
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報入力装置を有する第１セクションと第１固定要素を備えたケースを有する第２セク
ションとを含むハウジングと、
　 背面に 第２固定要素を含んでおり
、前記第１固定要素及び 第２固定要素 前記ケースと結合され

ディスプレーパネルと、
　前記第１セクション及び第２セクションを相互に結合するヒンジと、
　第３固定要素を含んでおり、前記ヒンジに連結され

ディスプレーパネ
ル支持部材とを備えてなり、
　前記ディスプレーパネル

固定されていることを特徴とする携帯用コンピュ
ータ。
【請求項２】
　前記ディスプレーパネル支持部材は、前記第１固定要素及び第３固定要素を通して前記

に固定されていることを特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項３】
　前記ディスプレーパネル支持部材は、第１方向に延設される第１支持要素と、第２方向
に延設される第２支持要素とを含んでいることを特徴とする請求項１に記載の携帯用コン
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その表面に現れないよう 形成された少なくとも２つの
少なくとも一方の とによって

た

前記第３固定要素が前記ディスプレ
イパネルの外形内に位置するよう前記ディスプレイの背面に配置された

は、前記第３固定要素及び少なくとも他方の前記第２固定要素
によって、前記ディスプレイ支持部材に

ケース



ピュータ。
【請求項４】
　前記第１支持要素と第２支持要素のうち少なくとも一つは固定ホールを含んでいること
を特徴とする請求項３に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項５】
　前記ディスプレー支持部材は、Ｆ字形状であることを特徴とする請求項３に記載の携帯
用コンピュータ。
【請求項６】
　前記第１支持要素は、前記第２支持要素に対して実質的に垂直方向に延びていることを
特徴とする請求項３に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項７】
　前記ディスプレーパネル支持部材は、前記第２セクションのケースの上方に向かって延
設されるアームを含んでいることを特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項８】
　前記アームは、前記第２セクションのケース外周枠の近くまで延設されていることを特
徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項９】
　前記アームは、前記第２セクションのケース外周枠の近くまで延設され、更に該ケース
外周枠に沿って延設されていることを特徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項１０】
　前記アームは、所定の位置に固定ホールを含んでおり、前記ディスプレーパネルは、前
記アームの前記固定ホールを通してアームに固定されていることを特徴とする請求項７に
記載の携帯用コンピュータ。
【請求項１１】
　前記アームは、Ｌ字形状であることを特徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ
。
【請求項１２】
　前記アームは、Ｃ字形状であることを特徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ
。
【請求項１３】
　前記アームは、Ｅ字形状であることを特徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ
。
【請求項１４】
　前記アームは、Ｈ字形状であることを特徴とする請求項７に記載の携帯用コンピュータ
。
【請求項１５】
　前記ヒンジのマウント部は、前記ハウジングの前記第１セクションに設けてあることを
特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項１６】
　前記ヒンジのマウント部は、前記ハウジングの前記第２セクションに設けてあることを
特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項１７】
　前記第１固定要素には、固定ホールが形成され ことを特徴とする請求項１に記載
の携帯用コンピュータ。
【請求項１８】
　前記第２固定要素には、固定ホールが形成され ことを特徴とする請求項１に記載
の携帯用コンピュータ。
【請求項１９】
　前記第１固定要素 第２固定要素 前記ディスプレーパネルを前記

に固定するスクリューをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピ
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ている

ている

側から へと挿入されて ケ
ース



ュータ。
【請求項２０】
　前記第１固定要素と前記第２固定要素は、それぞれ第１固定ホールと第２固定ホールを
含んでおり、前記ディスプレーパネルは、前記第１固定要素 第２固定要素

前記ケースに固定されることを特徴とする請求項１に記載の携
帯用コンピュータ。
【請求項２１】
　前記ディスプレーパネル支持部材は、前記ヒンジと一体的に形成されていることを特徴
とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２２】
　前記第１固定要素は、前記第２セクションのケースの角に位置した少なくとも 1個の固
定ホールを含んでいることを特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２３】
　前記第１固定要素は、前記第２セクションのケースの二つの角に位置した少なくとも２
個の固定ホールを含んでいることを特徴とする請求項２２に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２４】
　前記第１固定要素は、前記第２セクションのケースの四つの角に位置した４個の固定ホ
ールを含んでいることを特徴とする請求項２２に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２５】
　前記第２固定要素は、前記第１固定要素の前記固定ホールに対応する前記ディスプレー
パネルのコーナーに位置した少なくとも１個の固定ホールを含んでいることを特徴とする
請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２６】
　前記第２固定要素は、前記ディスプレーパネルの二つの角に少なくとも２個の固定ホー
ルを含んでいることを特徴とする請求項２５に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２７】
　前記第２固定要素は、前記ディスプレーパネルの四つの角に位置した４個の固定ホール
を含んでいることを特徴とする請求項２７に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２８】
　前記第１固定要素と前記第２固定要素は、スクリューホールを含んでおり、スクリュー
が前記ケースの後側から挿入され、ディスプレーパネルの背面に前記ケースを固定するこ
とを特徴とする請求項１に記載の携帯用コンピュータ。
【請求項２９】
　前記ケースの前記スクリューホールは、前記ディスプレーパネルの表示領域に対応する
該ディスプレーパネルの背面に位置するように設けてあることを特徴とする請求項２８に
記載の携帯用コンピュータ。
【請求項３０】
　情報入力装置を備えた第１セクションと 第１固定要素を備えた
ケースを有する第２セクションとを含むハウジングと、
　 背面に 第２固定要素を含んでおり
、前記第１固定要素と 第２固定要素 前記ケースと結合される
ディスプレーパネルと、
　前記第１セクションと第２セクションを相互に結合するヒンジと、
　前記第２セクションのケースの上方に向かって延設され アーム
とを含んでおり、 前記ディ
スプレーパネル ディスプレーパネル支持部材とを備えてなり、
　前記第３固定要素 固定ホールを有しており、
　前記ディスプレーパネルは、その背面に配置された前記アームの 固定ホール

前記アームに固定され、
　前記第１固定要素 第１固定ホール
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側から へと挿入
されるスクリューにより、

第１固定ホールを有する

その表面に現れないよう 形成された少なくとも２つの
少なくとも一方の とによって

て第３固定要素を有する
前記第３固定要素が前記ディスプレイの外形内に位置するよう

の背面に配置された
は第３

第３ にから
前記第２固定ホールへ挿入されたスクリューによって

各々は を有しており、



　さらに前記ディスプレーパネルは、前記第１固定
前記ケースに固定され、

　前記ディスプレーパネル支持部材は、前記ヒンジに結合されていることを特徴とする携
帯用コンピュータ。
【請求項３１】
　前記第２固定要素は、前記ディスプレーパネルの背面から後方に突出している突出部を
含むことを特徴とする請求項３０に記載の携帯用コン」ピュータ。
【請求項３２】
　前記突出部は、固定ホール ことを特徴とする請求項 に記載の携帯用コ
ンピュータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、平板表示装置を備えた携帯用コンピュータに関するものであり、より詳しくは
、平板表示装置の装着構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
平板表示装置は、広く用いられている液晶表示装置（ＬＣＤ）のみならず現在研究されて
おり近い将来に用いられるプラズマディスプレーパネル（ＰＤＰ）、そしてフィールドエ
ミッションディスプレー（ＦＥＤ）などがある。
本発明は、かかる平板表示装置を備えた情報処理機器の代表例である携帯用コンピュータ
に係るもので、以下に平板表示装置の例として液晶表示装置が装着された携帯用コンピュ
ータについて説明する。
【０００３】
図１を参照して説明すると、ラップトップまたは、ノートブックコンピュータは、通常、
本体１００、前記本体１００にヒンジメカニズム１２４により結合された平板表示装置ア
センブリ１１０を含んでいる。平板表示装置アセンブリ１１０は、平板表示装置１１１と
前記平板表示装置１１１を支えるケース１２２を備えている。本体１００は、例えば、キ
ーボードのような入力装置１０２を有している。平板表示装置１１１としては、液晶表示
装置が携帯用コンピュータと平板スクリーンモニターに広く用いられている。
【０００４】
通常の携帯用コンピュータに適用される液晶表示装置の通常の結合構造を示した図２を参
照すると、ケース１２２は、ＬＣＤ表示装置モジュール１３０を装着するためにリアケー
ス１２３とフロントケースすなわち、フロントフレーム１２１を備えている。リアケース
または、リアフレーム１２３は外面と内面、そして、その角に連結リブ１２３ａを備えて
いる。
【０００５】
ＬＣＤ装置１３０は、ＬＣＤパネル１３２、前記ＬＣＤパネル１３２の後方に固定された
背光装置１３４、そして前記ＬＣＤパネル１３２と背光装置１３４を枠に沿って結合する
支持フレーム１３６を有している。
【０００６】
支持フレーム１３６の角には、リアケース１２３のリブ１２３ａの位置に対応するホール
が形成された複数個の突出部１３６ａがある。
【０００７】
ＬＣＤ装置１３０をケース１２２に装着するために、ＬＣＤ装置１３０は、リアケース１
２３に置かれた状態で支持フレーム１３６のホールとリブ１２３ａがスクリュー１３８に
より結合され、フロントケース１２１は、リアケース１２３に結合される。
【０００８】
ここでフロントから、リア方向にＬＣＤ装置をケースに装着する方法を、フロントマウン
ティング方式と定義し、この方法でアセンブルされた構造をフロントマウンティング構造

10

20

30

40

50

(4) JP 3749516 B2 2006.3.1

ホールから第２固定ホールへ挿入され
たスクリューによって

を有している ３１



と定義する。
【０００９】
ＬＣＤ装置のフロントマウンティング構造で突出部１３６は、突出した幅ｄに該当する追
加的な空間を必要とするため、ケース１２２の大きさが固定されると仮定すると、表示面
積が縮まる。
【００１０】
フロントマウンティング構造は、また図３及び図４に示されるように、液晶パネルを追加
的に支えている。
【００１１】
図３と図４を参照すると、通常のＬＣＤ装置アセンブリ１１０は、ＬＣＤパネル１１２と
、ＬＣＤパネルのための背光装置（図示せず）、ＬＣＤ装置１１１を支えるケース１２２
を備えている。ＬＣＤパネル１１２と背光装置は、枠に沿って支持フレーム１１４により
結合される。
【００１２】
リアケース１２３は、ヒンジメカニズム１２４により本体１２０に結合され、このヒンジ
メカニズム１２４は、本体１２０から延設できる。ケース１２２とヒンジメカニズム１２
４は、ヒンジアーム１２６を通して結合され、表示装置アセンブリ１１０が本体を中心に
ピボットされるようにする。
【００１３】
支持フレーム１１４の両側面には、ＬＣＤ装置１１１をケース１２２にアセンブルするた
めのフランジ１１４ａが形成されており、コーナーには、ＬＣＤ装置１１１をヒンジアー
ム１２６にアセンブルするためのフランジ１１４ｂが形成されている。以下、前者を固定
フランジとして後者を装着フランジと定義する。図４に示したように、固定フランジ１１
４ａの突出した幅はｄ２で、装着フランジ１１４ｂの突出幅はｄ１である。スクリューホ
ールは、各フランジ１１４ａ、１１４ｂに形成されている。ケース１２２の内側面には、
固定フランジ１１４ａのホールに対応するリブ１２２ａが形成されている。
【００１４】
ＬＣＤ装置１１１を装着するためにヒンジアーム１２６と装着フランジ１１４ｂは、相互
がスクリューで結合され、固定フランジ１１４ａとリブ１２２ａは、ボルト１２８で結合
される。
【００１５】
図４に示した装着構造では、支持フレーム１１４は、フランジ１１４ａ、１１４ｂのため
の側部空間が必要になる。したがって、側部空間（Ｄ＝ｄ１＋ｄ２）は、ケース１２２に
対してＬＣＤパネル１１２の表示領域の縮少をもたらすようになる。
【００１６】
さらに、ディスプレーサイズが増えるほどケースも大きくしなければならず、これはラッ
プトップコンピュータのような携帯用コンピュータには望ましくない。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
前記問題点を解決し、最小限のケースサイズで大表示領域を提供するために、ＬＣＤ装置
のための新しい装着構造が必要になる。
【００１８】
したがって、本発明の目的は、ＬＣＤ装置の非表示領域を最小化することを目的とする。
【００１９】
本発明の他の目的は、最小限のケースサイズで最大限の表示領域を形成することができる
平板表示装置を有するコンピュータを提供することである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため本発明は、情報入力手段を有する本体と、前記本体に結合され、
内面と外面を有するケースと、表示面と、前記ケースの内面に固定される背面を有する平
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板表示装置を持つ携帯用コンピュータを提供する。
【００２１】
本発明の他の側面によると、携帯用コンピュータは、情報入力装置を有する本体、前記本
体に結合されるケース、表示面と背面を有する平板表示装置、ヒンジマウントと前記表示
装置の背面に固定されたヒンジアームを有するヒンジメカニズムを含んでいる。
【００２２】
本発明のまた他の側面によると、外部ケースに結合されるＬＣＤ装置は、表示面と背面を
有するＬＣＤパネルと、前記ＬＣＤパネルのリアサーフェスに対面する第１面と前記外部
ケースに固定される第２サーフェスを有する背光装置と、前記ＬＣＤパネルと前記背光装
置を結合する支持フレームとを含んでいる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、添付された図面を参照して本発明による望ましい実施例を説明する。
【００２４】
本発明は、携帯用コンピュータに使用される平板表示装置用バックマウンティング方法及
び構造を提供する。さらに平板パネル装置の背面は、パネル装置をさらに支えるためのヒ
ンジアームに結合される場合もある。
【００２５】
図５乃至図７は、本発明による第１実施例を示している。図５及び図６を参照すると、Ｌ
ＣＤ装置１０は、ＬＣＤパネル１２、背光ユニット１４、支持フレーム１６を有している
。図７は、図５、図６に示した液晶表示装置１０の詳細な構造の一例を示している。図７
を参照すると、ＬＣＤ装置１０は、望ましくは、プラスチック材質である第１フレーム１
４ｇ、前記第１フレーム１４ｇ上部に反射板１４ｆ、背光フィルム１４ｅ、拡散ないし保
護フィルム１４ｄ、第１プリズムシート１４ｃ、第２プリズムシート１４ｂ、また他の拡
散ないし保護フィルム１４ａ、そしてＬＣＤパネル１２を有している。第１フレーム１４
ｇの各角には、望ましくはスクリューホール１５が形成されている。なお、図７は、第１
フレーム１４ｇを背光ユニット１４の一部として示しているが、支持フレーム１６の機能
も有する。
【００２６】
ＬＣＤ装置１０をケース（図１）に装着するため、ＬＣＤ装置１０は、ケース１２２の内
面に置かれる。その次に、ケース１２２とＬＣＤ装置１０は、相互ボルト１２８を用いて
ケースの後からスクリューホール１５を通して固定される。
【００２７】
前述のように、図５乃至図７は、図４の固定フランジ１１４ａと同じ幅ｄ２を有する側部
空間が要らない利点があり、ケースと表示領域間のサイズ比が改善される。
【００２８】
図８は、本発明の第１実施例によりＬＣＤ装置１０をコンピュータのケース２１に装着す
ることを示している。コンピュータは、情報入力装置を有する本体２０を備えている。ケ
ース２１は、本体２０をカバーすることもでき、ヒンジメカニズムを通して本体と結合さ
れる。望ましくはケース２１の各角には貫通ホール２１ａが形成されている。
【００２９】
ＬＣＤ装置１０をケース２１に装着するため、ＬＣＤ装置１０は、ホール２０ａとホール
１５が相互に一致するようにケース２１に置かれ、スクリュー１８は、前記ホール２１ａ
、１５を通してケース２１の後側から締結される。貫通ホール２１ａは、望ましくはスク
リュー１８のヘッドがケース２１の外面から突出しないように段づけられている。
【００３０】
なお、図８に示していないが、図２に示されるフロントケースは、ＬＣＤ装置１０の枠を
カバーするためケース２１と結合される。
【００３１】
図９は、本発明の第２実施例によるＬＣＤ装置のバックマウンティング構造を示している
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。図１０は、この実施例によりＬＣＤ装置１０とケース２１がアセンブルされた状態を示
している詳細部分断面図である。
【００３２】
ＬＣＤ装置１０の背光装置１４の背面には、プラスチックフックのようなファスナー１７
が形成されている。ケース２１は、対応するリブ２３を備えている。望ましくは、リブ２
３はＬＣＤ装置１０の支持フレーム１６の幅以上突出しないようにする。リブ２３は、段
づけられたホール２１ｂを備えている。ファスナー１７は、ホール２１ｂの段づけ部分に
より支えられて掛かることになる。ファスナー１７をホール２１ｂから分解したり解除し
たりするのを便利にするため、ホールは、望ましくケース２１の外面まで延設された貫通
ホールである。ホール２１ｂは、望ましくカバー２１ｃにより包まれることもある。
【００３３】
ファスナー１７は、圧縮自在なヘッドを有しており、該ファスナー１７がホール２１ｂに
滑らかに入ることができるようにする。ヘッドが段づけ部分に到達すると、ヘッドは再び
元来の大きさを回復し、リブ２３の段づけ部分に掛かることになる。ＬＣＤ装置１０をケ
ース２１から分離したり解除したりするために一対のピンセットのような器具でファスナ
ー１７のヘッドを、ホール２１ｂを通してケース２１の後側で圧縮できる。これにより、
ファスナー１７は掛かりが解除され、ホール２１ｂを通して自由に滑って出てくる。他の
例として、ファスナー１７は、ケース２１に形成され、段づけホールは、ＬＣＤ装置１０
の背面に形成されても似た結果を得られる。
【００３４】
図１１は、本発明の第３実施例によるＬＣＤ装置の装着構造を示している斜視図である。
ＬＣＤ装置には、一つ以上のヒンジメカニズムがあり得るが、説明の便宜上一つのヒンジ
メカニズムのみ説明する。
【００３５】
図１１を参照すると、本体２０はヒンジアーム２４が連結されるヒンジマウント２２を備
えている。ヒンジアーム２４は、ピン部２４ａと平坦部または、延設部２４ｂを有してい
る。前者はヒンジマウント２２に装着するためであり、後者はＬＣＤ装置１０の背面に結
合するためである。このような多様なヒンジ要素は、分離して結合したり一体で形成した
りすることができる。
【００３６】
平坦部２４ｂは、多様な方法により多様な方向に延設できる。図１１は、平坦部２４ｂの
形状が逆Ｆ字形状である例を示している。望ましくは、平坦部２４ｂの各端には、貫通ホ
ール２４ｃのようなホールが形成されている。望ましくは、前記貫通ホール２４ｃはスク
リューホールである。ケース３０には、貫通ホール３０ａのようなホールが形成されてい
る。さらに、ホール３０ａを平坦部２４ｂの貫通ホール２４ｃの対応する位置に形成する
ことができ、平坦部の形状は、逆Ｌ字形状の場合もある。
【００３７】
ＬＣＤ装置１０を装着するため、本体２０とケース３０は、ピン部２４ａによりヒンジマ
ウント２２で連結される。ケース３０、ヒンジアーム２４、ＬＣＤ装置１０は、スクリュ
ー１８によりマウンティングホール１５ａとスクリューホール１５を通して一緒に結合さ
れることが望ましい。他の例として、くぎやその他知られた類似のファスナーを用いるこ
ともできる。
【００３８】
ヒンジアーム２４の４番目実施例である図１２と図１３を参照すると、ヒンジアーム２４
の平坦部２４ｂは、延設され、ほぼＬＣＤ装置１０の高さまで至るように延設されること
が望ましい。この実施例による平坦部２４ｂには、マウンティングホール２４ｃと貫通ホ
ール３０ａを同じ位置に形成することが望ましい。ケースに対してホール２４ｃ、３０ａ
を相違した位置に形成することも可能である。したがって、追加的なマウンティングホー
ル１５ａは、この実施例では要らない場合もある。この実施例の装着構造は、第２実施例
の構造より丈夫であり得る。ＬＣＤ装置１０、延設されたヒンジアーム２４、ケース３０
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は、例えば、スクリュー１８により一緒に固定結合される。
【００３９】
図１４は、本発明の第５実施例を示しており、ヒンジマヴント２２は、ヶ一ス３０に望ま
しくは固定されているが、固定フランジ２６は、本体２０に固定されている。ヒンジアー
ム２４と他の要素の構造は、図１２と図１３に示したものと類似である。
【００４０】
図１５乃至図１７は、図１２と図１４に示した実施例の、他の３種の代替例である。図１
５では、本発明の第６実施例を示しており、ヒンジアーム２４は、Ｅ字形状をしている。
本発明の第７実施例である図１６では、ヒンジアーム２４は、Ｃ字形状である。本発明の
第８実施例である図１７では、ヒンジアーム２４は、Ｈ字形状である。ヒンジァーム２４
をケース３０に固定するための固定ホールは、ヒンジアーム２４の多様な位置に形成する
ことができる。ケースの後側を通してＬＣＤパネルを支えるための目的で、これら多様な
実施例の混合や他の変形か本発明では考慮されている。例えば、第７実施例と第８実施例
は、もっと強力な結合のために一緒に用いることができる。さらにヒンジマウントは、本
体２０（図１３参照）に固定することもでき、これらの実施例によりケース３０（図１４
参照）に固定することもできる。
【００４１】
例の一つは、図１８と図１９に示されている。
【００４２】
図１８と図１９は、本発明による第９実施例の装着構造を示しており、ＬＣＤ装置１０の
背面には、プラスチックや他の適当な材質で作ったフツク１９のような、少なくとも一つ
のファスナーが形成されている。ヒンジアーム２４の平坦部２４ｂには、少なくとも一つ
の対応する貫通ホールが形成されている。ケースにはヒンジアーム２４の貫通ホールに対
応する少なくとも一つの段づけホール３０ｂが形成され、ファスナー１９を支えたり掛け
たりするようにする。ファスナー１９をケース３０の後側のホール３０ｂから分離し易く
ホール３０ｂは望ましくは貫通ホールである。
【００４３】
ヒンジアーム２４とケース３０にＬＣＤ装置１０を結合するため、ヒンジアーム２４は、
ヒンジマウント２２に（図１３、図１４参照）装着され、ヒンジアーム２４の貫通ホール
２４ｃとホール３０ｂは、一致するように置かれる。その時、図１９で詳細に示したよう
に、ＬＣＤ装置１０は、少なくとも一つのファスナー１９でホール３０ｂの中に押され、
ケース３０に掛かるようになる。ここでファスナー１９はホール３０ｂを通して滑ってい
ってファスナーのヘッド部が挿着（係止）されることになる。ＬＣＤ装置１０をケース３
０から分離するため、ピンセットのような道具が、ファスナー１９のヘッド部を加圧して
ケース３０の後側のホール３０ｂを通って出てくるように用いられる。ホール３０ｂをカ
バー３０ｃにより包むことができる。
【００４４】
他の例として、ファスナー１９は、ケース３０に形成されることができ、段づけホールが
ＬＣＤ装置の背面に形成されても類似の結果を得られる。
【００４５】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明による装着方法は、コンピュータにＬＣＤ装置を装着するた
め不要な側部空間がなくなる。したがって、ケース対ＬＣＤ装置の表示領域の比は改善で
きて最大化される。
【００４６】
なお、本発明の実施例では、ＬＣＤ装置が平板表示装置の一つの例として説明されたが、
プラズマディスプレーパネル（ＰＤＰ）、フィールドエミッションディスプレー（ＦＥＤ
）にも本発明か適用できる。さらに上記の例は、ヒンジメカニズムとして韓国特許公開第
９９－２４６５４号に開示されたギアヒンジにも適用できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】一般的な携帯用コンピュータを示す斜視図である。
【図２】携帯用コンピュータのための、ＬＣＤ装置の通常の装着構造を示している。
【図３】携帯用コンピュータのＬＣＤ装置の、装着構造の一例を示す斜視図である。
【図４】携帯用コンピュータのＬＣＤ装置の、装着構造の一例を示す正面図である。
【図５】本発明による第１実施例によるＬＣＤ装置を示す。
【図６】本発明による第１実施例によるＬＣＤ装置を示す。
【図７】本発明による第１実施例によるＬＣＤ装置を示す。
【図８】本発明による第１実施例の装着構造を示す。
【図９】本発明の第２実施例の装着構造を示す。
【図１０】図９の構造で結合された状態を示す部分断面図である。
【図１１】本発明の第３実施例によるＬＣＤ装置のバックマウンティング構造の斜視図で
ある。
【図１２】本発明の第４実施例によるＬＣＤ装置のバックマウンティング構造を示す斜視
図である。
【図１３】図１２の構造を示す正面図である。
【図１４】図１３の代替例としてヒンジマウントがケースに装着された本発明による第５
実施例を示す。
【図１５】本発明による第６実施例を示す。
【図１６】本発明による第７実施例を示す。
【図１７】本発明による第８実施例を示す。
【図１８】本発明の第９実施例によるＬＣＤ装置のバックマウンティング構造を示す側面
図である。
【図１９】図１８の構造で結合された状態を示す部分断面図である。
【符号の説明】
１０：ＬＣＤ装置
１４：背光装置
１５：スクリューホール
１８：スクリュー
２０：本体
２１：コンピュータのケース
２１ａ：貫通ホール
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(12) JP 3749516 B2 2006.3.1



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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