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(57)【要約】
【課題】表示パネル装置２１を適宜の起立角度で開いた
状態で表示パネル装置２１の表面側を押しても後傾方向
に容易に倒れず、また、表示パネル装置２１を最大限の
起立角度で開いた状態でも、画像読取作業の邪魔になら
ない装置を提供する。
【解決手段】表示カバー体２０と、表示パネル装置２１
の枠体２５とを、前後２対のリンク体３０、３１にて連
結するとき、前後２対のリンク体３０、３１における枠
体２５に枢着された前後の回動支軸部３４ｂ、３５ｂの
間隔が、表示カバー体２０に枢着された前後の回動支軸
部３４ａ、３５ａの間隔よりも大きく設定すると、表示
パネル装置２１の画像表示面である液晶パネル２６に対
する垂直方向の外力Ｆが、前リンク体３０と後リンク体
３１とに対して異なる回転方向のモーメントとして作用
するので、上記外力により表示パネル装置２１の起立姿
勢は不用意に変化しない。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器の装置本体と、前記装置本体の上面のうち一端縁に近接した位置に配置された
表示パネル装置の枠体とを、前後２対のリンク体にて連結し、前記表示パネル装置が前記
装置本体の上面と平行状の伏せた第１の姿勢から所定の最大角度で起立する第２の姿勢ま
での間で姿勢変化するように構成されたことを特徴とする表示パネル装置。
【請求項２】
　前記前後２対のリンク体における前記枠体に枢着された前後の枢支点の間隔が、前後２
対のリンク体における前記装置本体に枢着された前後の枢支点の間隔よりも大きい間隔に
設定されていることを特徴とする請求項１に記載の表示パネル装置。
【請求項３】
　前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の上端の高さ
位置が、前記第１の姿勢のときの前記表示パネル装置の高さ位置以下に設定されているこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の表示パネル装置。
【請求項４】
　前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の画像表示面
のうち少なくとも一部が装置本体の前記一端縁よりも外側に位置することを特徴とする請
求項１乃至３のいずれかに記載の表示パネル装置。
【請求項５】
　前記前後２対のリンク体は、前記表示パネル装置の画像表示面に対する垂直方向の外力
が、各リンク体に対して異なる回転方向のモーメントとして作用するように配置されてい
ることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の表示パネル装置。
【請求項６】
　前記２対のリンク体の少なくとも一方には、前記表示パネル装置の回動角度を保持する
ラッチ機構が設けられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の表示パ
ネル装置。
【請求項７】
　装置本体の上面手前側に、入力操作部及び前記請求項１乃至６のいずれかに記載の表示
パネル装置を備え、前記装置本体の上面には、前記入力操作部及び前記表示パネル装置よ
り後部に原稿読取装置を備え、前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その
表示パネル装置の上端の高さ位置が、原稿読取装置における原稿載置部の高さ位置以下に
なるように設定されていることを特徴とする電気機器。
【請求項８】
　装置本体内には、画像を形成するための記録部と、この記録部に対する被記録媒体の給
送及び排出する給紙部と排紙部のための空間とを有し、
　前記装置本体の手前側には、給紙及び排紙のための開口部を備え、
　前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の下端の高さ
位置が、前記開口部の上端位置以上になるように設定されていることを特徴とする請求項
７に記載の電気機器。
【請求項９】
　前記装置本体の上面には、前記表示パネル装置がその画像表示面を上向きとした姿勢で
収納できる上面開放状の収納凹所が形成されており、この収納凹所には、前記前後２対の
リンク体の基部が配置されることを特徴とする請求項７または８に記載の電気機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像や文字等のデータを表示できる液晶パネル等の表示パネル装置とそれを
備えた画像記録装置等の電気機器の構成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、インクジェット式のプリンタ、複写装置、ファクシミリ装置等の単機能装置
、プリンタ機能、コピー機能、スキャナ機能、ファクシミリ機能を備えた多機能型または
単機能型の画像記録装置や、電子端末装置などの電気機器では、その製品の各種機能を達
成するための指示や装置の現在の状況や操作手順等をユーザに知らせるための表示パネル
装置を備えたものが知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のプリンタを備えたラップトップ型データ処理装置（電子端末装置）
では、装置本体の表面（上面）に液晶表示素子（ＬＣＤ）等の扁平薄型のタッチパネルを
装備したディスプレイユニット（操作パネル）が略水平状態の閉じた姿勢と、タッチパネ
ルが前方向を向くように起立して開いた姿勢とに回動可能に構成するにあたり、装置本体
の左右両側に固定した固定プレートの１つの回動支点に前後２本のリンク体を回動可能に
枢支し、前リンク体の先端部ヒンジはディスプレイユニットの左右両側のうち前側に設け
られた円弧状のガイド溝に係合されて、前リンク体が所定の円弧範囲にわたって揺動可能
に構成されている一方、後リンク体の先端部のガイドピンは、ディスプレイユニットの左
右両側のうち後側に延びるガイド溝に対して前後移動可能に係合されているものが開示さ
れている。
【０００４】
　また、この装置では、上記回動支点の箇所に、捩じりコイルバネ式のロック手段が設け
られて、後リンク体を後ろ向き回動させる力が所定荷重以下のときロック作用が働き、所
定荷重以上のときには、後リンク体の後方への移動が可能となるように構成されている。
【特許文献１】特開平１１－１１９８５７号公報（図１～図６参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の構成では、上述のロック手段の作用により、ディスプレイ
ユニットを少し強い力で後に押すと、そのディスプレイユニットが後傾してしまい、不安
定であるという問題があった。
【０００６】
　また、特許文献１の構成では、装置本体の上面において、起伏回動するので、装置本体
の上面に上下開閉回動可能な蓋体等を設けた場合、その蓋体の開閉操作を実行し難いとい
う問題があった。特に、装置本体の上面に原稿読取装置の原稿載置のためのガラス板を配
置し、このガラス板に分厚い本を下向きに載せて、その本の画像を読取る作業に際して、
本のページを捲ってガラス板に載置する作業時に、その前側で高く起立しているディスプ
レイユニットがひどく邪魔になるという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、表示パネル装置が適宜の
起立角度で開いた状態で表示パネル装置の表面側を押圧したとしても後傾方向に容易に倒
れることのない安定した表示パネル装置を提供することを目的としている。また、別の目
的としては、表示パネル装置を最大限の起立角度で開いた状態では、当該表示パネル装置
の上端部の高さ位置が表示パネル装置が閉じた姿勢（装置本体の上面にほぼ沿う姿勢）の
ときの表示パネル装置の最上位置以下になり、さらには、当該表示パネル装置の少なくと
も一部が装置本体の一端縁よりも外側に位置するように構成したことにより、装置本体へ
の操作が邪魔にならないようにした表示パネル装置及びそれを備えた画像記録装置等の電
気機器を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明の表示パネル装置は、電気機器の装置
本体と、前記装置本体の上面のうち一端縁に近接した位置に配置された表示パネル装置の
枠体とを、前後２対のリンク体にて連結し、前記表示パネル装置が前記装置本体の上面と
平行状の伏せた第１の姿勢から所定の最大角度で起立する第２の姿勢までの間で姿勢変化
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するように構成されたものである。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示パネル装置において、前記前後２対の
リンク体における前記枠体に枢着された前後の枢支点の間隔が、前後２対のリンク体にお
ける前記装置本体に枢着された前後の枢支点の間隔よりも大きい間隔に設定されているも
のである。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の表示パネル装置において、前記表
示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の上端の高さ位置が、
前記第１の姿勢のときの前記表示パネル装置の高さ位置以下に設定されているものである
。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の表示パネル装置において
、前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の画像表示面
のうち少なくとも一部が装置本体の前記一端縁よりも外側に位置するものである。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれかに記載の表示パネル装置において
、前記前後２対のリンク体は、前記表示パネル装置の画像表示面に対する垂直方向の外力
が、各リンク体に対して異なる回転方向のモーメントとして作用するように配置されてい
るものである。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の表示パネル装置において
、前記２対のリンク体の少なくとも一方には、前記表示パネル装置の回動角度を保持する
ラッチ機構が設けられているものである。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、装置本体の上面手前側に、入力操作部及び前記請求項１乃至
６のいずれかに記載の表示パネル装置を備え、前記装置本体の上面には、前記入力操作部
及び前記表示パネル装置より後部に原稿読取装置を備え、前記表示パネル装置が第２の姿
勢となったとき、その表示パネル装置の上端の高さ位置が、原稿読取装置における原稿載
置部の高さ位置以下になるように設定されている電気機器である。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の電気機器において、装置本体内には、画像
を形成するための記録部と、この記録部に対する被記録媒体の給送及び排出する給紙部と
排紙部のための空間とを有し、前記装置本体の手前側には、給紙及び排紙のための開口部
を備え、前記表示パネル装置が第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の下端の高
さ位置が、前記開口部の上端位置以上になるよう設定されているものである。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、請求項７または８に記載の電気機器において、前記装置本体
の上面には、前記表示パネル装置がその画像表示面を上向きとした姿勢で収納できる上面
開放状の収納凹所が形成されており、この収納凹所には、前記前後２対のリンク体の基部
が配置されるものである。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、表示パネル装置は、電気機器の装置本体と、前記装置
本体の上面のうち一端縁に近接した位置に配置された表示パネル装置の枠体とを、前後２
対のリンク体にて連結し、前記表示パネル装置が前記装置本体の上面と平行状の伏せた第
１の姿勢から所定の最大角度で起立する第２の姿勢までの間で姿勢変化するように構成さ
れたものである。
【００１８】
　従って、表示パネル装置の姿勢を、その画像表示面が水平状態から起立する姿勢まで任
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意の角度に変更できるように起伏回動可能及びその姿勢を保持可能に構成すれば、ユーザ
は、その目線を表示パネル装置の画像表示面とほぼ直交するように顔の位置をずらす等、
ユーザの体の姿勢を変えることなく、表示パネル装置を明瞭に見ることができる視野角の
調整が容易になり、表示パネル装置の画像のコントラストを常に鮮明になるように簡単に
調節できるという効果を奏する。また、前後リンク体にて表示パネル装置を回動可能に支
持しているので、表示パネル装置の支持部が安定するという効果を奏する。
【００１９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記前後２対のリンク体における前記枠体に枢着され
た前後の枢支点の間隔が、前後２対のリンク体における前記装置本体に枢着された前後の
枢支点の間隔よりも大きい間隔に設定されているものである。このように構成することに
より、表示パネル装置の支持部が安定し、且つ表示パネル装置の第１の姿勢から第２の姿
勢までの回動範囲も大きくすることができる。
【００２０】
　請求項３に記載の発明によれば、前記表示パネル装置が前記第１の姿勢となったとき、
その表示パネル装置の上端の高さ位置が、前記第２の姿勢のときの前記表示パネル装置の
高さ位置以下に設定されているものである。従って、表示パネル装置が第２の姿勢でも、
電気機器全体の高さをコンパクトにできる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、
その表示パネル装置の画像表示面のうち少なくとも一部が装置本体の前記一端縁よりも外
側に位置するものであるから、前記画像表示面がユーザの目に近づくことになり、画像表
示面に表れる画像や文字が読み易くなるという効果を奏する。
【００２２】
　請求項５に記載の発明によれば、前後２対のリンク体は、前記表示パネル装置の画像表
示面に対する垂直方向の外力が、各リンク体に対して異なる回転方向のモーメントとして
作用するように配置されているものであるから、表示パネル装置の画像表示面や枠体の前
面に対して操作者が押すような力Ｆを加えても、前リンク体と後リンク体とが互いに逆方
向に回動しようとするので、上記外力により表示パネル装置ひいては枠体の起立姿勢は不
用意に変化しないのである。特にタッチパネル（液晶パネルの表面の適宜箇所をユーザが
指でタッチすることにより、種々の入力操作が行え、また表示画面が変化するもの）であ
る場合、そのタッチ力で表示パネル装置の傾斜角度が不用意に変化するのを防止できる。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、前記２対のリンク体の少なくとも一方には、前記表示
パネル装置の回動角度を保持するラッチ機構が設けられているものであるから、表示パネ
ル装置をユーザが見易い角度の姿勢に保持すること及びその角度調整作業が至極簡単にで
きるという効果を奏する。
【００２４】
　請求項７に記載の発明によれば、装置本体の上面手前側に、入力操作部及び前記請求項
１乃至６のいずれかに記載の表示パネル装置を備え、前記装置本体の上面には、前記入力
操作部及び前記表示パネル装置より後部に原稿読取装置を備え、前記表示パネル装置が前
記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の上端の高さ位置が、原稿読取装置にお
ける原稿載置部の高さ位置以下になるように設定されている電気機器である。
【００２５】
　このように、装置本体の上面手前側に入力操作部及び表示パネル装置を備え、この表示
パネル装置が前記第２の姿勢において、その表示パネル装置の上端の高さ位置が、原稿読
取装置における原稿載置部の高さ位置以下になるように設定されているので、原稿載置部
で大冊の本の画像を読取る作業を実行するときに、表示パネル装置が邪魔にならないとい
う効果を奏する。
【００２６】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の電気機器において、装置本体内には、画像
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を形成するための記録部と、この記録部に対する被記録媒体の給送及び排出する給紙部と
排紙部のための空間とを有し、前記装置本体の手前側には、給紙及び排紙のための開口部
を備え、前記表示パネル装置が前記第２の姿勢となったとき、その表示パネル装置の下端
の高さ位置が、前記開口部の上端位置以上になるよう設定されているものである。従って
、開口部に対する給紙作業や排紙作業のとき、表示パネル装置の下端が邪魔にならない。
特に、排紙され、開口部から出る用紙が表示パネル装置の下端に衝突する虞がなく、紙ジ
ャムが発生しない。
【００２７】
　請求項９に記載の発明は、請求項７または８に記載の電気機器において、前記装置本体
の上面には、前記表示パネル装置がその画像表示面を上向きとした姿勢で収納できる上面
開放状の収納凹所が形成されており、この収納凹所には、前記前後２対のリンク体の基部
が配置されるものである。従って、表示パネル装置と前後２対のリンク体とが収納凹所内
に収納された姿勢で寝かせることができるので、表示パネル装置を寝かせた状態の高さ寸
法が低くなり、電気機器をコンパクトにすることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の具体的な実施形態について、図面に基づいて説明する。図１（Ａ）は本
発明が適用された実施形態の画像記録装置における表示パネル装置が閉じた姿勢の斜視図
、図１（Ｂ）は表示パネル装置が開いた姿勢の斜視図、図２は原稿読取装置のカバー体を
開いた状態の平面図、図３は同じく側断面図、図４（Ａ）は表示パネル装置のみの表面側
から見た斜視図、図４（Ｂ）は表示パネル装置のみの裏面側から見た斜視図である。
【００２９】
　［第１の実施形態］
　本発明を実施するための第１の形態について以下に説明する。電気機器の一例としての
本実施形態の画像記録装置１は、プリンタ機能、コピー機能、スキャナ機能、ファクシミ
リ機能を備えた多機能装置（ＭＦＤ：Multi Function Device ）である。図１～図３に示
す実施形態では、画像記録装置１における合成樹脂製の射出成形品からなるハウジングと
しての下側本体２を備えている。
【００３０】
　下側本体２の上面には、合成樹脂製の射出成形品からなる上側本体３が、図３において
右端部の枢軸部（図示せず）を介して下側本体２の一側端に対して上下開閉回動可能に装
着されている。即ち、下側本体２の正面側の開口部２ａに対して、下側本体２に対する上
側本体３の回動軸線としての枢軸部は反対側（最も遠い側）に形成されていることになる
。なお、本実施形態では、下側本体２と上側本体３とを含めて装置本体という。
【００３１】
　上側本体３には、コピー機能やファクシミリ機能における画像読取装置５が組み込まれ
ている。この画像読取装置５は、原稿カバー体６を上側に開けて原稿を載置することがで
きる原稿載置部としてのガラス板７と、ガラス板７の四周を支持する枠体８と、ガラス板
７の下側に原稿読取り用の密着型イメージセンサ（ＣＩＳ：Contact Image Sensor）（図
示せず）とからなる。密着型イメージセンサは、図３の紙面と直交する方向（主走査方向
、図１におけるＹ軸方向）に延びるガイド軸９に沿って往復移動可能に設けられている。
原稿カバー体６の後端は上側本体３の後端に対して蝶番１０を中心に上下回動可能に装着
されている。原稿カバー体６は上側本体３の上面のうち、前側部位を除く上面を覆うよう
に、ガラス板７及び枠体８の上面に接離可能となっている。その場合、原稿カバー体６の
上面の把手部６ａに指を入れて原稿カバー体６を回動させる。
【００３２】
　下側本体２の前側板２ｂ（枢軸部から最も離間した側、図１（Ａ）において右側）には
、インク貯蔵部のための前面解放状の前カバー体２ｃが配置され、前カバー体２ｃより奥
に位置するインク貯蔵部（図示せず）には個別の色毎のカートリッジとして、この実施形
態では、ブラック（Ｂｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）の各色用の
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インクカートリッジが収納されており、各インクカートリッジと、後述する記録部１１に
おけるインクジェット式の記録ヘッド１２とを、可撓性を有するインク供給管で常時連結
している。
【００３３】
　下側本体２の底部には、図３に示すように、用紙Ｐを堆積収容する給紙トレイ１４が進
退動可能に配置されており、この給紙トレイ１４は下側本体２の前側（正面側）の開口部
２ａから差し込まれている。本実施形態では、給紙トレイ１４は、被記録媒体としての、
例えば、Ａ４サイズ、レターサイズ、リーガルサイズ、はがきサイズ等にカットされた用
紙Ｐをその短辺（幅）が給紙方向（矢印Ａ方向）と直交する方向（主走査方向、Ｙ軸方向
）に延びるようにして、複数枚積層（堆積）されて収納できる形態とする。
【００３４】
　給紙トレイ１４の奥側（図３において右側）には、用紙分離用に傾斜分離板１５が配置
されている。この傾斜分離板１５は、用紙Ｐの幅方向（Ｙ軸方向）の中央側で突出し、用
紙Ｐの幅方向の左右両端部側に行くに従って後退するように平面視で凸湾曲状に形成され
ており、且つ用紙Ｐの幅方向の中央部には、用紙Ｐの先端縁に当接して分離を促進するた
めの鋸歯状の弾性分離パッド（図示せず）が設けられている。
【００３５】
　また、下側本体２側には、給紙機構１７における給紙アーム１７ａの基端部が上下方向
に回動可能に装着され、この給紙アーム１７ａの先端部に設けられた給紙ローラ１７ｂに
は、給紙アーム１７ａ内に設けられた歯車伝達機構により、図示しない駆動源からの回転
が伝えられる。そして、この給紙ローラ１７ｂと傾斜分離板１５の弾性分離パッドとによ
り、給紙トレイ１４に堆積された用紙Ｐを一枚ずつ分離搬送する。給紙方向（矢印Ａ方向
）に沿って進むように分離された用紙Ｐは、横向きの略Ｕ字形状のパスを含む搬送経路１
８を介して、給紙トレイ１４より上側（高い位置）に設けられた記録部１１に給送される
。搬送経路１８は、そのＵ字形状の外周側を構成する第１搬送路体１８ａと、内周側を構
成する第２搬送路体１８ｂとの間隙に形成されている。
【００３６】
　記録部１１におけるインクジェット式の記録ヘッド１２が搭載されたキャリッジ１３は
、排紙方向（矢印Ｂ方向）の上流側の第１ガイド部材１６ａ及び下流側の第２ガイド部材
１６ｂに跨って摺動自在に支持されているため、Ｙ軸方向に往復移動可能になっている。
キャリッジ１３を往復移動させるために、排紙方向（矢印Ｂ方向）の下流側に配置された
第２ガイド部材１６ｂの上面には、主走査方向（Ｙ軸方向）に延びるようにタイミングベ
ルト（図示せず）が配置され、このタイミングベルトを駆動するＣＲ（キャリッジ）モー
タ（図示せず）は第２ガイド部材１６ｂの下面に固定されている。
【００３７】
　キャリッジ１３における記録ヘッド１２の下面とこれに対峙するようにＹ軸方向に延び
る扁平状のプラテン１８との間を通過した用紙Ｐは、プラテン１８の排紙方向（矢印Ｂ方
向）下流側の排紙ローラ対を介して給紙トレイ１４上の排紙トレイ部１９に排出される。
排紙トレイ１９に連通する排紙口は下側本体２の前面の開口部２ａと共通にして開口され
ている。
【００３８】
　他方、上側本体３の上面のうち、上記枠体より前側の合成樹脂製の射出成形品である表
示カバー体２０の上面のうち一端縁に近接した位置には、液晶式等の表示パネル装置２１
と、入力部であるスイッチ配置部２２とが設けられている。表示カバー体２０は、表示パ
ネル装置２１が収納可能な上方及び前方に開放状の収納凹所２３と、この収納凹所２３を
挟む左右両側のスイッチ配置部２２ａ、２２ｂとが一体的に形成されている。例えば、画
像記録装置１の正面からみて右側のスイッチ配置部２２ａには、複数の機能のうち使用を
希望する機能を選択して表示するための入力キー、例えばフォトキャプチャー入力キー、
コピー入力キー、ファクシミリ入力キー、スキャナ入力キーや、予め登録されているファ
クシミリ番号の検索と、受話器の音の大小調節等のための十字ドグル型入力キー等が配置
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されている。
【００３９】
　表示パネル装置２１（収納凹所２３）より左側のスイッチ配置部２２ｂにはファクシミ
リの番号等を入力するためのテンキー及び管理レポートの出力用キー、ファクシミリ番号
再発報（リダイヤル）入力キー等が配置されている。
【００４０】
　次に、表示パネル装置２１の起伏姿勢制御（保持）機構について説明する。表示パネル
装置２１は、図１（Ａ）、図１（Ｂ）、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に開示されているよう
に、合成樹脂製の枠体（ケース）２５と、その表面側の開口部２５ａ内に配置されたカラ
ー画像を表示できる液晶パネル２６と、図示しない制御基板とが備えられている。この制
御基板に一端が接続されたフレキシブルフラットケーブル（ＦＦケーブル）や通常の銅線
をフィルムで覆ったハーネス等、任意のケーブル等の配線２７の他端が収納凹所２３の通
孔を通して上側本体３または下側本体２に設けられた主制御基板（図示せず）に接続され
ている。
【００４１】
　表示パネル装置２１における枠体（ケース）２５の裏面と、装置本体における表示カバ
ー体２０の上面のうち一端縁（前縁）に近接した位置に形成された収納凹所２３内の装着
部とが、前後２対のリンク体３０、３１を介して連結されており、この前後２対のリンク
体３０、３１の回動にて表示パネル装置２１が装置本体の上面と実質上平行状の伏せた閉
姿勢（図５（Ｃ）の状態参照、請求項にいう第１の姿勢、以下同じ）から、所定の角度で
起立する開き姿勢（図６（Ｃ）の状態参照、請求項にいう第２の姿勢、以下同じ）までの
間で起伏する姿勢変化するように構成されている。
【００４２】
　前後２対のリンク体３０、３１は、図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示すように、側面視で
略直線状の左右２本の前リンク体３０と、側面視でＶ字状の左右２本の後リンク体３１と
からなる。合成樹脂製の一体成形品である２本の前リンク体３０の間の前寄り部位が遮蔽
板３２にて一体的に連接され、同様に２本の後リンク体３１の後寄り部位が遮蔽板３３に
て一体的に連接されている。このように構成することにより、表示パネル装置２１が起立
した開き姿勢の状態において、枠体２５の背面側を遮蔽板３３にて隠す（外から見えにく
くする）ことができる一方、２本の前リンク体３０の間の遮蔽板３２により、収納凹所２
３内が前方から見えにくくなり、且つ操作時にユーザの指が収納凹所２３の前縁（底部）
と枠体２５の背面との間に挟まれ難くなる。
【００４３】
　表示パネル装置２１の側面視において、収納凹所２３内に対する前リンク体３０におけ
る基端側の枢支点である回動支軸部３４ａと、同じく後リンク体３１における基端側の枢
支点である回動支軸部３５ａとの間隔Ｌ１とし、表示パネル装置２１の枠体２５の側面な
どの取付け部に対する前リンク体３０における先端側の枢支点である回動支軸部３４ｂと
、同じく後リンク体３１における先端側の枢支点である回動支軸部３５ｂとの間隔Ｌ２と
するとき、Ｌ２がＬ１より大きくなるように設定されている（図４（Ａ）及び図５（Ａ）
参照）。
【００４４】
　そして、表示パネル装置２１の画像表示面である液晶パネル２６に対する垂直方向の外
力Ｆが、前リンク体３０と後リンク体３１とに対して異なる回転方向のモーメントが作用
するように、前後２対のリンク体３０、３１が装置本体及び表示パネル装置２１とに対し
て取付けられて配置されている（図６（Ａ）参照）。このような状態では、表示パネル装
置２１の液晶パネル２６や枠体２５の前面に対して操作者が押すような力Ｆを加えたとき
、図６（Ａ）において、前リンク体３０には回動支軸部３４ａを中心にして反時計回りの
モーメントが作用し、後リンク体３１には回動支軸部３５ａを中心にして時計回りのモー
メントが作用することになる。そして、前リンク体３０及び後リンク体３１の前面が収納
凹所２３内の底面２３ａや２３ｂに当接しているので、上記外力により表示パネル装置２
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１ひいては枠体２５の起立姿勢は不用意に変化しないのである。
【００４５】
　このように構成すれば、特に液晶パネル２６がタッチパネル（液晶パネルの表面の適宜
箇所をユーザが指でタッチすることにより、種々の入力操作が行え、また表示画面が変化
するもの）である場合、そのタッチ力で表示パネル装置２１の傾斜角度が不用意に変化す
るのを防止できる。
【００４６】
　また、本実施形態では、表示パネル装置２１が開き姿勢（図６（Ａ）～図６（Ｃ）参照
）となったとき（特に、最大起立姿勢のとき）、その表示パネル装置２１の上端の高さ位
置が、閉じ姿勢（図５（Ａ）～図５（Ｃ）参照）のときの表示パネル装置２１の最大高さ
位置に、枠体２５の上下厚さ寸法Ｈ１を加えた高さよりも低い位置に設定されている。
【００４７】
　より好ましい実施形態としては、最大起立姿勢における表示パネル装置２１の上端（最
高部）の高さ位置を、画像読取装置５における原稿載置面であるガラス板７の周囲を囲む
枠体８のうち前端部８ａ（図２及び図７参照、表示パネル装置２１の上端に近い側で画像
記録装置１の前面側）の高さ位置と等しいか若干低い位置となるように設定する。そのた
めには、最大起立姿勢における、前リンク体３０及び後リンク体３１の前面が収納凹所２
３内の底面２３ａや２３ｂに当接する箇所を低くすれば良い。その場合、最大起立姿勢に
おける表示パネル装置２１の上端の位置が画像読取装置５における枠体８の前端より離間
していることが一層好ましい。
【００４８】
　このように、最大起立姿勢における表示パネル装置２１の上端の高さ位置を画像読取装
置５における枠体８の前端部８ａの高さ位置以下にすること、さらに好ましくは最大起立
姿勢における表示パネル装置２１の上端の位置が画像読取装置５における枠体８の前端よ
り大きく離間していることにより、ガラス板７の上面に大冊の本（書物）を載置して、そ
の画像を読取る作業を行うとき（通常、このような場合には原稿カバー体６を閉じない）
、本（書物）の縁や紙面と、起立状態の表示パネル装置２１の上端とが干渉し合うことを
防止したり、本（書物）の紙面を捲ってガラス板７の上面に置く作業を容易にすることが
できる。また、ガラス板７の上面に大冊の本（書物）を載置して、その画像を読取る作業
を行うときに、起立状態の表示パネル装置２１を逐一閉じる（寝かせる）作業を行う必要
も無くなる。
【００４９】
　さらに、表示パネル装置２１が第２の姿勢（特に最大起立姿勢）となったとき、その表
示パネル装置２１の画像表示面（液晶パネル２６）の少なくとも一部もしくは全部が装置
本体の前記一端縁（表示カバー体２０の前縁）よりも外側に位置しているように設定する
。このように設定すれば、画像表示面（液晶パネル２６）が画像記録装置１の前面より前
方に位置して、作業者の目に近くなり、画像表示面の文字などを読み取り易くなる。
【００５０】
　本発明においては、前後２対のリンク体３０、３１の少なくとも一方には、表示パネル
装置１の回動角度を保持するラッチ機構３６が設けられている。その実施形態として、図
４（Ｂ）、図５（Ｂ）及び図６（Ｂ）に示すように、一方の前リンク体３０（実施形態で
は、表示パネル装置１の前方向から見て右側）の回動支軸部３４ａの回動中心軸線より半
径外寄りの円弧部位には、鋸歯状のラッチ爪部３７が形成されている。他方、収納凹所２
３内には、金属板バネ製の回り止め金（クリック）３８の基端部がねじ等にて固定され、
この回り止め金３８の先端部がラッチ爪部３７の何れか１つの歯部に弾性的に嵌まるよう
に配置されている。
【００５１】
　この構成により、表示パネル装置２１を、その画像表示面が入力キー配置部２２ａ，２
２ｂの上面とほぼ同一面の第１の姿勢（図１（Ａ）参照）から、水平面に対して略６０度
程度に前方に起立した第２の姿勢（図１（Ｂ）参照）まで適宜間隔の傾斜角度で姿勢調節
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可能にし、クリック感を与えると共にその姿勢を保持することができる。その傾斜姿勢を
行う場合、ユーザ（作業者）は、表示パネル装置２１の枠体２５の一側縁（原稿カバー体
６の自由端に近い側）もしくはその反対側縁を、画像表示面（液晶パネル２６）とほぼ平
行に押すことで、前後リンク体３０、３１を軽い力で回動させることができる。
【００５２】
　また、表示パネル装置１が第２の姿勢（特に、最大起立姿勢）となったとき、その表示
パネル装置１の下端の高さ位置が、給紙及び排紙のための開口部２ａの上端位置以上にな
るよう設定されている（図６（Ａ）、図６（Ｂ）及び図６（Ｃ）、図７参照）。このよう
に構成することにより、給紙作業及び排紙作業時に、表示パネル装置１の下端が邪魔にな
らない。特に排紙される用紙が表示パネル装置１の下端に衝突して、紙ジャムが発生する
という故障が発生しないという効果を奏することができる。
【００５３】
　なお、装置本体の上面に形成された上面開放状の収納凹所２３に対して、表示パネル装
置がその画像表示面を上向きとした姿勢（閉じ姿勢）で収納できるから、画像記録装置の
高さ寸法を全体として低くできてコンパクトになる。
【００５４】
　本発明は、上記の画像読取装置を上面に備えた多機能型の画像記録装置ばかりでなく、
単機能型の画像記録装置、例えば、プリンタ、複写装置、ファクシミリ装置等についても
適用できることはいうまでもなく、情報機器等の電気機器に適用することができる。その
場合にも上記と同様の作用・効果を奏することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】（Ａ）は本発明が適用された実施形態の画像記録装置における表示パネル装置が
閉じた姿勢の斜視図、（Ｂ）は表示パネル装置が開いた姿勢の斜視図である。
【図２】原稿読取装置のカバー体を開いた状態の平面図である。
【図３】同じく側断面図である。
【図４】（Ａ）は表示パネル装置のみの表面側から見た斜視図、（Ｂ）は表示パネル装置
のみの裏面側から見た斜視図である。
【図５】（Ａ）は図２のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）は図２のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ）は図２
のＣ－Ｃ線断面図であり、それぞれ表示パネル装置が閉じた姿勢で示す。
【図６】（Ａ）は図２のＡ－Ａ線断面図、（Ｂ）は図２のＢ－Ｂ線断面図、（Ｃ）は図２
のＣ－Ｃ線断面図であり、それぞれ表示パネル装置が開いた姿勢で示す。
【図７】は表示パネル装置の起立状態（開き状態：第２の姿勢）の他の実施形態を示す側
断面図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１　　　　　画像記録装置
　２　　　　　下側本体
　２ａ　　　　開口部
　３　　　　　上側本体
　１１　　　　記録部
　２０　　　　表示カバー体
　２１　　　　表示パネル装置
　２３　　　　収納凹所
　２５　　　　枠体
　２６　　　　液晶パネル
　３０　　　　前リンク体
　３１　　　　後リンク体
　３２、３３　　遮蔽板
　３４ａ、３４ｂ、３５ａ、３５ｂ　回動支軸部
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　３６　　　　ラッチ機構
　３７　　　　ラッチ爪部
　３８　　　　回り止め金

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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