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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面の一部に開口部を有する筐体と、
　所定の回動軸線回りの回動によって、前記開口部に選択的に露出する第１の面と第２の
面とを有するドア部と、
　コネクタを有し、前記第１の面に設けられたクレードルと、
　を備えた電子機器。
【請求項２】
　前記クレードルは、前記第１の面に直交するクレードル回動軸線回りに、第１の姿勢と
第２の姿勢との間で回動可能に構成されていることを特徴とする請求項１記載の電子機器
。
【請求項３】
　前記第１の面は、前記開口部を囲繞する面に対し、同じ高さの面又は突出した面である
ことを特徴とする請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第１の姿勢は、前記クレードルの全体が前記第１の面の範囲内に収まる姿勢であり
、前記第２の姿勢は、前記クレードルの一部が前記第１の面の範囲外に張り出す姿勢であ
ることを特徴とする請求項２又は請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第１の面と前記第２の面とは、前記回動軸線を中心とする直円柱を前記回動軸線に
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平行な平面で切断した切断面のうちの互いに交わらない二つの切断面として設定されてい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第１の面と前記第２の面とは、前記回動軸線に直交する方向の幅が同じであること
を特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記ドア部の横断面形状は略扇形状であることを特徴とする請求項１～６のいずれか１
項に記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第１の面と前記第２の面とは、前記第１の面が露出しているときは前記第２の面が
非露出で、かつ、前記第２の面が露出しているときは前記第１の面が非露出となるように
、前記開口部に選択的に露出することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器に係り、特に携帯端末装置を装着できる電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　音声又は画像を再生する携帯端末装置が普及している。
　この携帯端末装置としては、大別して、主に音楽再生を行う小型のもの（例えば、長手
が約１００ｍｍ、短手が約４０ｍｍの携帯音楽プレーヤ）、通信機能を有し対角４インチ
程度の表示デバイスを有するもの（例えばスマートフォンと称される携帯電話）、対角１
０インチ程度の表示デバイスを有するタブレット型のもの、などがある。
　これらの携帯端末装置は、外部との間で音声又は映像の信号授受を行う端子部を有して
いる。
【０００３】
　携帯端末装置は、出力音声に関しては、主としてヘッドホンで聴取するように構成され
、スピーカは備えていないか、備えていても小さいものとされている。
　出力画像に関しては、ポータブル性重視のため画面サイズの拡大化には限界がある。
　そのため、大音量若しくは高品位の再生音を聴きたい、又はより大画面で画像を楽しみ
たい、というユーザ要望があり、それに応えるため、上記端子部に接続可能なコネクタ構
造を有して携帯端末装置を保持できるクレードルを備えた電子機器が販売されている。
　この電子機器の一例が特許文献１に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２００７－５２３４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電子機器では、携帯端末装置を装着していない状態でも、接続のためのコネクタ
やその周辺に造作された携帯端末装置を装着するための形状が常に露出している。
【０００６】
　そのため、コネクタに予期せぬ過剰な外力が加わって接続に支障が生じることが懸念さ
れると共に電子機器の外観品位を高く維持することが難しいという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、携帯端末装置を装着していない状態でも、
コネクタに外力が加わる虞がなく、外観品位が高く維持できる電子機器を提供することに
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本願発明は手段として次の構成を有する。
１）表面の一部に開口部(1k)を有する筐体(1)と、
　所定の回動軸線(CL11)回りの回動によって、前記開口部(1k)に選択的に露出する第１の
面(11b)と第２の面(11a)とを有するドア部(11)と、
　コネクタ(14)を有し、前記第１の面(11b)に設けられたクレードル(15)と、
　を備えた電子機器(50)である。
２）　前記クレードル(15)は、前記第１の面(11b)に直交するクレードル回動軸線(CL15)
回りに、第１の姿勢と第２の姿勢との間で回動可能に構成されていることを特徴とする１
）に記載の電子機器(50)である。
３）　前記第１の面(11b)は、前記開口部(1k)を囲繞する面(7a)に対し、同じ高さの面又
は突出した面であることを特徴とする２）に記載の電子機器(50)である。
４）　前記第１の姿勢は、前記クレードル(15)の全体が前記第１の面(11b)の範囲内に収
まる姿勢であり、前記第２の姿勢は、前記クレードル(15)の一部が前記第１の面(11b)の
範囲外に張り出す姿勢であることを特徴とする２）又は３）に記載の電子機器(50)である
。
５）　前記ドア部(11)は、所定の回動軸線(CL11)の回りに回動すると共に、前記第１の面
(11b)と前記第２の面(11a)とは、前記回動軸線(CL11)を中心とする直円柱を前記回動軸線
(CL11)に平行な平面で切断した切断面のうちの互いに交わらない二つの切断面として設定
されていることを特徴とする１）～４）のいずれか一つに記載の電子機器(50)である。
６）　前記第１の面(11b)と前記第２の面(11a)とは、前記回動軸線(CL11)に直交する方向
の幅が同じであることを特徴とする１）～５）のいずれか一つに記載の電子機器(50)であ
る。
７）　前記ドア部(11)の横断面形状は略扇形状であることを特徴とする１）～６）のいず
れか一つに記載の電子機器(50)である。
８）　前記第１の面(11b)と前記第２の面(11a)とは、前記第１の面(11b)が露出している
ときは前記第２の面(11a)が非露出で、かつ、前記第２の面(11a)が露出しているときは前
記第１の面(11b)が非露出となるように、前記開口部(1k)に選択的に露出することを特徴
とする請求項１）～７）のいずれか１つに記載の電子機器(50)である。
                                                                        
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の電子機器によれば、携帯端末装置を装着していない状態でも、コネクタに外力
が加わる虞がなく、外観品位が高く維持できる、という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の電子機器の実施例における基本状態を示す外観斜視図である。
【図２】本発明の電子機器の実施例における接続状態を示す外観斜視図である。
【図３】本発明の電子機器に用いるコネクタ構造を説明するための基本状態を示す断面図
である。
【図４】本発明の電子機器に用いるコネクタ構造におけるＰＵ状態を示す断面図である。
【図５】本発明の電子機器に用いるコネクタ構造における自由状態を示す断面図である。
【図６】本発明の電子機器に用いるコネクタ構造における要部部材を説明するための斜視
図である。
【図７】本発明の電子機器の実施例における要部の構造を説明する分解斜視図である。
【図８】本発明の電子機器の実施例における要部の回動動作について説明する模式図であ
る。
【図９】本発明の電子機器の実施例における要部を説明する別の模式図である。
【図１０】本発明の電子機器の実施例において携帯端末装置を装着した状態を示す外観斜
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視図である。
【図１１】本発明の電子機器の実施例における変形例を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態を、好ましい実施例により図１～図１１を用いて説明する。
【００１２】
　本発明の電子機器の実施例は、携帯端末装置接続用のコネクタを備え、そのコネクタに
携帯端末を接続可能としたコントロール装置５０である。
　このコントロール装置５０と図示しない左右一対のスピーカシステムとを含めて携帯端
末対応オーディオシステムが構成され、コントロール装置５０単体又は携帯端末対応オー
ディオシステムとして販売される。
【００１３】
　図１は、コントロール装置５０の基本状態を示している。
　図１において、コントロール装置５０の正面側，背面側，左側，右側，天側，及び地側
については、それぞれ指示した側で定義する。
　コントロール装置５０は、大別して、携帯端末装置が装着できない基本状態と装着可能
な接続状態との二つの態様を取り得る（詳細は後述する）。
【００１４】
　図１において、コントロール装置５０は、正面カバー１Ｆと背面カバー１Ｒとが組み合
わされ左方から見た形状が略Ｌ字状とされた筐体１と、信号処理回路などを搭載し筐体１
の内部に収納された回路部２と、を有している。
　筐体１の天面ＴＭには、外部入力及びヘッドホン出力の各端子を有する天面端子部３が
設けられている。
　筐体１の背面（図１の紙面裏側）ＨＭには、サブウーファーを含むスピーカ出力及び映
像出力の各主力端子と、ＤＣ電源入力及びアンテナ入力の各入力端子と、ＵＳＢ端子など
のその他の端子を含む背面端子部４（符号のみ図示）が設けられている。
【００１５】
　筐体１の正面側は、概ね三つの部分で構成されている。
　具体的には、基準面ＫＭである底面ＢＴＭに連接しほぼ底面ＢＴＭから垂直に立ち上が
る面Ｍ１を有するフロント部５と、面Ｍ１に連接し、背面ＨＭに向かって底面ＢＴＭとほ
ぼ平行に延在する面Ｍ２を有する棚部６と、面Ｍ２に連接し、天面ＴＭに向かって立ち上
がる面Ｍ３を有するドック部７と、の三つの部分である。
　面Ｍ２と面Ｍ３とは、所定の曲率Ｒで滑らかに連接されている。
　面Ｍ３は、基準面ＫＭに対して直交する面であってもよいが、底面ＢＴＭから離れるほ
ど背面ＨＭに近づく方向に傾斜していることが望ましい。
【００１６】
　コントロール装置５０では、図１に示される角度θａが７５°とされ、ドック部７がや
や上方を向くように傾斜している。
　棚部６の右方側の領域には、このコントロール装置５０を操作するための複数の操作ボ
タンからなる操作部８が配設されている。操作ボタンとしては、電源入切，入力選択，再
生コンテンツの送り／戻りなどがある。
【００１７】
　ドック部７は、全体に平坦であるが、２つの部分を分割して認識できるよう意匠的に仕
切られている。
　具体的には、所定の幅Ｗ１をもって天地方向に延在するライン部９が設けられている。
ライン部９は、例えば別部材で他の部分と異なる部分として認識できる仕上げとされて嵌
め込まれている。ライン部９は、別部材でなくても、同一部材上で表面粗さや塗装などを
変えて他の部分と区別されるようにされていてもよい。
　ライン部９は、他のドック部７の表面よりも突出していてもよいが、同一面又は凹んだ
面であることが望ましい。
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　ドック部７にライン部９を設けたことにより、ドック部７は、ライン部９に対して左方
側の左ドック領域ＤＲ１と右ドック領域ＤＲ２との二つの領域を視認把握できるようにな
っている。
【００１８】
　ライン部９は、ドック部７の左右方向の中央に設けられていてもよいが左右いずれかの
偏った位置に設けられていることが望ましい。
　図１に示すコントロール装置５０においては、右方に偏った位置に設けられている。
　従って、右ドック領域ＤＲ２よりも左ドック領域ＤＲ１の方が、大きな面積を有してい
る。
【００１９】
　ライン部９の天地方向のほぼ中央には開口部９ｋが形成されている。
　開口部９ｋには、ライン部９とは別部材で設けられ指で押し込み可能な押し込み部１０
が配設されている。
　この押し込み部１０を押すことでラッチ（後述）が外れ携帯端末装置を装着するための
コネクタ（後述）が外部に露出されるようになっている。その詳しい構造は後述する。
【００２０】
　右ドック領域ＤＲ２には、概ね矩形の開口部１ｋが設けられている。この開口部１ｋに
は、矩形形状で他の部位とは異なる部材で形成されたドア部１１が臨めるように配設され
ている。
　このドア部１１を押すことでラッチ（後述）が外れて回動し、携帯端末装置を装着する
ための他のコネクタ（後述）が外部に露出するようになっている。その詳しい構造は後述
する。
　基本状態で、ドア部１１は、化粧面１１ａが露出している。
【００２１】
　コントロール装置５０は、左ドック領域ＤＲ１及び右ドック領域ＤＲ２にそれぞれ一つ
ずつ携帯端末装置を接続することができるようになっている。また、所定範囲内の形状を
有する携帯端末装置をそれぞれ保持できるようになっている。
　このように、本実施形態においては、一例として、２台の携帯端末装置を接続できるコ
ントロール装置５０を説明する。
　コントロール装置５０は、ライン部９が右方に偏って設けられているので、左ドック領
域ＤＲ１の面積が広く、右ドック領域ＤＲ２よりも大きな携帯端末を保持できるようにな
っている。例えば、タブレット型の携帯端末を接続して保持できる。
　一方、右ドック領域ＤＲ２は、小型の携帯音楽プレーヤやスマートフォンなどの携帯端
末装置を接続し良好に保持できるようになっている。
　左ドック領域ＤＲ１には、タブレット型の携帯端末を保持する際の傷付き防止や滑り防
止のために、ゴムやスポンジなどからなる当て部材１２がドック部７に一ヶ所、棚部６に
二ヶ所設けられている。
　当て部材１２は、携帯端末と筐体１とが直接当接しないように、筐体１の表面からわず
かに突出した当て面を有するように設けられている。
　図１に示す基本状態で、ドック部７は、当て部材１２を除き、ライン部９及びドア部１
１を含め凹凸のないほぼ同一の平面となるように構成されている。
【００２２】
　図２は、コントロール装置５０の接続状態を示している。
　図１及び図２を用いて基準状態から接続状態への移行についても説明する。
【００２３】
　図１に示す基準状態において、押し込み部１０を指で押し込むと、ラッチの係止が解除
され、押し込み部１０は後述する付勢部材の付勢力によりドック部７の表面よりも突出す
るように飛び出すようになっている。
　押し込み部１０には一体的にコネクタ１３が取り付けられており、この飛び出しにより
コネクタ１３が外部に露出する。
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　従って、コネクタ１３は、筐体１に対して出没するようになっており、通常状態で筐体
１の内部に収納され、接続状態において外部に露出するようになっている。
　コネクタ１３は露出した状態で一側方に向け突出するようになっている。
　コントロール装置５０では、左方に向け突出している。
　従って、左ドック領域ＤＲ１に装着される携帯端末装置は、それが特殊な形状の場合を
除き、ライン部９より右方に張り出すことはない。
　すなわち、コネクタ１３に接続する携帯端末装置の形状やサイズが異なっていても、右
ドック領域ＤＲ２の装着に影響を与えることなく、左ドック領域ＤＲ１に装着することが
できる。
【００２４】
　一方、ドア部１１における右側端部付近を指で押し込むと、図示しないラッチによるド
ア部１１の係止が解除されて回動し、化粧面１１ａとは別の、クレードル支持面１１ｂが
露出するようになっている。すなわち、化粧面１１ａ（第２の面）とクレードル支持面（
第１の面）１１ｂとが選択的に露出するようになっている。
　クレードル支持面１１ｂ上には、携帯端末装置を接続可能なコネクタ１４を一体的に備
えたクレードル１５が回動軸線ＣＬ１５（後述）を中心として回動可能に支持されている
。
　従って、コネクタ１４は、筐体１に対して出没するようになっており、通常状態で筐体
１の内部に収納され、接続状態において外部に露出するようになっている。
　コントロール装置５０において回動軸線ＣＬ１５はクレードル支持面１１ｂと平行な線
として設定されている。
　また、コントロール装置５０の接続状態において、クレードル支持面１１ｂは、ドック
部７の表面とほぼ同一の平面となるように設定されている。詳しくは、右ドック領域ＤＲ
２において、クレードル支持面１１ｂは、ドック部７におけるドア部１１を囲う面である
囲繞面７ａとほぼ同一の平面となっている。
【００２５】
　以上の説明において、接続状態は、便宜的にコネクタ１３とコネクタ１４との両方が筐
体１に対して外部に露出する状態として説明したが、各コネクタ１３，１４それぞれは、
独立して、筐体１の内部に隠れた基本状態と外部に露出した接続状態とをとり得るもので
ある。
【００２６】
　次に各コネクタ１３，１４の出没構造について詳述する。
【００２７】
＜コネクタ１３の出没構造＞
　まず、図３～図６を用いてコネクタ１３の出没構造について詳述する。
　コネクタ１３の出没は、コネクタ接続部ＣＳにより実現している。
　図３は、図１におけるＡ－Ａ断面図である。図３においてＣホルダ１８（後述）につい
ては、理解容易のため断面図ではなく平面図としている。
【００２８】
　図３において、コネクタ接続部ＣＳは、ベース体としてのコネクタボックス（以下、Ｃ
ボックス）１６と、Ｃボックス１６の内部に収められて一軸方向（図３の左右方向）に移
動可能とされたスライダ１７と、スライダ１７に磁力により吸着されるコネクタホルダ（
以下、Ｃホルダ）１８と、付勢部材としての一対のコイルスプリング１９Ａ，１９Ｂと、
ラッチ装置２０と、を有して構成されている。
【００２９】
　Ｃボックス１６は、図３における右方側が開放された概ね箱状に形成されている。
　Ｃボックス１６は樹脂材で形成されている。材料例はＡＢＳ（アクリロニトリル・ブタ
ジエン・スチレン）樹脂である。
　Ｃボックス１６の底面１６ａには、図３の上下方向（以下、天地方向）に離隔して一対
の筒状部１６ａ１，１６ａ２が形成されている。また、各筒状部１６ａ１，１６ａ２には
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それぞれ貫通孔１６ｋ１，１６ｋ２が形成されている。
　底面１６ａにおける一対の筒状部１６ａ１，１６ａ２の間の部分には、貫通する開口部
１６ｃが形成されると共に、ラッチ装置２０が取り付けられている。
　Ｃボックス１６の開放端側は雄ねじＮＪによりライン部９の裏面側に締結されている。
　Ｃボックス１６の一対の内側面１６ｓ１，１６ｓ２における開放端に近い部位には、対
向する内側面に接近するよう突出するリブ１６ｂ１，１６ｂ２が形成されている。
【００３０】
　スライダ１７は、平板状の基部１７ｋと、基部１７ｋの裏側面１７ｋｒ（図３の左側の
面）に天地方向に離隔して設けられた一対のボス１７ａ１，１７ａ２と、を有して形成さ
れている。
　スライダ１７は樹脂材で形成され、材料例はＡＢＳ樹脂である。
　裏側面１７ｋｒにおいて、一対のボス１７ａ１，１７ａ２の間の部分には、起立した腕
部１７ｂ及び貫通する開口部１７ｃが形成されている。
　基部１７ｋの表側面１７ｋｈ側には、天地方向に離隔して一対のマグネット１７ｄ１，
１７ｄ２が埋め込まれている。
　マグネット１７ｄ１，１７ｄ２の天地方向の両外側には、一対のダボ穴１７ｅ１，１７
ｅ２が形成されている。
【００３１】
　次に図６も併せて参照してＣホルダ１８について詳述する。
【００３２】
　Ｃホルダ１８は樹脂材で形成されている。材料例はＡＢＳ樹脂である。
　Ｃホルダ１８は、図３の紙面に沿う方向に延在する概ね平板状の基部１８ｋと、基部１
８ｋの一端縁から直角方向に延出する平面状の押し込み部１０と、基部１８ｋの一端側に
押し込み部１０と同方向でほぼ平行に突出して設けられたコネクタ１３と、基部１８ｋの
他端縁から天方向，地方向，及び図３の紙面手前方向に延出した三つの鍔部１８ａ～１８
ｃと、を有して形成されている。
【００３３】
　基部１８ｋには、他端縁側から一端側に向け、所定の範囲を矩形状で欠落させた切り欠
き部１８ｄが形成されている。切り欠き部１８ｄの一端側の端部１８ｄ１は、押し込み部
１０の外表面１０ｓから距離Ｄ１８の位置とされている。
　鍔部１８ａと鍔部１８ｂとは、図６の奥側においても基部１８ｋから張り出して連結し
ている。
　鍔部１８ａ～１８ｃ及び基部１８ｋの他端側は、平坦な端面１８ｋｔとされており、こ
の端面１８ｋｔには天地方向に離隔して一対の磁性体１８ｆ１，１８ｆ２が埋め込まれて
いる。磁性体の例は鉄板である。
　一対の磁性体１８ｆ１，１８ｆ２の天地方向の両外側には、一対のダボ１８ｅ１，１８
ｅ２が形成されている。
　また、Ｃホルダ１８の内部には、基部１８ｋの他端側端面に設けられた開口部１８ｇ（
図６参照）からコネクタ１３まで連通する開口経路が形成されており、一端側がコネクタ
１３に接続されたケーブル２１が開口部１８ｇを介して外部に引き出されている。ケーブ
ル２１の他端側は、回路部２に接続されている。
　コイルスプリング１９Ａ，１９Ｂは、それぞれ筒状部１６ａ１，１６ａ２に外挿され、
一端側が底面１６ａに当接し、他端側がスライダ１７の基部１７ｋの裏側面１７ｋｒに当
接しており、両端が当接した状態で常に圧縮されるように寸法が設定されている。
【００３４】
　以上説明した各部材は、次のように組み合わされている。まず、図３に示す基本状態を
基に説明する。
【００３５】
　Ｃボックス１６の筒状部１６ａ１，１６ａ２における一対の貫通孔１６ｋ１，１６ｋ２
には、スライダ１７の一対のボス１７ａ１，１７ａ２がそれぞれ挿入されており、スライ
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ダ１７はＣボックス１６に対して図３の左右方向に移動可能とされている。
　スライダ１７の腕部１７ｂは、ラッチ装置２０と係合している。
　ラッチ装置２０は、Ｌ字状の腕部１７ｂが右方から左方に押し込まれた際に腕部１７ｂ
の先端と係合して腕部１７ｂを保持する。この状態から再度腕部１７ｂが左方に押し込ま
れると、係合を解除して腕部１７ｂを開放するよう構成されている。
　従って、図３に示す基本状態において、腕部１７ｂはラッチ装置２０に係合して保持さ
れており、スライダ１７は、図３における右方向の移動が禁止されている。
【００３６】
　スライダ１７に設けられたマグネット１７ｄ１，１７ｄ２と、Ｃホルダ１８の一対の磁
性体１８ｆ１，１８ｆ２とは、それぞれが互いに対応する位置に設けられている。
　そして両者は磁力により互いに吸引し、スライダ１７の基部１７ｋの表側面１７ｋｈと
、Ｃホルダ１８の端面１８ｋｔとが当接するようになっている。
　また、この基本状態において、押し込み部１０の外表面１０ｓは、ライン部９の外表面
９ｓと段差がなく同じ平面に含まれるよう寸法等が設定されている。
【００３７】
　基本状態において、ユーザが指などで押し込み部１０を図３の左方に押し込むと、ラッ
チ装置２０の係合が解除され、腕部１７ｂが開放される。すると、スライダ１７は、コイ
ルスプリング１９Ａ，１９Ｂの付勢力によりＣホルダ１８を伴ったまま図３の右方に移動
する。
　スライダ１７が所定距離移動すると、スライダ１７の基部１７ｋにおける天地方向の両
端部にＣボックス１６のリブ１６ｂ１，１６ｂ２がそれぞれ当接してスライダ１７の移動
を規制する。すなわち、リブ１６ｂ１，１６ｂ２はスライダ１７の移動を規制する規制部
材（スライダ規制部）として機能する。
【００３８】
　図４は、この移動が規制された状態を示している。以下、この状態をポップアップ状態
（ＰＵ状態）と称する。
　ＰＵ状態において、Ｃホルダ１８の切り欠き部１８ｄは、開口部９ｋから外部側には露
出しないようになっている。
　具体的には、切り欠き部１８ｄのコネクタ１３側の端部１８ｄ１が、外表面９ｓよりも
内部側に位置するようになっている。
【００３９】
　ＰＵ状態において、当て部材１２の頂点とコネクタ１３の中心軸線ＣＬ１３との距離Ｈ
２は、コネクタ１３に接続可能であって左ドック領域ＤＲ１に保持可能な携帯端末装置の
うち、最も装着頻度が高いと思われる装置の外面とコネクタの中心軸線との距離に対応さ
せてある。
　コネクタ１３の天地方向位置も、最も装着頻度が高いと思われる装置の地側の面が棚部
６の当て部材１２に当接するように設定されている。
　従って、Ｃホルダ１８をＰＵ状態にし、装着したい携帯端末装置を当て部材１２に当接
させてスライド移動させれば、コネクタ１３を容易に携帯端末装置のコネクタに装着させ
ることができる。
【００４０】
　ＰＵ状態において、Ｃホルダ１８に対し、更に図４の右方に移動させるべくマグネット
１７ｄ１，１７ｄ２の磁力に抗する力を加えると、Ｃホルダ１８はスライダ１７から分離
して移動し、自由な状態（以下、自由状態とも称する）になる。
　図５は、この自由状態において、Ｃホルダ１８が最も外部に露出するよう図４の右方に
移動させた状態から若干内部側に位置している状態を示している。最も外部に露出させた
状態を、最突出状態と称する。
【００４１】
　図５に対する最突出状態（ＰＵ状態も含む）は、Ｃホルダ１８の鍔部１８ａ～１８ｃの
図５の右側面とライン９の内側面９ｎとが当接した状態であり、スライダ１７の表側面１
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７ｋｈ，リブ１６ｂ１，１６ｂ２，Ｃボックス１６の内側面１６ｓ１，１６ｓ２，及びラ
イン９の内側面９ｎで概ね囲まれた空間Ｖ１が形成されている。
　Ｃホルダ１８は、少なくともスライダ１７がリブ１６ｂ１，１６ｂ２に当接した自由状
態において、ライン部９の開口部９ｋから外側に外れてしまわないように各鍔部１８ａ～
１８ｃの形状及び開口部９ｋの開口寸法などが設定されている。
　従って、Ｃホルダ１８は、鍔部１８ａ～１８ｃが空間Ｖ１内にある限りにおいて如何な
る姿勢も自由にとることができる。
　すなわち、スライダ１７の表側面１７ｋｈ，リブ１６ｂ１，１６ｂ２，Ｃボックス１６
の内側面１６ｓ１，１６ｓ２とライン９の内側面９ｎとは、自由状態のＣホルダ１８が取
り得る位置及び姿勢を所定の範囲で空間的に規制する規制部として機能している。
　また、切り欠き部１８ｄが形成されていることから、開口部９ｋに対して天地方向で距
離Ｈ１８だけ隙間が生じている。
　従って、この距離Ｈ１８の分、コネクタ１３の位置を天地方向に移動させることができ
る。
　これにより、Ｃホルダ１８の位置や姿勢の取り得る範囲がより拡張し、左ドック領域Ｄ
Ｒ１に装着する携帯端末装置へのコネクタ１３の装着がより容易になり、左ドック領域Ｄ
Ｒ１において、より様々な形状の携帯端末装置を保持できる。
【００４２】
　最突出状態からＰＵ状態へ移行させる場合は、Ｃホルダ１８を図５の左方へ移動させる
。これにより、一対のマグネット１７ｄ１，１７ｄ２とこれらに対応した一対の磁性体１
８ｆ１，１８ｆ２との間の磁気的吸引力によりほぼ所定の相対位置となるよう両者が吸引
し合い、最終的にダボ穴１７ｅ１，１７ｅ２にそれぞれダボ１８ｅ１，１８ｅ２が嵌合し
て両者は位置決めされつつ一体化する。
　更に、ＰＵ状態から基本状態への移行は、スライダ１７と一体化したＣホルダ１８を更
に押し込めばよい。この押し込みによりラッチ装置２０がスライダ１７の腕部１７ｂを保
持して基本状態となる。
【００４３】
　上述したコネクタ１３の出没構造によれば、基本状態でＣホルダ１８の外表面１０ｓが
周囲の面と同一面とされ、凹又は凸になっていないので外観品位が向上している。
　ＰＵ状態では、コネクタ１３が所定の突出位置で保持されているので、その所定の位置
に適合する携帯端末装置のコネクタ接続が極めて容易になっている。
　スライダ１７からＣホルダ１８が分離した自由状態では、Ｃホルダ１８が自由な姿勢を
取り得て、またコネクタ１３の位置も所定範囲の空間内に自由に位置させることができる
ので、様々なサイズや形状の携帯端末装置をコネクタ接続することが可能となっている。
例えば、カバー等が装着されることによって厚くなった携帯端末装置など、異形状の携帯
端末装置を接続することが可能となっている。
　また、Ｃホルダ１８の突出量が所定量として規制される最突出状態が設定されているの
で、予期せぬ外力付与においてもＣホルダ１８を必要以上に突出させてしまう虞がなく、
破壊やケーブルの断線が防止される。
　また、自由状態においても、Ｃホルダ１８を指で摘んだユーザは、マグネットによる磁
気吸引力を感じつつＣホルダ１８を所望の姿勢にすることができ、ユーザは極めて良好な
操作感触を得ることができる。
【００４４】
＜コネクタ１４の出没構造＞
　次に、図７～図９を主に用いてコネクタ１４の出没構造について詳述する。
　コネクタ１４の出没は、ドア回動部ＤＫにより実現している。
　図７は、ドア回動部ＤＫの構造を説明する分解斜視図である。
【００４５】
　ドア回動部ＤＫは、横断面形状が概ね円弧なる半管状に形成されたドアボックス部３１
と、ドアボックス部３１に係合しドアボックス部３１内の空間において所定の軸線回りに
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回動するドア部１１と、を含んで構成されている。
【００４６】
　ドアボックス部３１は、両端部に壁部３１ａ，３１ｂが形成されている。ドアボックス
部３１の内周面３１ｃは中心軸線ＣＬ３１を中心とする円周面の一部として形成されてい
る。
　一方の壁部３１ａには、中心軸線ＣＬ３１を中心とする円弧状のスリット３１ｄが形成
されている。
　壁部３１ａにおけるスリット３１ｄの一方の端部の近傍には、ラッチ装置３１ｆが取り
付けられており、ラッチ装置３１ｆの近傍にはリブ３１ｇが形成されている。
　また、壁部３１ａには、中心軸線ＣＬ３１と平行な中心軸線ＣＬ３１ａ回りに回動する
ピニオン３１ｅ１を有する粘性ダンパ３１ｅが設けられている。
　壁部３１ａ，３１ｂには、中心軸線ＣＬ３１を中心とした円弧状部３１ｈ１，３１ｈ２
をそれぞれ含む切り欠き部３１ｈａ，３１ｈｂが形成されている。
　開放端側には、外方に張り出すと共に貫通孔を有するリブ３１ｊが複数設けられている
。このリブ３１ｊは、ドア回動部ＤＫを正面カバー１Ｆ（図７には図示せず）にネジ固定
するために利用される。
【００４７】
　ドア部１１は、横断面形状が概ね扇形状を呈する柱体として形成されている。
　具体的には、ドア部１１は、平面状でほぼ凹凸のない化粧面１１ａを有する化粧面部１
１Ａと、化粧面１１ａを含む平面と仮想交線ＣＬ１１で交わると共に角度θｂをなす平面
内に形成されたクレードル支持面１１ｂを有するクレードル支持部１１Ｂと、仮想交線Ｃ
Ｌ１１を中心とした円弧状の周面１１ｃを有する周面部１１Ｃと、仮想交線ＣＬ１を中心
とした周面１１ｃよりも小径の円弧状であって周面１１ｃと対向する端面１１ｄを有する
端面部１１Ｄと、両端部を塞ぐ壁面１１ｅ，１１ｆをそれぞれ有する壁面部１１Ｅ，１１
Ｆと、を有して構成されている。
　角度θｂは、例えば２５°である。
【００４８】
　クレードル支持部１１Ｂには、概ね平面を呈するクレードル支持面１１ｂに対して突出
してクレードル１５が設けられている。
　クレードル１５は、側面視形状が略Ｌ字状を呈して形成されており、クレードル支持面
１１ｂに近接対向する基部１５ｋと基部１５ｋからほぼ直角に折れ曲がった棚部１５ｔと
を有して形成されている。
　棚部１５ｔには、基部１５ｋとほぼ平行に突出するようにコネクタ１４が取り付けられ
ている。
　基部１５ｋの一方の側面部分には、図７の矢印ＤＲ１６方向に所定のストロークで出入
り可能とされたガイド部１６が設けられている。
　この出入りの操作では所定間隔でクリック感が得られるようになっている。
　また、出入りの禁止と許容を選択するロック機構が設けられていてもよい。
　一端側がコネクタ１４に接続されたケーブル２２は、クレードル１５の内部を通り、後
述する筒状の軸部１１ｈ２を通り外部に引き出されている。ケーブル２２の他端側は回路
部２に接続される。
【００４９】
　クレードル１５は、棚部１５ｔとは反対側の端部側に設定されたクレードル回動軸線Ｃ
Ｌ１５（以下、単に回動軸線ＣＬ１５と称する）回りに回動するようになっている。回動
軸線ＣＬ１５は、クレードル支持面１１ｂに対して直交する軸線として設定されている。
つまり、クレードル１５は、クレードル支持面１１ｂが選択的に露出されている状態にお
いて、クレードル支持面１１ｂと平行な面内で回動可能になっている。ドア回動部ＤＫに
おいては、図７に示した姿勢から反時計回り（図７の矢印ＤＲ１５方向）に約９０°回動
するように構成されている。
　詳しくは０°と９０°の位置でクリック感が付与されると共に、その姿勢を、外部付与
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の所定の回動力以下において維持するよう保持される。
　以下、図７に示すクレードルの姿勢を縦姿勢と称し、９０°回動した姿勢を横姿勢と称
することとする。
　クレードル１５は、縦姿勢において、全体がクレードル支持面１１ｂ内に収まるように
なっている。また、クレードル１５は、縦姿勢で、ドア部１１の回動において他部材と干
渉しない形状とされている。なお、縦姿勢のときにドア部１１の回動において他部材と干
渉しない形状とされているのは一例であり、クレードル１５が取り得る姿勢のいずれかで
、ドア部１１の回動において他部材と干渉しない形状となっていればよい。
　また、クレードル１５を９０°回動した横姿勢の状態で、その棚部１５ｔ側が、クレー
ドル支持面１１ｂから横方向に張り出すようになっている。
　また、コントロール装置５０において、クレードル１５の横姿勢を許容するために、ク
レードル支持面１１ｂは、囲繞面７ａに対して少なくとも凹んでないように形成される。
換言すれば、同一面か突出面かのいずれかの面とされている。
　このようなクレードル支持面１１ｂによって、クレードル１５がクレードル支持面１１
ｂと平行な面内で回動可能に支持されている。そのため、クレードル１５は、クレードル
支持面１１ｂが選択的に露出されている状態において、囲繞面７ａによって制限されるこ
となく回動することができる。
なお、クレードル支持面１１ｂが囲繞面７ａに対して突出面とされている場合、クレード
ル１５の回動を制限しないようにするために、クレードル支持面１１ｂと囲繞面７ａとは
平行になっていることが好ましい。
【００５０】
　ドア部１１には、仮想的に回動軸線ＣＬ１１が設定されており、壁面１１ｅには回動軸
線ＣＬ１１を中心軸とする軸部１１ｈが突出形成されている。
　壁面１１ｆにも回動軸線ＣＬ１１を中心軸とする筒状の軸部１１ｈ２が形成されている
。
　回動軸線ＣＬ１１は、ドア回動部ＤＫとして組み立てた状態で中心軸線ＣＬ３１と一致
するように設定されている。
　回動軸線ＣＬ１１は、ドック部７の傾斜角度と同じに設定されている。詳しくは、囲繞
面７ａと平行に設定されている。
　ドア部１１における回動軸線ＣＬ１１の設定位置については後述する。
　軸部１１ｈには一体的にギア１１ｇが形成されている。
　また、壁面１１ｅにおける周面部１１Ｃ側には、ボス１１ｊが立設している。
　ボス１１ｊには、磁性材料で形成された磁性片１１ｊ１が取り付けられている。
　ボス１１ｊには、ラッチ装置３１ｆに係止され得る腕部１１ｎが設けられている。
　軸部１１ｈには、付勢部材としてのねじりコイルバネ１１ｋのコイル部が嵌め込まれて
おり、一方の腕１１ｋ１がボス１１ｊに係止され、他方の腕１１ｋ２は自由状態になって
いる。
　軸部１１ｈの先端には平ワッシャー１１ｍがネジ止めされ、ねじりコイルバネ１１ｋが
抜けないようになっている。
【００５１】
　ドア部１１は、ボス１１ｊをドアボックス部３１のスリット３１ｄに、内側から挿通し
（一点鎖線ＬＮ１参照）、軸部１１ｈを円弧状部３１ｈａに係合させ、軸部１１ｈ２を円
弧状部３１ｈｂに係合させることでドアボックス部３１に組み合わされる。
　この状態で、ギア１１ｇはピニオン３１ｅ１に噛合するようになっている。
　更に、ねじりコイルバネ１１ｋの腕１１ｋ２をリブ３１ｇに引っ掛ける。これにより、
ドア部１１は、図７の中心軸線ＣＬ３１に対して時計回り方向（図７における矢印ＤＲ１
１方向）に付勢される。
　この時計回り方向の回動は、ボス１１ｊがスリット３１ｄの右端に当接することで規制
される。
【００５２】
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　ドア回動部ＤＫは、正面カバー１Ｆの裏面側に取り付けられる。
　ドア回動部ＤＫが取り付けられた状態で、ドア部１１の化粧面１１ａ又はクレードル支
持面１１ｂが開口部１ｋから臨まれるようになっている。
　その際、筐体１の開口部１ｋとの間はほぼ隙間無く、開口部１ｋの周囲の面と凹凸なく
ほぼ同一面となるように設定されている。
　ドア部１１がねじりコイルバネ１１ｋで付勢されて最も矢印ＤＲ１１方向に回動した状
態で、磁性片１１ｊ１が、それに対応して筐体１の裏面に設けられたマグネット（図示せ
ず）に極近接又は当接するようになっている。
　従って、ドア部１１の右縁部を指で押し込もうとした場合、ねじりコイルバネ１１ｋの
付勢力と図示しないマグネットによる磁力との合力以上の力を付与した場合にドア部１１
は、反時計回り方向（矢印ＤＲ１１の反対方向）に回動する。
　角度θｂが２５°の場合、ドア部１１を１５５°回動させると開口部１ｋに臨まれる面
を化粧面１１ａとクレードル支持面１１ｂとの間で切り替えることができる。なお、ドア
部１１の横断面形状が概ね扇形状を呈する柱体として形成しているため、ドア部１１を、
１８０°より小さい１５５°回動させるだけで、開口部１ｋに臨まれる面を化粧面１１ａ
とクレードル支持面１１ｂとの間で切り替えることができる。
【００５３】
　図８（ａ），（ｂ）は、この回動について説明する模式図である。図７も併せて用いて
以下説明する。
　図８（ａ）は、図７に示すドア部１１の姿勢に対応し、ドア部１１が最も時計回り方向
に回動した状態を天面側から見た模式図である。
　図８（ｂ）は、ドア部１１が最も反時計回り方向に回動した状態を天面側から見た模式
図である。
【００５４】
　図８（ｂ）の状態で、ボス１１ｊの腕部はねじりコイルバネ１１ｋの付勢力に抗してラ
ッチ装置３１ｆに係止されており、この姿勢でドア部１１は保持されている。
　図８（ｂ）の状態で、ドア部１１における化粧面１１ａの右方側を矢印ＤＲＰの方向に
一回押すと、ラッチ装置３１ｆによる腕部の係止が解除され、ねじりコイルバネ１１ｋの
付勢力によりドア部１１は時計回りに回動し、図８（ａ）の状態に移行する。
【００５５】
　図８（ａ）の状態におけるクレードル支持面１１ｂと図８（ｂ）の状態における化粧面
１１ａとは同じ位置にある。
　従って、図８（ａ）の状態においてドック部７の囲繞面７ａと化粧面１１ａとクレード
ル支持面１１ｂとがほぼ同一面になり、図８（ｂ）の状態においてドック部７の囲繞面７
ａと化粧面１１ａとがほぼ同一面になる。
　これは、図８（ａ）に示すように、回動軸線ＣＬ１１の位置を、回動軸線ＣＬ１１から
化粧面１１ａ迄の距離Ｌ１１ａと、クレードル支持面１１ｂ迄の距離Ｌ１１ｂと、が等し
くなるように設定していることによる。
　更に、回動軸線ＣＬ１１の位置は、対向する周面部１１ｃと周面部１１ｄとの間の距離
の中点に位置している。
　すなわち、回動軸線ＣＬ１１を中心として同じ半径Ｒで周面部１１ｃと周面部１１ｄと
が形成されている。
　これにより、開口部１ｋに対する化粧面１１ａとクレードル支持面１１ｂとの位置が、
天・地・左・右・正・背方向で互いに異なることがない。
　従って、各面１１ａ，１１ｂと開口部１ｋとの各隙間を小さくすることができ、外観品
位をより向上させることができる。
　ドア回動部ＤＫでは、ドアボックス部３１の内周面３１ｃも、回動軸線ＣＬ１１を中心
とする円弧状に形成されている。
【００５６】
　図９は、図８（ａ）の状態からクレードル１５を回動軸ＣＬ１５に対して時計回り方向
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に９０°回動させた状態を天面側から見た模式図である（図７参照）。
　図９から明らかなように、図８（ａ）の状態、すなわち、囲繞面７ａとクレードル支持
面１１ｂとがほぼ同一面になった状態でクレードル１５を回動させた場合、図９に示すよ
うにクレードル１５の棚部１５ｔが囲繞面７ａに重なるように回動が可能であり、支障な
く横姿勢をとることができる。
【００５７】
　以上詳述したコネクタ１４の出没構造によれば、コネクタ１４を有するクレードル１５
が露出した状態も収納された状態でも、化粧面１１ａ及びクレードル支持面１１ｂが周囲
の囲繞面７ａとほぼ同一の面内に位置している。これにより、外観品位が向上する。また
、クレードル１５を回動させた際に、クレードル１５がクレードル支持面１１ｂの範囲外
に張り出すことができる。すなわち、このように回動した横姿勢で形状設定が可能となる
。
【００５８】
　図１０は、上述したコネクタ接続部ＣＳ及びドア回動部ＤＫを備えた電子機器の例であ
るコントロール装置５０に、携帯端末装置を接続して保持した状態を示す外観斜視図であ
る。
　コントロール装置５０の左ドック領域ＤＲ１にはタブレット型の携帯端末装置ＴＳ１が
装着され、右ドック領域ＤＲ２にはスマートフォン型の携帯端末装置ＴＳ２が装着された
状態を示している。
　このように、コントロール装置５０は、一台で異なる形状の携帯端末装置ＴＳ１，ＴＳ
２を同時に装着することができる。
　また、左ドック領域ＤＲ１にはコネクタ１３の位置が所定空間範囲で自由になるコネク
タ接続部ＣＳを備えているので、様々な形状、特に厚さの異なる携帯端末装置を接続可能
になっている。
　また、右ドック領域ＤＲ２にはコネクタ１４の位置を縦姿勢と横姿勢との異なる姿勢で
も保持でき、回動に伴い囲繞面７ａにはみ出すクレードル１５を備えているので、様々な
形状の携帯端末装置を接続可能になっている。
　実施例のコントロール装置５０は、携帯端末装置を装着していない状態で、接続のため
のコネクタやその周辺に造作された携帯端末装置を装着するための形状を露出させること
なく、筐体内に格納できる。
　そのため、コネクタに予期せぬ過剰な外力が加わって接続に支障が生じる虞がなく、ま
た、電子機器の外観品位を高く維持することができる。
【００５９】
　本発明の実施例は、上述した構成及び手順に限定されるものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲において変形例としてもよいのは言うまでもない。
【００６０】
　コネクタ接続部ＣＳは、コントロール装置５０などの電子機器のみに適用されるもので
はなく、被接続装置に対してコネクタ接続して保持する機器であれば限定されずに適用が
可能である。
【００６１】
　ドア部１１における角度θｂは２５°に限らず、任意に設定できる。
　実施例において化粧面１１ａとクレードル支持面１１ｂとして説明したドア部１１にお
ける二つの露出面１１ａ，１１ｂは、回動軸線ＣＬ１１側から見た際に、回動軸線ＣＬ１
１を中心とする円弧を設定したときの、互いに交わらない二つの弦として設定されている
。
　別の言い方によれば、化粧面１１ａとクレードル支持面１１ｂとは、回動軸線ＣＬ１１
を中心とする直円柱を回動軸線ＣＬ１１に平行な平面で切断した切断面の内の互いに交わ
らない二つの切断面として設定されている。
　これにより、二つの露出面１１ａ，１１ｂの内の大きい方が臨める大きさの開口部を設
けておけば、二つの面を選択的に露出させることができる。
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　また、二つの弦を、互いに長さが等しい弦とするとより望ましい。コントロール装置５
０はこの例である。
　これにより、二つの露出面１１ａ，１１ｂの大きさが同じとなり、開口部１ｋに対する
隙間が同じになるよう設定できる。すなわち、露出面１１ａ，１１ｂと開口部との隙間を
最小に設定できる。よって、コントロール装置５０の外観品位がより向上する。
【００６２】
　ドア部１１の回動の駆動力として付勢部材を用いなくてもよい。実施例では付勢部材と
してねじりコイルバネ１１ｋを用いた構造を説明したが、指で押すなどして回動させる構
造でもよい。
　この構造において、ドア部１１の重心Ｇは、次のように設定してもよい。
　図１１（ａ），（ｂ）を用い変形例として詳述する。
【００６３】
　図１１（ａ），（ｂ）は、ドア部１１の変形例を説明するための模式図である。
　図１１（ａ）は、ドア部１１のみを左方から見た側面図であり、図１１（ｂ）は、図１
１（ａ）の矢視Ｙ１図である。
【００６４】
　図１１（ａ）において、ドア部１１の回動軸線ＣＬ１１は、コントロール装置５０の基
準面ＫＭ（底面ＢＴＭ）に対して正面背面方向に角度θａ傾いて設定されている。この角
度θａは、ドック部７の囲繞面７ａの傾斜角度と同じである。
【００６５】
　この構成において、回動軸線ＣＬ１が鉛直に対して傾いているので、重力の分力によっ
てドア部１１を図１１（ｂ）における反時計回り方向に回動させる回転モーメントが生じ
、自由状態でドア部１１は矢印ＤＲ１１Ａ方向に回動する。
　重心Ｇの位置は、回動軸線ＣＬ１１を含み図１１（ｂ）において重心Ｇを通る水平線で
示される面上の回動軸線ＣＬ１１からできるだけ離れた位置に設定すると、分力により生
じる回転モーメントがより大きくなり、ドア部１１が良好に回動するので好ましい。
　例えば、ドア部１１の重心Ｇは周面部１１Ｃの近傍に設定されているとよい。
　これにより、クレードル支持面１１ｂが露出している状態から化粧面１１ａが露出した
状態への動作の一部が重力の作用により実行されるので、ユーザの操作の負担が軽減する
。また、動力にモータを用いた場合もモータ負荷が軽減して省電力となる。
　具体例としては、ドア回動部ＤＫに、クレードル支持面１１ｂが露出した状態と化粧面
１１ａが露出した状態とをそれぞれ保持する保持手段（ラッチ装置など）を設ける。そし
て、クレードル支持面１１ｂが保持された状態でその保持を解除すると、ドア部１１は回
転モーメントがゼロになる位置まで所定の角度（例えば約９０°）を自然に加速回動する
。残りの角度は指で回動させて化粧面１１ａが露出した状態で保持手段で保持させる。
【符号の説明】
【００６６】
１　筐体
１ｋ　開口部
１Ｆ　正面カバー
１Ｒ　背面カバー
２　回路部
３　天面端子部
４　背面端子部
５　フロント部
６　棚部
７　ドック部
７ａ　囲繞面
８　操作部
９　ライン部
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９ｋ　開口部
９ｎ　内側面
９ｓ　外表面
１０　押し込み部
１０ｓ　外表面
１１　ドア部
１１ａ　化粧面
１１Ａ　化粧面部
１１ｂ　クレードル支持面
１１Ｂ　クレードル支持部
１１ｃ　周面
１１Ｃ　周面部
１１Ｄ　端面部
１１Ｅ，１１Ｆ　壁部
１１ｇ　ギア
１１ｈ，１１ｈ２　軸部
１１ｋ　ねじりコイルバネ
１１ｋ１，１１ｋ２　腕
１１ｊ　ボス
１１ｍ　平ワッシャ
１１ｎ　腕部
１２　当て部材
１３，１４　コネクタ
１５　クレードル
１６　Ｃボックス
１６ａ　底面
１６ａ１，１６ａ２　筒状部
１６ｂ１，１６ｂ２　リブ
１６ｃ　開口部
１６ｋ１，１６ｋ２　貫通孔
１６ｓ１，１６ｓ２　内側面
１７　スライダ
１７ａ１，１７ａ２　ボス
１７ｂ　腕部
１７ｃ　開口部
１７ｄ１，１７ｄ２　マグネット
１７ｅ１，１７ｅ２　ダボ穴
１７ｋ　基部
１７ｋｈ　表側面
１７ｋｒ　裏側面
１８　Ｃホルダ
１８ａ～１８ｃ　鍔部
１８ｄ　切り欠き部
１８ｄ１　端部
１８ｅ１，１８ｅ２　ダボ
１８ｆ１，１８ｆ２　磁性体
１８ｋ　基部
１８ｋｔ　端面
１８ａ，１８ｂ，１８ｃ　鍔部
１８ｆ１，１８ｆ２　磁性体
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１８ｇ　開口部
１９Ａ，１９Ｂ　コイルスプリング（付勢部材）
２０，３１ｆ　ラッチ装置
２１　ケーブル
３１　ドアボックス部
３１ａ，３１ｂ　壁部
３１ｃ　内周面
３１ｄ　スリット
３１ｅ　粘性ダンパ
３１ｅ１　ピニオン
３１ｇ，３１ｊ　リブ
３１ｈ１，３１ｈ２　円弧状部
３１ｈａ，３１ｈｂ　切り欠き部
５０　コントロール装置
ＣＬ１１　回動軸線
ＣＬ３１　中心軸線
ＣＳ　コネクタ接続部
ＤＫ　ドア回動部
ＤＲ１　左ドック領域
ＤＲ２　右ドック領域
Ｇ　重心
ＫＭ　基準面
Ｍ１～Ｍ３　面
ＮＪ　雄ねじ
ＳＧ　底面
θａ，θｂ　角度
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