えば、本体
１０１の磁石２０１乃至２０３はＮ極とされ、磁石２０４はＳ極とされるようにしても良
い。このような本体１０１の磁石の極に合わせて、入出力部１０２の磁石２２１乃至２２
４の極は決定されればよい。また、このような本体１０１の磁石の極のいずれの配置であ
っても、上記したように、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときに
は、磁力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導くことができる構成である
。
【００７５】
　なおここでは、図７に示したように、４個の磁石が本体１０１と入出力部１０２のそれ
ぞれの角部分に配置される例を示したが、辺部分に設けるようにしても良い。例えば、図
１０に示すように、各辺に磁石を配置しても良い。
【００７６】
　図１０を参照するに、本体１０１の上辺には、磁石２５１が設けられ、右辺には、磁石
２５２が設けられ、下辺には、磁石２５３が設けられ、左辺には、磁石２５４が設けられ
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ている。また各磁石は、表示部１１１が備えられている面側に、磁石２５１、磁石２５２
、磁石２５３、磁石２５４の順で、Ｎ極、Ｓ極、Ｓ極、Ｎ極が配置されている。この並び
は一例であり、限定を示す記載ではない。また各磁石の大きさや形状も一例であり、限定
を示す記載ではない。以下の説明においても、同様である。
【００７７】
　このような磁石の配置に対応する入出力部１０２の位置に、磁石が設けられる。図１０
に示した例では、入出力部１０２の上辺には、磁石２７１が設けられ、右辺には、磁石２
７２が設けられ、下辺には、磁石２７３が設けられ、左辺には、磁石２７４が設けられて
いる。また各磁石は、キーボード１２１が備えられている面側に、磁石２７１、磁石２７
２、磁石２７３、磁石２７４の順で、Ｎ極、Ｎ極、Ｓ極、Ｓ極が配置されている。
【００７８】
　このような本体１０１と入出力部１０２の磁石の配置あっても、上記したように、本体
１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときには、磁力の引き合う力が働き、
正しい方向での重なり合いに導くことができる構成である。
【００７９】
　なおここでは、図７や図１０に示したように、４個の磁石が本体１０１と入出力部１０
２にそれぞれ配置される例を示したが、磁石の数は、４個に限定されることを示す記載で
はない。例えば、図１１に示すように、２個であっても良い。
【００８０】
　図１１を参照するに、本体１０１には、磁石２５１と磁石２５３が設けられている。ま
た、入出力部１０２には、磁石２７１と磁石２７３が設けられている。図１１に示した本
体１０１は、図１０に示した本体１０１から磁石２５２と磁石２５４を削除した構成であ
り、入出力部１０２は、図１０に示した入出力部１０２から磁石２７２と磁石２７４を削
除した構成である。
【００８１】
　図１１では、長辺方向に磁石が設けられる例を示したが、短辺方向に磁石が設けられる
ような構成とすることも可能である。図示はしないが、本体１０１は、図１０に示した本
体１０１の磁石２５２と磁石２５４を有し、入出力部１０２は、図１０に示した入出力部
１０２の磁石２７２と磁石２７４を有する構成とすることも可能である。
【００８２】
　図示はしないが、本体１０１と入出力部１０２がそれぞれ２個の磁石を有する構成とす
る場合、本体１０１の長辺に１個、短辺に１個の磁石を設け、それらの設けられた磁石に
対応する入出力部１０２の位置に磁石を設けるようにしても良い。例えば、本体１０１に
は、磁石２５１と磁石２５２（図１０）が備えられ、入出力部１０２には、磁石２７１と
磁石２２が備えられる構成とすることも可能である。
【００８３】
　このような本体１０１と入出力部１０２がそれぞれ２個の磁石を有する構成であっても
、上記したように、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときには、磁
力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導くことができる構成である。
【００８４】
　さらに、本体１０１と入出力部１０２にそれぞれ配置される磁石の数は、３個であって
も良い。例えば図１２に示すように、本体１０１には、磁石２５１、磁石２８１、および
磁石２８２が設けられている。磁石２５１は、図１１に示した磁石２５１と同じく、本体
１０１の上辺に設けられ、表示部１１１が設けられている面に、Ｎ極が来るように配置さ
れている。磁石２８１と磁石２８２は、図７に示した磁石２０３、磁石２０４と同じく、
本体１０１の下辺の角の部分に設けられている。
【００８５】
　同様に、入出力部１０２には、磁石２７３、磁石２９１、および磁石２９２が設けられ
ている。磁石２７３は、図１１に示した磁石２７３と同じく、入出力部１０２の下辺に設
けられ、キーボード１２１が設けられている面に、Ｓ極が来るように配置されている。磁
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石２９１と磁石２９２は、図７に示した磁石２２１、磁石２２２と同じく、入出力部１０
２の上辺の角の部分に設けられている。
【００８６】
　このような本体１０１と入出力部１０２がそれぞれ３個の磁石を有する構成であっても
、上記したように、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときには、磁
力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導くことができる構成である。
【００８７】
　また、図示はしないが、本体１０１と入出力部１０２にそれぞれ配置される磁石の数は
、１個であっても良い。本体１０１に備えられた１個の磁石と、入出力部１０２に備えら
れた１個の磁石により、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときには
、磁力の引き合う力が働く。
【００８８】
　本体１０１と入出力部１０２が誤った方向で重なり合うときには、磁力の引き合う力は
働かず、ユーザは、本体１０１に入出力部１０２が装着できない状態であることを認識し
、正しい方向での装着を行う。よって、この場合も、本体１０１と入出力部１０２が正し
い方向で重なり合うときには、磁力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導
くことができる構成である。
【００８９】
　ただし、本体１０１と入出力部１０２にそれぞれ配置される磁石の数は、１個である場
合、本体１０１と入出力部１０２の互いの係止状態が不安定な状態となる可能性がある。
そこで、例えば、端子１１２と端子１２２が係合するような構成とし、端子１１２と端子
１２２の係合と、磁石の引き合う力により、本体１０１と入出力部１０２が互いに係止し
合うような仕組みを設けても良い。
【００９０】
　なお図示はしないが、５個以上の磁石を備える構成とすることも可能であり、その磁石
の配置などを考慮すれば、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときに
は、磁力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導くことができる構成とする
ことが可能である。
【００９１】
　上記した実施の形態においては、本体１０１と入出力部１０２が、同数の磁石を備える
場合を例にあげて説明したが、異なる数の磁石を備える構成とすることも可能である。例
えば、図１２に示した例において、入出力部１０２の磁石２９１と磁石２９２を１つの磁
石とし、磁石２７３のように、辺に沿った長細い磁石として構成しても良い。この場合、
本体１０１は３個の磁石を備え、入出力部１０２は２個の磁石を備えることになり、本体
１０１と入出力部１０２は、異なる数の磁石を備える構成となる。
【００９２】
　上記したのは一例であり、磁石の個数、配置、大きさなどは、本体１０１と入出力部１
０２が正しい方向で重なり合うとき、磁力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合
いに導くことができる構成であれば良い。
【００９３】
　なお、磁力により影響を受ける可能性がある部分が本体１０１や入出力部１０２にある
場合、例えば、非接触でデータの授受を行うポートなどが磁力の影響を受ける可能性があ
る場合、そのポートに影響がおよばないように、ポートと磁石ができる限り離されて配置
されたり、ポートと磁石の間に磁力を遮る部材が配置されたりする。
【００９４】
　＜端子の構成＞
　さらに、この実施の形態においては、端子１１２と端子１２２を設けることで、本体１
０１と入出力部１０２の正しい位置での重ね合わせの位置決めを行うことが可能な構成と
なっている。この端子１１２と端子１２２について説明を加える。
【００９５】
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　図１３は、端子１１２と端子１２２の部分を拡大した図である。端子１１２は凹状に構
成され、端子１２２側に電力を給電する端子として設けられている。端子１２２は、凸状
に構成され、端子１１２からの給電を受電する端子として設けられている。凹状の端子１
１２に、凸状の端子１２２が収まるような構成とされている。端子１１２には、３本のピ
ン３０１－１乃至３０１－３があり、端子１２２には、その３本のピン３０１を受ける位
置に、パッド３１１－１乃至３１１－３が設けられている。
【００９６】
　ピン３０１とパッド３１１が接触状態にあるとき、必要に応じて充電が行われる。ピン
３０１－１とピン３０１－３は、電源のマイナスピンとプラスピンであり、ピン３０１－
２は、キーボード１２１のバッテリー１８３（図３）の満充電を検出するためのピンであ
る。ピン３０１－２により検出されるバッテリー１８３の容量に応じて充電が行われる。
【００９７】
　例えば、ピン３０１とパッド３１１が接触している状態が検知され、ピン３０１－２に
より、バッテリー１８３の残容量が５０％を切っていると検出されたときには、充電が行
われる。
【００９８】
　このようにピン３０１とパッド３１１が接触することによる充電を接触充電と称し、後
述するように、このようなピン３０１やパッド３１１を備えずに行う充電を非接触充電と
称する。
【００９９】
　図１３を参照するに、端子１１２の側面は曲面３０２を有している。また端子１２２の
側面も曲面３１２を有している。曲面を有する構成とすることで、端子１１２が端子１２
２に呼び込まれる（容易に収まる）ようになる。その理由について、図１４と図１５を参
照して説明する。
【０１００】
　図１４に示すように、曲面を有さない矩形の凹部３３１と凹部３３２が重なり合うとき
を考える。時刻Ｔ１において、凹部３３１は、凹部３３２上にあり、まだ凹状の部分には
位置していない状態である。このような状態から、徐々に、凹部３３１を図中左側に、凹
部３３２上をスライドさせながら移動させることを考える。
【０１０１】
　時刻Ｔ２において、凹部３３１の半分は凹部３３２の凹状の部分に位置しているが、ま
だ重なり合うことはできない状態である。さらに、凹部３３１が左側にスライドし、時刻
Ｔ３において、凹部３３１の凹状の部分が、完全に、凹部３３２の凹状の部分に位置する
と凹部３３１の凹状の部分は、凹部３３２の凹状の部分に収まり、重なり合う状態となる
。
【０１０２】
　このように、矩形の凹部の場合、一方の凹状の部分が、完全に、他方の凹状の部分に位
置したときに、一方の凹部が他方の凹部に収まる。仮に、ユーザが凹部３３１をスライド
していた場合、急に、凹部３３２に凹部３３１が落ちるような感じを受ける。このような
矩形形状を端子１１２と端子１２２に適用した場合、端子１２２が端子１１２に急に落ち
るような状態となり、呼び込まれて重なり合うという状態ではない。
【０１０３】
　これに対して、図１５に示すように曲面を有する凹部の場合、端子１２２が端子１１２
に急に落ちるような状態を防ぎ、呼び込まれて重なり合うという状態を作り出すことがで
きる。図１５を参照して、曲面で構成された凹部３５１と凹部３５２が重なり合うときを
考える。
【０１０４】
　時刻Ｔ１において、凹部３５１は、凹部３５２上にあり、まだ曲面の部分には位置して
いない状態である。このような状態から、徐々に、凹部３５１を図中左側に、凹部３５２
上をスライドさせながら移動させる。
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【０１０５】
　時刻Ｔ２において、凹部３５１の半分は凹部３５２の曲面の部分に位置している。凹部
３５１が曲面で構成されているため、凹部３５１の一部は、凹部３５２に収まっている状
態である。さらに、凹部３５１が左側にスライドし、時刻Ｔ３において、凹部３５１の曲
面の部分が、完全に、凹部３５２の曲面の部分に位置すると凹部３５１分は、凹部３５２
に完全に収まり、重なり合う状態となる。
【０１０６】
　このように、曲面の場合、一方の曲面の部分が、徐々に、他方の曲面の部分に収まる。
仮に、ユーザが凹部３５１をスライドしていた場合、徐々に凹部３５２に凹部３５１が落
ちるような感じを受ける。このような曲面形状を端子１１２と端子１２２に適用した場合
、端子１２２が端子１１２に徐々に落ちるような状態となり、呼び込まれて重なり合うと
いう状態となる。
【０１０７】
　そこで、図１３に示したように、端子１１２の側面に曲面３０２を設け、端子１２２の
側面に曲面３１２を設ける。曲面３０２や曲面３１２を設けることで、図１５に示した曲
面で形成された凹部３５１や凹部３５２の場合と同じ効果を得ることができ、端子１２２
を端子１１２に徐々に落ちるような状態を実現し、呼び込まれて重なり合うという状態を
実現することが可能となる。
【０１０８】
　このように、端子１１２と端子１２２に、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で
重なり合うときの位置決めのための役割と、本体１０１と入出力部１０２を重ね合わせや
すくするための役割を持たせることが可能となる。
【０１０９】
　端子１１２と端子１２２が、係合するような構成を有しているようにしても良い。本体
１０１と入出力部１０２は、重ね合わされているとき、磁石による係止の他に、端子１１
２と端子１２２が係合することによる係止も加えることで、本体１０１と入出力部１０２
の係止状態をより確実なものとすることが可能となる。
【０１１０】
　また、端子１１２や端子１２２を設けることで、本体１０１と入出力部１０２の位置ず
れを防止することが可能となる。本体１０１と入出力部１０２が重ね合っているとき、磁
石２０３と磁石２２２の力により、本体１０１と入出力部１０２は、互いに固定された状
態となっている。
【０１１１】
　本体１０１と入出力部１０２が重ね合っている状態から、入出力部１０２を取り外すと
きに、入出力部１０２にかかる力は、水平方向と垂直方向とでは異なる。すなわち、垂直
方向の方が力が強く、水平方向の方が力が弱くなるように構成されている。これは、入出
力部１０２を本体１０１に対して水平方向にスライドさせてから、垂直方向に持ち上げる
ことで、入出力部１０２を本体１０１から取り外すことができるようにするためである。
【０１１２】
　しかしながら、水平方向にかかる力が弱くても、入出力部１０２が本体１０１からスラ
イドして取り外すことができるように構成すると、水平方向において、入出力部１０２が
本体１０１に対して位置ずれを起こす可能性がある。
【０１１３】
　入出力部１０２が本体１０１に対して位置ずれを起こさない構成とするために、磁石２
０３と磁石２２２の磁力を強めることで、水平方向に対する力を強めることが考えられる
が、磁石２０３と磁石２２２の磁力を強めると、本体１０１から入出力部１０２を取り外
す際、入出力部１０２を本体１０１に対してスライドしづらくなり、入出力部１０２を取
り外しづらくなり、使い勝手が損なわれる可能性がある。
【０１１４】
　しかしながら、端子１１２や端子１２２を設けることで、端子１１２と端子１２２によ
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り、水平方向にかかる力が受け止められ、本体１０１と入出力部１０２の位置ずれを防止
することが可能となる。また、端子１１２や端子１２２を設けることで、上記したように
、本体１０１と入出力部１０２を正しい位置で重ね合わせるための位置決めを行うことも
可能となる。
【０１１５】
　ところで、本体１０１と入出力部１０２が重なり合っているとき、図１６に示すように
、本体１０１の表示部１１１と入出力部１０２のキーボード１２１が情報処理装置１００
に内包されている状態となる。本体１０１と入出力部１０２が重なり合っているときに、
図１６に示すように、情報処理装置１００の上方から力が加えられたとする。
【０１１６】
　このようなとき、キーボード１２１が表示部１１１に接触する可能性がある。仮にキー
ボード１２１が表示部１１１に接触すると、表示部１１１に傷がつくなど、不具合が発生
する可能性がある。そのような不具合が発生しないように、図１６に示すように、表示部
１１１とキーボード１２１との間には空間があるように構成する。
【０１１７】
　図１６に示した例では、キーボード１２１が設けてある部分は、入出力部１０２におい
て窪んだ部分とされている。換言すれば、入出力部１０２の縁の部分よりも、キーボード
１２１が設けられている部分は、低くなるように構成されている。図１６では、説明のた
めに、大きな空間が図示してあるが、実際には、ユーザが気づかない（意識しない）程度
の窪みであっても良い。また、すり鉢状に形成することも可能である。また、表示部１１
１が設けてある部分が窪みとされても良い。
【０１１８】
　このように、表示部１１１とキーボード１２１との間に空間を設けることで、情報処理
装置１００に力が加えられても、表示部１１１にキーボード１２１が接触するようなこと
を防ぐことができる。また、仮に表示部１１１にキーボード１２１が接触したとしても、
その接触による衝撃を低減することが可能となる。
【０１１９】
　＜非接触充電について＞
上記した実施の形態においては、端子１１２と端子１２２を設け、接触充電を行う場合を
例に挙げて説明をしたが、以下に非接触充電の場合を例に挙げて説明をする。
【０１２０】
　非接触充電の場合、情報処理装置１００の外観の構成は、図１７に示したようになる。
すなわち、端子１１２と端子１２２は設けられず、その部分に、非接触充電を行うための
給電部４０１と受電部４１１が設けられる。
【０１２１】
　本体１０１には給電部４０１が設けられ、入出力部１０２には受電部４１１が設けられ
る。給電部４０１と受電部４１１は、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされたとき
に重なり合う位置に設けられている。給電部４０１と受電部４１１は、それぞれ本体１０
１と入出力部１０２に内蔵されているため、ユーザから視認できないように構成されてい
る。
【０１２２】
　非接触充電の場合も、上記した実施の形態と同じく、磁石による反発力や引き合う力に
より、ユーザが、正しい方向で、本体１０１と入出力部１０２を重ね合わせることができ
るように構成されている。よって、本体１０１と入出力部１０２を重ね合わせられたとき
には、給電部４０１と受電部４１１も重なった状態となっている。
【０１２３】
　図１８は、給電部４０１と受電部４１１の構成を示す図である。給電部４０１は、コイ
ル４３１、電源４３２、コンデンサ４３３、および充電制御部４３４を備えている。コン
デンサ４３３は共振用のコンデンサであり、電源４３２からの電力をコイル４３１に供給
するものである。
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【０１２４】
　充電制御部４３４は、充電を制御するものである。この充電制御部４３４は、例えば、
本体１０１と入出力部１０２が重なったことを検知し、入出力部１０２側のバッテリー１
８３の容量が所定の容量以下であることを検知したとき、充電（給電）を開始する。
【０１２５】
　入出力部１０２の受電部４１１は、コイル４４１、コンデンサ４４２、ダイオード４４
３、コンデンサ４４４、およびバッテリー１８３を備えている。コンデンサ４４２は、共
振用のコンデンサである。ダイオード４４３は、コイル４４１に発生した誘起電圧を整流
するダイオードである。また、コンデンサ４４４は、コイル４４１に発生した誘起電圧を
平滑するコンデンサである。バッテリー１８３は、これらの回路を介して充電される充電
池であり、例えば、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などが用いられる。
【０１２６】
　このような構成を有する給電部４０１と受電部４１１が重なり合うことで充電が行われ
ること以外は、上述した接触充電のときと同様な構成に、情報処理装置１００を構成する
ことはできる。例えば、磁石の配置などは、上記した場合と同様の配置とすることができ
、上記した場合と同じく、本体１０１と入出力部１０２が正しい方向で重なり合うときに
は、磁力の引き合う力が働き、正しい方向での重なり合いに導くことができる構成である
。よって、その説明は省略する。
【０１２７】
　ところで、非接触で充電が行われる場合、図１７に示したように、本体１０１や入出力
部１０２には、端子１１２や端子１２２（図１）がない構成とされている。上記したよう
に、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされている状態のとき、本体１０１に対して
入出力部１０２がずれる可能性がある。端子１１２や端子１２２がある場合、これらの端
子により位置ずれが起きないようにすることができ、正しい位置で重ね合わせられるよう
にするための位置決めの機能も有ることについては、既に説明した。
【０１２８】
　しかしながら、非接触で充電が行われる構成とした場合、端子１１２や端子１２２の代
わりとなる位置ずれを防止したり、位置決めを行うための機能を設けた方が良い。そこで
、図１９に示すような構成とすることで、位置ずれを防止し、位置決めを行えるようにす
る。
【０１２９】
　図１９Ａは、図１７に示した本体１０１と同じく、非接触で充電を行う構成とされてい
る本体１０１の外観の構成を示す図である。本体１０１の表示部１１１の外周部分に段差
を設ける。ここでは段差５０１とし、図１９Ａでは、太線で表した部分である。この段差
５０１は、ステップ形状に設けられており、図１９Ｂに示すように、表示部１１１の表示
面に対して突出するように構成されている。
【０１３０】
　図１９Ｂは、本体１０１と入出力部１０２が重ね合わされた状態の断面を示す図である
。段差５０１は、表示部１１１の外周部分に、表示面を基準としたとき、その基準の位置
より高い位置に最も高い位置が来るように設けられている。また、入出力部１０２が本体
１０１と重なったときに、入出力部１０２の外側に来る部分に設けられている。
【０１３１】
　このような段差５０１を設けることで、図１９Ｂに示すように、本体１０１と入出力部
１０２が重なった状態のときに、仮に、水平方向（図中矢印方向）に力が加えられたとし
ても、段差５０１により、その力が受け止められ、入出力部１０２が本体１０１に対して
位置ずれしてしまうようなことを防ぐことが可能となる。また、段差５０１があることで
、本体１０１と入出力部１０２が正しい位置で重ね合わされるようにするための位置決め
を行うことも可能となる。
【０１３２】
　図１９では、段差５０１を比較的大きく示したが、入出力部１０２を本体１０１からス
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ライドさせて取り外すとき、そのスライドを妨げない大きさで構成されている。すなわち
、入出力部１０２が本体１０１に対してスライドするために、所定の力以上の力が段差５
０１にかかったときには、段差５０１により、そのスライド動作が妨げられることがない
大きさや形状で、段差５０１は構成されている。よって、段差５０１が設けられても、入
出力部１０２を本体１０１から取り外す際の妨げになることなく、使い勝手が低下してし
まうようなことを防ぐことが可能となる。
【０１３３】
　また所定の力以下のときには、位置ずれが起きないように、段差５０１により、その力
が受け止められる大きさや形状で、段差５０１は構成される。このため、位置ずれが起き
るようなことも防ぐことが可能となる。
【０１３４】
　図１９Ａに示した本体１０１は、表示部１１１の外周部を一周するような形状で、段差
５０１が設けられる例を示したが、段差５０１の形状は、このような形状に限定を示すも
のでない。例えば、一周するような形状であるが、途切れるところがないように設けられ
ているのではなく断続的に設けられるように構成することも可能である。
【０１３５】
　また、接触充電する構成とし、図１などに示したように、端子１１２や端子１２２が設
けられた構成とされ、さらに段差５０１を備える構成とすることも可能である。
【０１３６】
　＜裏面への装着について＞
上記した実施の形態においては、本体１０１の表示部１１１側に入出力部１０２を装着す
る場合を説明したが、本体１０１の裏面側に入出力部１０２を装着することができる。図
２０は、本体１０１の裏面側に入出力部１０２が装着されたときの情報処理装置１００の
外観の構成を示す図である。
【０１３７】
　本体１０１の表示部１１１は、ユーザが視認できるように表にある。そして、本体１０
１の裏面側（図中、下側）に、入出力部１０２が装着されている。入出力部１０２のキー
ボード１２１の面が、本体１０１の裏面と向かい合うように、入出力部１０２は、本体１
０１に装着される。
【０１３８】
　図２０に示したように、本体１０１の裏面側に入出力部１０２が装着されることで、情
報処理装置１００をタブレット型のパーソナルコンピュータとして使用することができる
。また、ユーザが、キーボード１２１を必要としたとき、本体１０１の裏面側に入出力部
１０２が装着されているため、そのような要望にも即座に対応することが可能となる。
【０１３９】
　このように、本体１０１の表面だけでなく、裏面側にも入出力部１０２を装着できるよ
うにした場合、本体１０１の裏面側にも磁石を設ける必要がある。図２１に磁石の配置の
一例を示す。図２１には、本体１０１の裏面側の磁石の配置例と、入出力部１０２のキー
ボード１２１（表面）側の磁石の配置例を示した。
【０１４０】
　入出力部１０２の表面側の磁石の配置は、図７に示した入出力部１０２の表面側の磁石
の配置と同じである。本体１０１の表面の磁石の配置は、図２１には図示していないが、
図７に示した本体１０１の表面の磁石の配置と同じである。すなわちここで示した例は、
図７に示した本体１０１の表面の磁石を、裏面側の磁石としても用いる例である。例えば
、磁石２０１は、表面ではＮ極として用いられ、裏面側ではＳ極として用いられる。
【０１４１】
　図２１を参照するに、本体１０１の裏面側においては、左上にＳ極の磁石２０２が位置
し、右上にＳ極の磁石２０１が位置し、右下にＮ極の磁石２０４が位置し、左下にＮ極の
磁石２０３が位置する。本体１０１の裏面側に入出力部１０２が装着される場合、本体１
０１のＳ極の磁石２０１と入出力部１０２のＮ極の磁石２２１が重なり、本体１０１のＳ



(19) JP 2014-235703 A 2014.12.15

10

20

30

40

50

極の磁石２０２と入出力部１０２のＮ極の磁石２２２が重なるように、本体１０１の裏面
側に入出力部１０２が装着される。
【０１４２】
　同様に本体１０１の裏面側に入出力部１０２が装着される場合、本体１０１のＮ極の磁
石２０３と入出力部１０２のＳ極の磁石２２３が重なり、本体１０１のＮ極の磁石２０４
と入出力部１０２のＮ極の磁石２２４が重なるように、本体１０１の裏面側に入出力部１
０２が装着される。
【０１４３】
　このように、本体１０１と入出力部１０２に、それぞれ磁石を配置することで、本体１
０１の裏面側にも、入出力部１０２を装着することが可能となる。そして、本体１０１だ
けでもタブレット型のパーソナルコンピュータとして使用することができるが、本体１０
１の裏面側に入出力部１０２を装着しても、タブレット型のパーソナルコンピュータとし
て使用することができるようになる。
【０１４４】
　このように本体１０１の裏面側に入出力部１０２を装着することができるように構成し
た場合であり、入出力部１０２が端子１２２を備える構成の場合、本体１０１の裏面に、
端子１２２が収まる部分が設けられる。また、本体１０１の裏面に、端子１２２が収まる
部分を設けた場合、その部分を端子１１２と同様の構成とすることで、本体１０１の裏面
側に入出力部１０２が装着されたときにも、入出力部１０２のバッテリー１８３が充電さ
れるように構成することも可能である。
【０１４５】
　情報処理装置１００を非接触で充電が行われる構成とした場合、本体１０１の裏面側に
も、給電部４０１を設けることで、本体１０１の裏面側に入出力部１０２が装着されたと
きにも、入出力部１０２のバッテリー１８３が充電されるように構成することも可能であ
る。
【０１４６】
　上記した実施の形態においては、本体１０１の表面に入出力部１０２を装着するときに
用いられる本体１０１の磁石と、本体１０１の裏面に入出力部１０２を装着するときに用
いられる本体１０１の磁石は、共用される場合を例にあげて説明したが、共用されない構
成とすることも可能である。すなわち、本体１０１の表面に入出力部１０２を装着すると
きに用いられる本体１０１の磁石と、本体１０１の裏面に入出力部１０２を装着するとき
に用いられる本体１０１の磁石を、それぞれ表面と裏面に設けるようにしても良い。
【０１４７】
　＜電磁石を用いた情報処理装置の重ね合わせについて＞
上記した実施の形態においては、磁石として永久磁石を用いた場合を説明したが、磁石と
して電磁石を用いても良い。例えば、本体１０１に備えられている磁石を電磁石とし、入
出力部１０２に備えられている磁石を永久磁石とすることができる。
【０１４８】
　電磁石を用いた場合、流す電流の大きさにより磁力の強弱を制御することができる。よ
って例えば、本体１０１と入出力部１０２が重なり合っているときには、電磁石に電流を
流し、本体１０１と入出力部１０２が重なり合っている状態が維持されるようにし、本体
１０１と入出力部１０２が重なり合っていないときには、電流を遮断し、電力消費を削減
するように構成することができる。
【０１４９】
　また、本体１０１と入出力部１０２が重ねられようとしているときには、各電磁石に比
較的大きな電流を流し、磁力を強くし、本体１０１に対して、入出力部１０２が正しい方
向で重ね合わされるように導くようにする。そして、重ね合わされた後には、電流を小さ
くし、重なり合っている状態が維持できるようにする。
【０１５０】
　本体１０１に対して入出力部１０２が装着されようとしている状態であるのかは、所定
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のセンサにより検出するようにしても良い。例えば、入出力部１０２に設けられている磁
力を検知するセンサを用いる。装着されようとしているときには、本体１０１に対して入
出力部１０２が近づく状態であるので、入出力部１０２の磁石からの磁力が強くなる。そ
のような磁力の変化を検知し、本体１０１に対して入出力部１０２が装着されようとして
いる状態であるのか否かが検知されるように構成することも可能である。
【０１５１】
　また明暗センサなどを用い、入出力部１０２が近づくことによる照度の変化を検知し、
本体１０１に対して入出力部１０２が装着されようとしている状態であるか否かが検知さ
れるように構成することも可能である。
【０１５２】
　また電磁石を用いた場合、電流を流す方向を変えることで、磁石の極を変えることがで
きる。例えば、本体１０１と入出力部１０２が重なり合っている状態から、本体１０１か
ら入出力部１０２が離されるとき、電流の流れの向きを反対にし、本体１０１と入出力部
１０２の磁石同士が反発するようにする。このようにすることで、ユーザが、本体１０１
から入出力部１０２を離しやすくなり、ユーザが行いたい処理のアシストをすることが可
能となる。
【０１５３】
　例えば、本体１０１から入出力部１０２を離すときに操作されるボタンを設け、ボタン
が操作されたとき、電流を流す方向を変えられるようにしても良い。
【０１５４】
　また、ボタンが操作されたとき、電流を流す方向を変えるのではなく、電磁石に対する
電力の供給が遮断されるようにしても良い。電磁石に対する電力の供給が遮断されること
で、本体１０１と入出力部１０２が引き合う力がなくなり、本体１０１から入出力部１０
２を離すことが容易な状態となる。よって、ボタンが操作されたとき、電磁石に対する電
力の供給が遮断されるようにしても、ユーザをアシストすることができるようになる。
【０１５５】
　また加速度センサやＧＰＳ（Global Positioning System）などを備え、情報処理装置
１００が携帯され、移動されている状態であるか、卓上などに置かれている状態であるの
かを検出できるように構成することも可能である。例えば、加速度センサやＧＰＳにより
、情報処理装置１００が移動していると検出されたときには、本体１０１と入出力部１０
２との係止状態が維持されるように、電磁石に電流を流す。
【０１５６】
　一方で、加速度センサやＧＰＳにより、情報処理装置１００が移動していないと検出さ
れたときには、本体１０１と入出力部１０２との係止状態であっても、その係止状態が外
力により解除されづらい状態であるため、電磁石に流されている電流を小さくする。
【０１５７】
　本実施の形態において、電磁石を用いることで上記したようなことができるように構成
することも可能である。
【０１５８】
　このように本技術によれば、本体１０１と入出力部１０２という別々の機器を離した状
態で用いることもできるし、重ね合わせて携帯したり、タブレットとして用いたりするこ
とができるようにすることができる。例えば、ディスプレイとキーボードといった異なる
機器を、連携して用いたいときには連携して用いることができ、連携して用いないときに
は、ディスプレイにキーボードを装着し、タブレットとして使用することができる。
【０１５９】
　またここでは、本体１０１に入出力部１０２が重ねられた状態のとき、本体１０１から
給電し、入出力部１０２のバッテリー１８３が充電されるとして説明した。すなわち、充
電する側（給電する側）の機器と充電される側（受電する側）の機器があり、充電する側
の機器と充電される側の機器が、重ね合わされている状態のときに、充電が行われるとし
て説明した。このように、充電する側の機器と充電される側の機器との組み合わせにも、
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本技術を適用することはできる。
【０１６０】
　本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すもので
ある。
【０１６１】
　なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１６２】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１６３】
（１）
　表示部を備える第１の機器と、
　情報の入力または出力のうちの少なくとも一方を行う第２の機器であり、前記第１の機
器と通信により前記情報の授受を行う第２の機器と、
　前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、
　前記第２の機器は、複数の第２の磁石を備え、
　前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされ
たときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第２の機器のそれぞれに配置され、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき、前記第１の磁石と前記第２の
磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機器は互いに係止する状態となり
、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われている
か否かを検出する誤方向検出部を備える
　情報処理装置。
（２）
　前記誤方向検出部は、前記表示部が備えられている面側の前記複数の第１の磁石の極の
うち、少なくとも１つの第１の磁石の極は、他の第１の磁石と異なる極とすることで構成
されている
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電端子をさらに備え、
　前記第２の機器は、前記第１の機器からの給電を受ける受電端子をさらに備え、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電端子と前記受
電端子が接続状態になる位置に、前記給電端子と前記受電端子は、それぞれ前記第１の機
器と前記第２の機器に配置され、
　前記給電端子と前記受電端子が接続しているとき、前記第２の機器の電池が充電される
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記給電端子と前記受電端子のうちの一方は、一部に曲面を有する凸状の形状であり、
他方は一部に曲面を有する凹状の形状である
　前記（３）に記載の情報処理装置。
（５）
　前記誤方向検出部は、前記給電端子と前記受電端子で構成される
　前記（４）に記載の情報処理装置。
（６）
　前記第１の機器は、前記第２の機器に給電する給電部をさらに備え、
　前記第２の機器は、前記第１の機器からの給電を受ける受電部をさらに備え、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記給電部と前記受電
部も重なり合う状態になる位置に、前記給電部と前記受電部は、それぞれ前記第１の機器
と前記第２の機器に配置され、
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　前記給電部と前記受電部が重なり合っているとき、前記第２の機器の電池が充電される
　前記（１）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記第２の機器は、キーボード、タッチパッド、ペンタブレット、スピーカーのいずれ
かを少なくとも含む機器である
　前記（１）乃至（６）のいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　前記第１の機器の前記表示部が設けられている面または前記第１の機器の裏面に、前記
第２の機器が重ね合わされ、その重ね合わされた状態が前記第１の磁石と前記第２の磁石
の引き合う力により維持される
　前記（１）乃至（７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）
　前記第１の機器の裏面に、前記第２の機器が重ね合わされているとき、タブレット型の
パーソナルコンピュータとして機能する
　前記（１）乃至（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされた状態のとき、前記第１の機器の前記
表示部と、前記第２の機器が接触しないように、前記第２の機器の前記表示部に対応する
部分は、前記第２の機器の縁の部分よりも窪んだ形状で構成されている
　前記（１）乃至（９）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１１）
　前記第１の機器の裏面には、前記第１の機器を支持する支持部が設けられ、
　前記支持部は、前記第１の機器に対して開閉自在に設けられている
　前記（１）乃至（１０）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１２）
　前記第１の機器の前記表示部の外周部分には、段差が設けられている
　前記（１）乃至（１１）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１３）
　給電する第１の機器と、
　前記第１の機器からの給電を受電する第２の機器と、
　前記第１の機器は、複数の第１の磁石を備え、
　前記第２の機器は、複数の第２の磁石を備え、
　前記第１の磁石と前記第２の磁石は、前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされ
たときに重なる位置に、前記第１の機器と前記第２の機器のそれぞれに配置され、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされたとき、前記第１の磁石と前記第２の
磁石の引き合う力により、前記第１の機器と前記第２の機器は互いに係止する状態となり
、
　前記第１の機器と前記第２の機器が重ね合わされる状態が、正しい方向で行われている
か否かを検出する誤方向検出部を備える
　情報処理装置。
【符号の説明】
【０１６４】
　１００　情報処理装置，　１０１　本体，　１０２　入出力部，　１１１　表示部，　
１２１　キーボード，　１３１　支持部，　１３２　収納部，　１４１　ボタン，　１４
２　突起，　１４３　受け部，　２０１乃至２０４　磁石，　２２１乃至２２４　磁石
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