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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体の天井面に取り付けられるシャーシと、このシャーシに回転軸を介して前記シャ
ーシに対する折畳・展開方向へ回動自在に取り付けられた映像表示ユニットと、ディスク
挿入口を有して情報記憶媒体の再生機構を内蔵し前記回転軸に支持されて前記シャーシと
前記映像表示ユニットとの間で前記シャーシに対する折畳・展開方向へ回動自在な再生機
構内蔵ボックスとを備えた映像再生装置において、
　前記映像表示ユニットの折畳・展開動作に関連応動し、前記回転軸を中心として下降回
動した前記再生機構内蔵ボックスの展開使用位置で、該再生機構内蔵ボックスの側面にお
ける前記回転軸から離間した位置に突設されたポストピンを展開方向に押さえ込み機械的
にロックする第１のポストピンロック手段と、
　前記映像表示ユニットの折畳収納動作に関連応動して当該映像表示ユニットを折畳収納
位置で機械的にロックする映像表示ユニットロック手段と、
　前記映像表示ユニットロック手段をロック解除動作させるロック解除操作機構とを備え
たことを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　再生機構内蔵ボックスの折畳・展開動作に関連応動し、前記回転軸を中心として折畳方
向に回動した当該再生機構内蔵ボックスの折畳収納位置で、該再生機構内蔵ボックスの側
面における前記回転軸から離間した位置に突設されたポストピンを折り畳み方向に押さえ
込み機械的にロックする第２のポストピンロック手段と、この第２のポストピンロック手
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段と映像表示ユニットロック手段を同時にロック解除動作させる共通のロック解除操作機
構とを備えたことを特徴とする請求項１記載の映像再生装置。
【請求項３】
　再生機構内蔵ボックスは板金製のボックスからなっていることを特徴とする請求項１ま
たは請求項２記載の映像再生装置。
【請求項４】
　再生機構内蔵ボックスの後端部に取り付けられて当該ボックス内部を換気するファンと
、映像表示ユニットおよび前記再生機構内蔵ボックスの回動を許容する窓穴を有してシャ
ーシに取り付けられたカバー部材とを備え、前記カバー部材には前記ファンによる吸込空
気を外部に排出する通風路が設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のう
ちのいずれか１項記載の映像再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば車両など移動体の室内天井面に取り付けられて映像情報を再生・表
示する映像再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の映像再生装置として、ディスプレイモニタ（映像表示ユニット）とＤＶ
Ｄプレーヤー等の再生ユニットとを備え、それらを共通の回転軸でシャーシに対し折畳・
展開方向へ回動自在に支持させ、そのシャーシを車両室内の天井面に取り付け、使用時に
は前記ディスプレイモニタを下方向に開くことで、そのディスプレイモニタに前記再生ユ
ニットを追従応動させて当該再生ユニットをディスク挿入口がＤＶＤ挿入可能な傾斜角度
となる位置まで開き、不使用時には前記ディスプレイモニタを前記シャーシ側に折畳み回
動させることで、前記再生ユニットの上・下部に設けられたクッション部材を介して前記
再生ユニットを、前記シャーシに固着されたトップカバーと前記ディスプレイモニタとの
間で挟み込み、その挟み込み位置で前記ディスプレイモニタのみをロックする構成とした
ものは既に知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】国際公開番号　ＷＯ　０２／０９９７６　Ａ１　号公報（第３図，第１４
図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の映像再生装置は以上のように構成されているので、その不使用時に再生ユニット
をシャーシのトップカバーとディスプレイモニタとの間で挟み込んでディスプレイモニタ
のみをロックした状態では、再生ユニットとトップカバーとの間および再生ユニットとデ
ィスプレイモニタとの間にクッション部材が介在していることにより、前記再生ユニット
および前記ディスプレイモニタは、車両走行時の弱衝撃や弱振動に対する耐振性を得るこ
とはできるが、強い振動を受けると、これに耐えられずに振れてしまうという課題があっ
た。
【０００５】
　さらに詳しく説明すると、前記再生ユニットと前記ディスプレイモニタを支持している
共通の回転軸には、前記再生ユニットを折畳収納位置で軽ロック（仮保持）する板ばねを
設けると共に、前記再生ユニット側には、前記回転軸の付近で前記板ばねを係合させる浅
底の係合凹部を設け、この係合凹部に前記板ばねを弾性係合させて前記再生ユニットを折
畳収納位置で保持するようにしている。また、前記ディスプレイモニタのロック手段とし
ては、当該ディスプレイモニタの両側面に爪係合凹部を設け、その爪係合凹部に係合させ
るレバー状の開閉ロック爪をシャーシに回動自在に軸支し、その開閉ロック爪を前記爪係
合凹部への係合方向にばね部材で付勢した構成としている。ここで、前記ディスプレイモ
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ニタは前記クッション部材を押圧した位置で前記開閉ロック爪によりロック保持させるた
め、前記爪係合凹部は、当該凹部の上端内面に係合した前記開閉ロック爪の下部に遊び空
間ができる大きさの横向き開放凹形状に形成されている。
【０００６】
　したがって、上記従来の映像再生装置では、再生ユニットおよびディスプレイモニタの
折畳収納ロック状態での車両走行時に強い衝撃や振動を受けると、前記ディスプレイモニ
タが前記爪係合凹部の遊び空間によって激しく上下に振動し、それに伴って前記再生ユニ
ットも前記板ばねが前記浅底の係合凹部から外れて激しく上下振動する結果となり、場合
によっては、折畳収納位置の前記再生ユニットおよびディスプレイモニタが自重で濫りに
下降するなど、十分な耐振性が得られないという課題があった。
【０００７】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、車両走行時に強い衝撃
や振動を受けても再生ユニットおよびディスプレイモニタを折畳収納位置で確実にロック
保持することができ、十分な耐振性を確保できる映像再生装置を得ることを目的とする。
【０００８】
　また、この発明は、再生ユニットの電磁シールド性を向上させることができる映像再生
装置を得ることを目的とする。
【０００９】
　さらに、この発明は、再生ユニットの冷却効率を向上させることができる映像再生装置
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係る映像再生装置は、移動体の天井面に取り付けられるシャーシと、このシ
ャーシに回転軸を介してシャーシに対する折畳・展開方向へ回動自在に取り付けられた映
像表示ユニットと、ディスク挿入口を有して情報記憶媒体の再生機構を内蔵し回転軸に支
持されてシャーシと映像表示ユニットとの間でシャーシに対する折畳・展開方向へ回動自
在な再生機構内蔵ボックスとを備えた映像再生装置において、映像表示ユニットの折畳・
展開動作に関連応動し、回転軸を中心として下降回動した再生機構内蔵ボックスの展開使
用位置で、該再生機構内蔵ボックスの側面における回転軸から離間した位置に突設された
ポストピンを展開方向に押さえ込んで機械的にロックする第１のポストピンロック手段と
、映像表示ユニットの折畳収納動作に関連応動して当該映像表示ユニットを折畳収納位置
で機械的にロックする映像表示ユニットロック手段と、映像表示ユニットロック手段をロ
ック解除動作させるロック解除操作機構とを備えたものである。
　この発明に係る映像再生装置は、再生機構内蔵ボックスの折畳・展開動作に関連応動し
、回転軸を中心として折畳方向に回動した当該再生機構内蔵ボックスの折畳収納位置で、
該再生機構内蔵ボックスの側面における回転軸から離間した位置に突設されたポストピン
を折り畳み方向に押さえ込み機械的にロックする第２のポストピンロック手段と、この第
２のポストピンロック手段と映像表示ユニットロック手段を同時にロック解除動作させる
共通のロック解除操作機構とを備えたものである。
【００１１】
　この発明に係る映像再生装置の再生機構内蔵ボックスは板金製のボックスからなってい
るものである。
【００１２】
　この発明に係る映像再生装置は、再生機構内蔵ボックスの後端部に取り付けられて当該
ボックス内部を換気するファンと、映像表示ユニットおよび前記再生機構内蔵ボックスの
回動を許容する窓穴を有してシャーシに取り付けられたカバー部材とを備え、前記カバー
部材には前記ファンによる吸込空気を外部に排出する通風路が設けられているものである
。
【発明の効果】
【００１３】
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　この発明によれば、移動体の天井面に取り付けられるシャーシと、このシャーシに回転
軸を介してシャーシに対する折畳・展開方向へ回動自在に取り付けられた映像表示ユニッ
トと、ディスク挿入口を有して情報記憶媒体の再生機構を内蔵し回転軸に支持されてシャ
ーシと映像表示ユニットとの間でシャーシに対する折畳・展開方向へ回動自在な再生機構
内蔵ボックスとを備えた映像再生装置において、映像表示ユニットの折畳・展開動作に関
連応動し、回転軸を中心として下降回動した再生機構内蔵ボックスの展開使用位置で、該
再生機構内蔵ボックスの側面における回転軸から離間した位置に突設されたポストピンを
展開方向に押さえ込んで機械的にロックする第１のポストピンロック手段と、映像表示ユ
ニットの折畳収納動作に関連応動して当該映像表示ユニットを折畳収納位置で機械的にロ
ックする映像表示ユニットロック手段と、映像表示ユニットロック手段をロック解除動作
させるロック解除操作機構とを備えて構成したので、映像表示ユニットおよび再生機構内
蔵ボックスを折畳動作または展開動作させるだけで、映像表示ユニットを展開使用位置で
、再生機構内蔵ボックスを折畳収納位置で、それぞれ自動機械的に強固にロック保持する
ことができるという効果がある。
　この発明によれば、再生機構内蔵ボックスの折畳・展開動作に関連応動し、回転軸を中
心として折畳方向に回動した当該再生機構内蔵ボックスの折畳収納位置で、該再生機構内
蔵ボックスの側面における回転軸から離間した位置に突設されたポストピンを折り畳み方
向に押さえ込み機械的にロックする第２のポストピンロック手段と、この第２のポストピ
ンロック手段と映像表示ユニットロック手段を同時にロック解除動作させる共通のロック
解除操作機構とを備えて構成したので、映像表示ユニットおよび再生機構内蔵ボックスを
折畳動作または展開動作させるだけで、それらの映像表示ユニットおよび再生機構内蔵ボ
ックスをそれぞれの折畳収納位置で自動機械的に強固にロック保持することができるとい
う効果がある。したがって、車両など走行体の激しい衝撃や振動の影響によって折畳収納
状態の再生機構内蔵ボックスおよび映像表示ユニットが濫りに振れたり下降回動したりす
るようなことがなくなって、信頼性の高い耐振性を得ることができるという効果がある。
【００１４】
　この発明によれば、再生機構内蔵ボックスとして板金製のボックスを適用するように構
成したので、再生機構内蔵ボックス内の再生機構を効率よく電磁シールドすることができ
、その電磁シールド性が大幅に向上するという効果がある。
【００１５】
　この発明によれば、再生機構内蔵ボックスの後端部に取り付けられて当該再生機構内蔵
ボックス内部を換気するファンと、映像表示ユニットおよび再生機構内蔵ボックスの回動
を許容する窓穴を有してシャーシに取り付けられたカバー部材とを備え、前記カバー部材
には前記ファンによる吸込空気を外部に排出する通風路を設けるように構成したので、前
記再生機構内蔵ボックス内で発生する再生機構の発熱を前記ファンで吸引して外部に排出
することができ、このため、前記再生機構内蔵ボックス内を効率よく冷却することができ
るという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による映像再生装置の折畳状態を示す外観斜視図、図２
は図１の開放展開状態を示す外観斜視図である。
　この実施の形態１による映像再生装置は、各種車両や船舶等の移動体の室内天井面に取
り付け固定されるプレート状のシャーシ１に、例えばＤＶＤプレーヤー等の再生機構を内
蔵した板金製の再生機構内蔵ボックス２とディスプレイモニタ（映像表示ユニット）３お
よびカバー部材４のそれぞれを組み付けた構成となっている。そして、前記再生機構内蔵
ボックス２およびディスプレイモニタ３は、図１に示す折畳収納位置でロックされるよう
になっており、そのロック手段について後述する。また、前記再生機構内蔵ボックス２お
よびディスプレイモニタ３は、図１に示す折畳収納状態でロック解除用の押釦５を押すこ
とにより、それぞれが自重で下降して所定の傾斜角度に開いた展開使用位置に保持される
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ようになっている。その展開使用位置で前記再生機構内蔵ボックス２のディスク挿入口２
ａが所定の傾斜角度で開口し、そのディスク挿入口２ａからＤＶＤ等の情報記憶媒体であ
るディスク６が挿入されるようになっている。
【００１７】
　図３は図１のカバー部材を取り外した状態を示す斜視図、図４は図３の平面図、図５は
図３のディスプレイモニタを開いて再生機構内蔵ボックスを省いた状態を示す斜視図、図
６は図５のポストピン付近の拡大斜視図、図７は図５の平面図、図８は図３のディスプレ
イモニタおよびシャーシ側固定ブラケットを省いて再生機構内蔵ボックスを閉じた状態を
示す斜視図、図９は図８の側面図、図１０は図８のポストピン押え部材を省いた状態を示
す斜視図である。
　図３から図６に示すように、前記シャーシ１は、移動体の室内天井面への取付け状態で
垂下する左右一対の固定ブラケット７，８を一体的に有している。この実施の形態１にお
いて、前記固定ブラケット７，８は前記シャーシ１に対し着脱可能にビス止め固定してい
る。そして、前記固定ブラケット７，８に前記再生機構内蔵ボックス２とディスプレイモ
ニタ３のそれぞれを共通の回転軸９で折畳・展開方向へ回動自在に支持させている。
【００１８】
　その支持手段の詳細な構造を以下に説明する。前記回転軸９は前記ディスプレイモニタ
３の後部に設けられて当該モニタ３と一体回動するもので、その回転軸９はディスプレイ
モニタ３の後部両側から突出して前記固定ブラケット７，８に回動自在に支持されている
。一方、前記再生機構内蔵ボックス２の後部両側には、当該ボックス２を前記回転軸９に
支持させるためのボックス支持ブラケット１０，１１が一体的に設けられている。それら
のボックス支持ブラケット１０，１１は、前記シャーシ１とディスプレイモニタ３との間
に配置した再生機構内蔵ボックス２の両側面と前記固定ブラケット７，８との間で前記回
転軸９側に延びて当該回転軸９に対し回動自在に取り付けられている。したがって、前記
ディスプレイモニタ３と再生機構内蔵ボックス２は、両者共通の前記回転軸９を中心とし
て折畳・展開方向へ回動自在に支持されている。
【００１９】
　このように支持されたディスプレイモニタ３および再生機構内蔵ボックス２は、それぞ
れの折畳収納位置で個々にロックされるようになっている。そのロック手段の詳細につい
ては後述する。
　前記シャーシ１側の固定ブラケット７，８の内側には、前記ディスプレイモニタ３の回
動に関連応動して前後進移動するロック系のスライドレバー１２，１３が取り付けてある
。その取付手段として、前記固定ブラケット７，８にはそれぞれ２個ずつのガイドピン１
４を突設し、これらのガイドピン１４を、前記固定ブラケット７，８に設けたガイド長孔
１５にスライド自在に嵌め込んでいる。このようにして、前記固定ブラケット７，８には
スライドレバー１２，１３が前後進方向へスライド自在に取り付けられている。それらの
スライドレバー１２，１３は、図３および図５に示すように、前記固定ブラケット７，８
との間に張架された引張ばね（付勢手段）１６によって前進方向に付勢されている。
【００２０】
　また、前記各スライドレバー１２，１３の後部には、図８から図１０に示すようにガイ
ド孔１７が設けられ、このガイド孔１７を介して前記各スライドレバー１２，１３をディ
スプレイモニタ３に連動させる構成としている。その連動手段として、前記回転軸９には
回動レバー１８を直交方向に一体連結し、その回動レバー１８の先端部側面に突設したレ
バーピン１９を前記ガイド孔１７に摺動可能に嵌め込んでいる。
【００２１】
　ここで、前記ガイド孔１７の形状について説明すると、このガイド孔１７は、図９に示
すように、回転軸９を中心としたレバーピン１９の移動軌跡に沿った方向に湾曲する湾曲
孔部１７ａと、この湾曲孔部１７ａの後端部に連続して前記回転軸９に接近する方向に延
びる直線孔部１７ｂと、この直線孔部１７ｂの下端に連続して前記湾曲孔部１７ａと反対
方向に延びて前記レバーピン１９の移動軌跡に沿った方向に湾曲する逃げ孔部１７ｃとか
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らなっている。
【００２２】
　このような形状のガイド孔１７が形成されたスライドレバー１２，１３は、前記再生機
構内蔵ボックス２およびディスプレイモニタ３の折畳収納位置でレバーピン１９が前記ガ
イド孔１７後部の逃げ孔部１７ｃに係合した状態では、引張ばね１６の付勢力に抗した後
退位置に保持される。この状態から再生機構内蔵ボックス２およびディスプレイモニタ３
の自重による下降回動時には、回転軸９と一体回動する回動レバー１８先端のレバーピン
１９が前記ガイド孔１７の直線孔部１７ｂに係合してスライドレバー１２，１３を前進方
向に押し、かつ、当該スライドレバー１２，１３に作用している引張ばね１６の付勢力に
よって、前記スライドレバー１２，１３を前進移動させながら前記レバーピン１９は湾曲
孔部１７ａに移行し、当該湾曲孔部１７ａの前端に前記レバーピン１９が係合することで
、前記ディスプレイモニタ３が所定の角度（最大傾斜開度）に開いた状態に保持されるよ
うになっている。したがって、前記スライドレバー１２，１３のガイド孔１７は、前記デ
ィスプレイモニタ３の回動範囲を規制する回動規制手段を兼ねるものである。
【００２３】
　一方、前記再生機構内蔵ボックス２の両側面には、その後部のボックス支持ブラケット
１０，１１よりも前方に離間位置するポストピン２０（図３，図５から図７参照）が突設
されている。そのポストピン２０は、前記固定ブラケット７，８における前記ポストピン
２０に対応する位置に設けられたピンガイド孔２１にスライド自在に嵌め込まれて当該ピ
ンガイド孔２１を貫通し前記固定ブラケット７，８の外側に突出している。前記ピンガイ
ド孔２１は、前記回転軸９を中心とした再生機構内蔵ボックス２の回動時に当該再生機構
内蔵ボックス２と一体に移動する前記ポストピン２０の移動軌跡に沿った方向に湾曲して
上下方向に延びている。そのピンガイド孔２１の下端部に前記ポストピン２０が係合する
ことにより、前記再生機構内蔵ボックス２が所定の傾斜角度に開いた状態に保持されるよ
うになっている。また、再生機構内蔵ボックス２の折畳収納位置では、ポストピン２０が
ピンガイド孔２１の上端部に係合するようになっている。したがって、前記ポストピン２
０とピンガイド孔２１は、再生機構内蔵ボックス２の回動範囲を規制する回動範囲規制手
段となるものである。
【００２４】
　次に、前記再生機構内蔵ボックス２を折畳収納位置および展開位置でロックするロック
手段の詳細について説明する。
　まず、再生機構内蔵ボックス２を折畳収納位置でロックする第２のポストピンロック手
段として、前記固定ブラケット７，８の外側には、前記ピンガイド孔２１を覆う位置にポ
ストピン押え部材２２（図３から図５および図８参照）が前記固定ブラケット７，８の外
側面に対する接離方向へ回動自在に軸支されている。そのポストピン押え部材２２は、当
該ポストピン押え部材２２の先端部を前記固定ブラケット７，８の外側面に当接させる方
向の付勢力を有している。また、前記ポストピン押え部材２２の先端には、前記ピンガイ
ド孔２１の上端に係合したポストピン２０に嵌合させて当該ポストピン２０を押さえ込む
半円弧状の凹欠嵌合部２２ａが形成されている。
【００２５】
　ここで、前記ポストピン２０と前記ポストピン押え部材２２との関連構成において、再
生機構内蔵ボックス２の展開位置では、前記ポストピン２０の先端に前記ポストピン押え
部材２２が付勢力で当接しており、この状態から再生機構内蔵ボックス２を折畳方向に回
動させることで、前記ポストピン２０の先端が前記ポストピン押え部材２２を付勢力に抗
して外方に押し広げながら移動し、前記ポストピン２０が前記ピンガイド孔２１の上端に
係合した時点で前記ポストピン２０が前記ポストピン押え部材２２の凹欠嵌合部２２ａを
通過することで、前記ポストピン押え部材２２が付勢力で回動してその凹欠嵌合部２２ａ
が前記ポストピン２０に嵌まり込んで当該ポストピン２０を押さえ込みロックするように
なっている。したがって、前記ポストピン押え部材２２は、再生機構内蔵ボックス２の折
畳回動動作に関連応動して当該再生機構内蔵ボックス２を折畳収納位置でロックする第２
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のポストピンロック手段となるものである。
【００２６】
　次に、前記再生機構内蔵ボックス２を回動展開位置でロックする第１のポストピンロッ
ク手段について説明する。
　前記固定ブラケット７，８の内側におけるピンガイド孔２１の近傍には、図５および図
６に示すように、前記ピンガイド孔２１を遮る方向とピンガイド孔２１から逃げる方向に
回動自在なポストピンロック爪２３が軸支されている。このポストピンロック爪２３は、
その軸支部に設けられた巻回ばね２４によって前記前記ピンガイド孔２１から逃げる方向
に付勢されて前記スライドレバー１２，１３の前端に当接している。かかるポストピンロ
ック爪２３は、前記ポストピン２０が前記ピンガイド孔２１の下端に係合していない時は
前記ピンガイド孔２１から逃げた待避位置に前記巻回ばね２４の付勢力で変位保持される
ようになっている。また、前記ポストピン２０が前記ピンガイド孔２１の下端に係合した
時点で、前記ディスプレイモニタ３の展開方向への回動に関連応動して前進するスライド
レバー１２，１３の前端で前記ポストピンロック爪２３が巻回ばね２４の付勢力に抗する
方向に回動して前記ピンガイド孔２１を遮り、当該ピンガイド孔２１の下端に係合してい
るポストピン２０押さえ込みロックするようになっている。したがって、前記ポストピン
ロック爪２３は、前記再生機構内蔵ボックス２の展開使用位置で前記ポストピン２０を機
械的にロックする第１のポストピンロック手段となるものである。
【００２７】
　次に、ディスプレイモニタ３のロック手段について説明する。
　ディスプレイモニタ３の前端寄りの両側面にはロック穴２５（図２参照）が設けられて
いる。また、前記固定ブラケット７，８には、ディスプレイモニタ３の折畳収納位置で前
記ロック穴２５に嵌入係合する映像表示ユニットロック手段としてのロックピン２６（図
４から図８参照）が設けられている。そのロックピン２６は、前記ロック穴２５に係合す
る方向の背圧付勢力を有して先端側下部にテーパ面部が形成されている。かかるロックピ
ン２６は、ディスプレイモニタ３の折畳回動時に当該ディスプレイモニタ３の両側でロッ
クピン２６先端のテーパ面部が押されることで背圧付勢力に抗して後退移動するものであ
る。そして、ディスプレイモニタ３の折畳収納位置では、前記ロック穴２５が前記ロック
ピン２６の先端に対向することにより、そのロックピン２６が背圧付勢力で前進して前記
ロック穴２５に嵌入係合するようになっている。したがって、前記ロック穴２５と前記ロ
ックピン２６は、ディスプレイモニタ３の折畳収納動作に関連応動して当該ディスプレイ
モニタ３を折畳収納位置でロックするロック手段となるものである。
【００２８】
　次に、前記再生機構内蔵ボックス２およびディスプレイモニタ３のロック解除手段につ
いて説明する。
　前記シャーシ１の前端部下面中央にはロック解除用の押釦５が昇降自在に取り付けられ
ている。この押釦５は、図９に示すスプリング２７によって下降方向に付勢されている。
この押釦５には、ロック解除レバー２８，２９を介して前記ポストピン押え部材２２およ
び前記ロックピン２６が連動させてある。したがって、前記押釦５およびロック解除レバ
ー２８，２９は、第２のポストピンロック手段であるポストピン押え部材２２と、映像表
示ユニットロック手段であるロックピン２６とを同時にロック解除方向に動作させる共通
のロック解除操作機構を構成するものである。
【００２９】
　ここで、押釦５とロック解除レバー２８，２９との連動構成について説明する。押釦５
は、これと一体に昇降するギヤプレート３０（図４参照）を備えている。このギヤプレー
ト３０は両端に歯部３０ａが形成されたものである。そして、シャーシ１側には、前記ギ
ヤプレート３０の歯部３０ａが噛合するピニオンギヤ３１を定位置回転自在に軸支してい
る。また、前記ロック解除レバー２８，２９には、前記ピニオンギヤ３１が噛合するラッ
クギヤ３２を設けている。したがって、押釦５をスプリング２７の付勢力に抗して押すと
、その押釦５と一体に移動するギヤプレート３０の歯部３０ａに噛合したピニオンギヤ３
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１が回転し、その回転力が前記ラックギヤ３２を介して前記ロック解除レバー２８，２９
に伝達されることにより、当該ロック解除レバー２８，２９が相反する方向（広がる方向
）に移動する。これにより、ロックピン２６が背圧付勢力に抗してロック穴２５から後退
する方向に移動すると共に、ポストピン押え部材２２が巻回ばね２４の付勢力に抗してポ
ストピン２０のロック解除方向に移動するようになっている。
【００３０】
　以上において、前記回転軸９には、前記ボックス支持ブラケット１０，１１の側面に摺
接して前記回転軸９と一体回動する板ばね３３（図８，図１０参照）が連結されている。
この板ばね３３には前記ボックス支持ブラケット１０，１１に摺接する係合凸部（図示せ
ず）が形成されている。また、前記ボックス支持ブラケット１０，１１には、ディスプレ
イモニタ３の略垂直展開位置で前記係合凸部を弾性係合させるための係合凹部３４が設け
られている。これにより、ディスプレイモニタ３を略垂直展開位置でも前記板ばね３３に
よる弱い力で軽ロック保持することができる。
【００３１】
　一方、シャーシ１の後部側裏面には、前記再生機構内蔵ボックス２の後方位置で回路基
板３５が取り付けられている。また、前記再生機構内蔵ボックス２の後端には、当該再生
機構内蔵ボックス２内に吸気口を連通させたファン３６が取り付けられている。このファ
ン３６は、前記再生機構内蔵ボックス２内で発生する熱を吸引し外部に放出して前記再生
機構内蔵ボックス２内を冷却するもので、そのファン３６の空気吐出口は、前記回路基板
３５と反対方向に開口させている。また、前記シャーシ１側の片方の固定ブラケット８に
は減速ギヤ機構３７（図４参照）が設けられている。この減速ギヤ機構３７が有する小径
歯車部には、片方のボックス支持ブラケット１１に設けられたギヤプレート３８を噛合さ
せている。これにより、ディスプレイモニタ３をロック解除時に緩やかに下降回動させる
ことができる。
【００３２】
　図１１はこの発明の実施の形態１による映像再生装置のカバー部材を示す外観斜視図、
図１２は図１１の裏面図である。
　シャーシ１に取り付けるカバー部材４は、押釦挿入孔部４０と、再生機構内蔵ボックス
２およびディスプレイモニタ３の折畳展開動作を許容する窓穴４１と、前記回路基板３５
および前記ファン３６を覆って収納するボックス状の覆い収納部４２とを有するフレーム
形状に樹脂材で一体形成されている。また、前記カバー部材４において、その後部の覆い
収納部４２内には、前記ファン３６の空気吐出口に連通する熱風排気用の通風路４３が設
けられている。また、前記覆い収納部４２には前記通風路４３から外部に熱風を排出する
ための排気口４４が設けられている。このように、再生機構内蔵ボックス２内の発熱をフ
ァン３６で吸引して外部に強制排出する構成としたことにより、前記再生機構内蔵ボック
ス２に内蔵された再生機構を効率良く冷却することができる。
【００３３】
　次に動作について説明する。図１３および図１４は動作説明図である。
　再生機構内蔵ボックス２およびディスプレイモニタ３のそれぞれが折畳収納位置にロッ
ク保持された状態において、押釦５を押すと、これに追従動作するギヤプレート３０でピ
ニオンギヤ３１が回転することにより、そのピニオンギヤ３１に噛合したラックギヤ３２
を介してロック解除レバー２８，２９が相反する方向に移動する。これにより、ポストピ
ン押え部材２２がポストピン２０のロック解除方向に回動すると同時に、ロックピン２６
がロック穴２５から離脱する方向に後退移動する。これにより、再生機構内蔵ボックス２
およびディスプレイモニタ３のロックが解除されると、まず、ディスプレイモニタ３が自
重で回転軸９を中心として一定の傾斜角度まで下降回動し、それに追従して再生機構内蔵
ボックス２が同じく自重で前記回転軸９を中心として下降回動する。このとき、再生機構
内蔵ボックス２は、そのポストピン２０がピンガイド孔２１の下端に係合する位置まで自
重で下降する。ここで、ポストピン２０がピンガイド孔２１の下端に係合した時点では、
ディスプレイモニタ３は使用位置まで展開されておらず、その途中で停止した状態に保持
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される。
【００３４】
　その停止状態から人為的操作で前記ディスプレイモニタ３を使用位置まで開くと、回動
レバー１８のレバーピン１９でスライドレバー１２，１３が前進方向に押し動かされる。
そのスライドレバー１２，１３の前進により、それらの先端でポストピンロック爪２３が
巻回ばね２４の付勢力に抗する方向に押圧回動させられる。これにより、前記ポストピン
ロック爪２３は、前記ピンガイド孔２１の下端に係合したポストピン２０を前記ピンガイ
ド孔２１の下端に押さえ込んでロックする。したがって、前記再生機構内蔵ボックス２は
、ディスク挿入口２ａが斜め下方に開口した所定傾斜角度の展開使用位置で機械的に強固
にロック保持されて耐震性が向上する。一方、ディスプレイモニタ３は、ボックス支持ブ
ラケット１０，１１の係合凹部３４に板ばね３３が係合することにより、略垂直方向の中
間展開位置もしくは前記レバーピン１９がスライドレバー１２，１３の湾曲孔部１７ａ前
端に係合することによる最大傾斜角度の展開位置で保持される。
【００３５】
　このような再生機構内蔵ボックス２およびディスプレイモニタ３の展開状態からディス
プレイモニタ３を折畳回動させると、その折畳方向に回転軸９と一体回動する回動レバー
１８のレバーピン１９によって、スライドレバー１２，１３が引張ばね１６の付勢力に抗
する方向に後退移動させられる。そのスライドレバー１２，１３の後退移動に追従してポ
ストピンロック爪２３が巻回ばね２４による付勢力でピンガイド孔２１から逃げる方向に
回動する。これにより、ポストピン２０のロックが解除される。次いで、ディスプレイモ
ニタ３を折畳収納位置まで回動し続けると、そのディスプレイモニタ３で再生機構内蔵ボ
ックス２が折畳方向に押されることにより、ポストピン２０がピンガイド孔２１に沿って
上昇移動する。その上昇移動時には、前記ポストピン２０の先端でポストピン押え部材２
２が付勢力に抗する方向に押し広げられ、そのポストピン押え部材２２先端の凹欠嵌合部
２２ａを前記ポストピン２０が通過して前記ピンガイド孔２１の上端に係合すると、前記
ポストピン押え部材２２が自らの付勢力で前記ポストピン２０を係合する方向に回動して
当該ポストピン２０の前記凹欠嵌合部２２ａが嵌まり込む。これにより、前記再生機構内
蔵ボックス２は折畳収納位置で前記ポストピン押え部材２２により機械的に強固にロック
保持される。これと同時に、前記ディスプレイモニタ３が収納位置まで折畳回動させられ
ると、そのディスプレイモニタ３両側のロック穴２５にロックピン２６が嵌入係合して前
記ディスプレイモニタ３がロック保持される。
【００３６】
　以上説明した実施の形態１によれば、ディスプレイモニタ３後端側の回転軸９に対しシ
ャーシ１と前記ディスプレイモニタ３との間に配置された再生機構内蔵ボックス２の後端
側をボックス支持ブラケット１０，１１を介して回動自在に支持するように構成したので
、前記回転軸９を中心として前記ディスプレイモニタ３および前記再生機構内蔵ボックス
２をそれぞれの自重で順次下降回動させることができる。そして、前記再生機構内蔵ボッ
クス２の両側面における前記回転軸９の前方離間位置にポストピン２０を突設し、このロ
ックピン２０を、シャーシ１側の固定ブラケット７，８に設けたピンガイド孔２１にスラ
イド可能に貫通させて外方に突出させ、前記再生機構内蔵ボックス２の折畳・展開方向へ
の回動時に前記ピンガイド孔２１に沿って移動する前記ポストピン２０の先端でポストピ
ン押え部材２２を前記固定ブラケット７，８の外側面に当接させる方向の付勢力に抗して
回動させ、前記ポストピン押え部材２２の先端（自由端）を前記ポストピン２０が上昇方
向に通過した時点で当該ポストピン２０が前記ピンガイド孔２１の上端に係合するように
構成したので、前記ポストピン２０が前記ピンガイド孔２１の上端に係合した時点で前記
ポストピン押え部材２２を付勢力で回動させて前記ポストピン２０を機械的にロックする
ことができ、このため、再生機構内蔵ボックス２を折畳収納位置で強固にロック保持する
ことができるという効果がある。
【００３７】
　また、上記実施の形態１によれば、前記ディスプレイモニタ３にあっても、当該ディス
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プレイモニタ３を折畳収納位置でロックピン２６によって機械的にロックすることができ
るという効果がある。さらに、押釦５を押すだけで、ポストピン押え部材２２によるポス
トピン２０のロック解除とロックピン２６によるディスプレイモニタ３のロック解除を同
時に行うことができるという効果がある。さらには、それらのロック解除後における再生
機構内蔵ボックス２の自重下降で前記ピンガイド孔２１の下端に係合したポストピン２０
は、ディスプレイモニタ３を展開使用位置に回動させることで、その回動動作に関連応動
して前進するスライドレバー１２，１３の先端で回動させられるポストピンロック爪２３
によって機械的にロックすることができるという効果がある。さらには、減速ギヤ機構３
７によって、再生機構内蔵ボックス２の自重による下降動作を緩やかに行わせることがで
きるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】この発明の実施の形態１による映像再生装置の折畳状態を示す外観斜視図である
。
【図２】図１の開放展開状態を示す外観斜視図である。
【図３】図１のカバー部材を取り外した状態を示す斜視図である。
【図４】図３の平面図である。
【図５】図３のディスプレイモニタを開いて再生機構内蔵ボックスを省いた状態を示す斜
視図である。
【図６】図５のポストピン付近の拡大斜視図である。
【図７】図５の平面図である。
【図８】図３のディスプレイモニタおよびシャーシ側固定ブラケットを省いて再生機構内
蔵ボックスを閉じた状態を示す斜視図である。
【図９】図８の側面図である。
【図１０】図８のポストピン押え部材を省いた状態を示す斜視図である。
【図１１】この発明の実施の形態１による映像再生装置のカバー部材を示す斜視図である
。
【図１２】図１１の裏面図である。
【図１３】この発明の実施の形態１による映像再生装置の動作説明図である。
【図１４】この発明の実施の形態１による映像再生装置の動作説明図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　シャーシ、２　再生機構内蔵ボックス、２ａ　ディスク挿入口、３　ディスプレイ
モニタ（映像表示ユニット）、４　カバー部材、５　押釦（ロック解除操作機構）、６　
ディスク、７，８　固定ブラケット、９　回転軸、１０，１１　ボックス支持ブラケット
、１２，１３　スライドレバー、１４　ガイドピン、１５　ガイド長孔、１６　引張ばね
、１７　ガイド孔、１７ａ　湾曲孔部、１７ｂ　直線孔部、１７ｃ　逃げ孔部、１８　回
動レバー、１９　レバーピン、２０　ポストピン、２１　ピンガイド孔、２２　ポストピ
ン押え部材（第２のポストピンロック手段）、２２ａ　凹欠嵌合部、２３　ポストピンロ
ック爪（第１のポストピンロック手段）、２４　巻回ばね、２５　ロック穴、２６　ロッ
クピン（映像表示ユニットロック手段）、２７　スプリング、２８，２９　ロック解除レ
バー（ロック解除操作機構）、３０　ギヤプレート、３１　ピニオンギヤ、３２　ラック
ギヤ、３３　板ばね、３４　係合凹部、３５　回路基板、３６　ファン、３７　減速ギヤ
機構、３８　ギヤプレート、４０　押釦挿入孔部、４１　窓穴、４２　覆い収納部、４３
　通風路、４４　排気口。
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