
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
上記第１の部材の第１面が上記第２の部材に対向する第１の状態と上記第１の部材の第２
面が上記第２の部材に対向する第２の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように上記第１及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１面及び上記第２面のいずれか一方から選択的に突出すること
ができるように設けられるフック部材を有し、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を有し、
上記第２の部材は第３面及び第４面を有し、
上記穴は上記第３面及び上記第４面の各々に設けられており、
上記連結手段は、各々上記第１の部材を回転可能に支持する互いに平行な２軸を含み、そ
れにより、上記第１の状態では上記第１面及び上記第３面が互いに対向して上記フック部
材が上記第３面の穴に係合し、上記第２の状態では上記第２面及び上記第４面が互いに対
向して上記フック部材が上記第４面の穴に係合する情報処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載の装置であって、
上記第１の部材は上記第１面に表示ユニットを有し、
上記第２の部材は上記第３面にキーボードユニットを有し、
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それにより、上記第１の状態では上記表示ユニット及び上記キーボードユニットが上記第
１及び第２の部材間に閉じ込められ、上記第２の状態では上記表示ユニット及び上記キー
ボードユニットがそれぞれ上記装置の外に向く装置。
【請求項３】
請求項１に記載の装置であって、
上記第１の部材は、該第１の部材内でスライド可能に設けられるスライダを更に有し、
上記フック部材は上記スライダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられ、
上記フック部材は概ね直交するように配置される第１の爪部及び第２の爪部を有し、
それにより、上記第１の状態では上記第１の爪部が上記穴に係合すると共に上記第２の爪
部が上記第１の部材内に位置することができ、上記第２の状態では上記第２の爪部が上記
穴に係合すると共に上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置することができる装置。
【請求項４】
請求項３に記載の装置であって、
上記第１の部材は、上記フック部材をその回転方向に付勢するスプリングを更に有してい
る装置。
【請求項５】
請求項１に記載の装置であって、
上記第１の部材は、該第１の部材内でスライド可能に設けられるスライダを更に有し、
上記フック部材は上記スライダに対して概ね１８０°の範囲で回転可能に設けられ、
上記フック部材は単一の爪部を有している装置。
【請求項６】
請求項１に記載の装置であって、
上記フック部材は概ね反対方向に向く第１及び第２の爪部を有し、
上記第１及び第２の爪部の各々の長さは、上記第１の爪部が上記第１面から突出したとき
に上記第２の爪部が上記第１の部材内に位置し上記第２の爪部が上記第２面から突出した
ときに上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置するように設定され、
上記第１の部材は、上記第１の爪部が上記第１面から突出した状態及び上記第２の爪部が
上記第２面から突出した状態の各々にて上記フック部材をスライド可能に支持する手段を
更に有している装置。
【請求項７】
第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第３面及び第４面を有する第２の部材と、
上記第１面が上記第３面に対向する第１の状態と上記第２面が上記第４面に対向する第２
の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変位することができるように上記第１
及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１面及び上記第２面のいずれか一方から選択的に突出すること
ができるように設けられるフック部材を有しており、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を上記第３面及び上記第４面の各々に
有している情報処理装置。
【請求項８】
第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
上記第１の部材の第１面が上記第２の部材に対向する第１の状態と上記第１の部材の第２
面が上記第２の部材に対向する第２の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように上記第１及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１の部材内にスライド可能に設けられるスライダと、該スライ
ダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられるフック部材と、該フック部材をその
回転方向に付勢するバネとを有しており、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を有しており、
上記フック部材は概ね直交するように配置される第１の爪部及び第２の爪部を有しており
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、
それにより、上記第１の状態では上記第１の爪部が上記穴に係合すると共に上記第２の爪
部が上記第１の部材内に位置することができ、上記第２の状態では上記第２の爪部が上記
穴に係合すると共に上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置することができる情報処理
装置。
【請求項９】
請求項８に記載の装置であって、
上記第２の部材は第３面及び第４面を有し、
上記穴は上記第３面に設けられており、
上記連結手段は、各々上記第１の部材を回転可能に支持する互いに直交する２軸を含み、
それにより、上記第１の状態では上記第１面及び上記第３面が互いに対向して上記フック
部材が上記穴に係合し、上記第２の状態では上記第２面及び上記第３面が互いに対向して
上記フック部材が上記穴に係合する装置。
【請求項１０】
請求項９に記載の装置であって、
上記第１の部材は上記第１面に表示ユニットを有し、
上記第２の部材は上記第３面にキーボードユニットを有し、
それにより、上記第１の状態では上記表示ユニット及び上記キーボードユニットが上記第
１及び第２の部材間に閉じ込められ、上記第２の状態では上記表示ユニットが上記装置の
外に向く装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は情報処理装置（又は単なる装置）及び該装置に適用可能なフック機構（又は係合
機構）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯に適する情報処理装置として、第１の部材（例えば表示ユニットを有するカバー）と
、第２の部材（例えばキーボードユニットを有する装置本体）と、第１及び第２の部材を
連結する連結部材とを備えた装置が知られている。第１の部材が第２の部材に対して閉じ
た状態は、その装置の持ち運びに際してのキーボードユニット及び表示ユニットの保護に
適しており、第１の部材が第２の部材に対して開いた状態は、キーボードユニット及び／
又は表示ユニットを用いたその装置の使用に適している。
【０００３】
このような装置に適用可能な従来の単純なフック機構としては、第１及び第２の部材の一
方に変位可能なフック部材を設け、他方にフック部材が係合すべき穴を形成したものが知
られている。第１の部材を第２の部材に対して閉じた状態でフック部材を穴に係合させる
ことによりその閉じた状態が維持されるので、その装置の持ち運びが容易になり、また、
フック部材の穴への係合を解除することにより、第１の部材を第２の部材に対して開くこ
とができる。
【０００４】
近年においては、スタイラス（尖筆）を用いて入力を行うことができる情報処理装置が実
用化されている。その装置では、表示ユニットの表面に透明なタッチパネルが設けられて
おり、スタイラスの先端をタッチパネルに接触させることにより、入力が行われあるいは
キーボード入力が補助される。また、スタイラスからの磁気を検出する電磁誘導方式のデ
ジタイザを使用するタッチパネルもある。このデジタイザは、例えばＬＣＤの下に配置さ
れ、スタイラスがＬＣＤに触れた際に磁気を発し、その磁気をＬＣＤの下に設けられたデ
ジタイザが検出し、ディスプレイ上でポイント又は入力をするものである。
【０００５】
スタイラスだけを用いて入力を行う場合、表示ユニットを有する第１の部材が第２の部材
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に対して開いていると、入力をし辛いことがある。そこで、第１の部材が第１面及び第２
面を有しており、表示ユニットが第１面に設けられている場合には、第１面が第２の部材
に対向する第１の状態と第２面が第２の部材に対向する第２の状態とが得られると便利で
ある。即ち、第１及び第２の状態共に第１の部材は第２の部材に対して閉じており、第２
の状態では表示ユニットがその装置の外に向いているので、タッチパネル及びスタイラス
を用いた入力が容易になる。
【０００６】
第１及び第２の状態を得るために、第１及び第２の部材を連結する連結部材が改良され得
る。改良された連結部材は、各々第１の部材を回転可能に支持する互いに平行な２軸を含
み、あるいは、各々第１の部材を回転可能に支持する互いに直交する２軸を含む。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このような改良された連結部材と前述した従来の単純なフック機構とを組み合わせた場合
、フック機構は第１及び第２の状態のいずれか一方においてだけしか閉じた状態を維持す
ることができないので、スタイラスによる入力がし辛くなる等、操作性が悪くなる。
【０００８】
従来の単純なフック機構を２つ用いることによりこの問題を回避することができるが、そ
の場合、構成が複雑になる。
【０００９】
よって、本発明の目的は、異なる２つの閉じた状態を維持することができる２つの部材を
有する簡単な構成の情報処理装置を提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、そのような装置に適用可能なフック機構を提供することにある。
【００１１】
本発明の更に他の目的は以下の説明から明らかになる。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明のある側面によると、第１及び第２の部材並びに連結部材を備えた情報処理装置が
提供される。第１の部材は第１面及び第２面を有する。連結部材は、第１面が第２の部材
に対向する第１の状態と第２面が第２の部材に対向する第２の状態との間で第１及び第２
の部材が相対的に変位することができるように、第１及び第２の部材を連結する。第１の
部材は、第１面及び第２面のいずれか一方から選択的に突出することができるように設け
られるフック部材を有している。第２の部材は、フック部材が係合すべき穴を有している
。
【００１３】
この構成によると、第１及び第２の状態の各々において、第１の部材のフック部材を第２
の部材の穴に係合させることができるので、本発明の目的の１つが達成される。
【００１４】
本発明の望ましい実施形態によると、第２の部材は第３面及び第４面を有し、穴は第３面
及び第４面の各々に設けられており、連結部材は、各々第１の部材を回転可能に支持する
互いに平行な２軸を含む。そのような連結部材は、後で詳しく説明するように、簡単に構
成し得る。第１の状態では第１面及び第３面が互いに対向してフック部材が第３面の穴に
係合し、第２の状態では第２面及び第４面が互いに対向してフック部材が第４面の穴に係
合する。
【００１５】
従って、この場合、表示ユニットを第１の部材の第１面に設け、キーボードユニットを第
２の部材の第３面に設けることにより、第１の状態では表示ユニット及びキーボードユニ
ットが第１及び第２の部材間に閉じ込められ、第２の状態では表示ユニット及びキーボー
ドユニットがそれぞれ装置の外に向く。
【００１６】
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本発明の他の望ましい実施形態によると、第２の部材は第３面及び第４面を有し、穴は第
３面に設けられ、連結部材は、各々第１の部材を回転可能に支持する互いに直交する２軸
を含む。それにより、第１の状態では第１面及び第３面が互いに対向してフック部材が穴
に係合し、第２の状態では第２面及び第３面が互いに対向してフック部材が穴に係合する
。
【００１７】
この場合、従って、表示ユニットを第１の部材の第１面に設け、キーボードユニットを第
２の部材の第３面に設けることにより、第１の状態では表示ユニット及びキーボードユニ
ットが第１及び第２の部材間に閉じ込められ、第２の状態では表示ユニットが装置の外に
向くと共にキーボードユニットが第１及び第２の部材間に閉じ込められる。
【００１９】
本発明の更に他の側面によると、第１面及び第２面を有する第１の部材と、第２の部材と
、第１の部材の第１面が第２の部材に対向する第１の状態と第１の部材の第２面が第２の
部材に対向する第２の状態との間で第１及び第２の部材が相対的に変位することができる
ように第１及び第２の部材を連結する連結手段と、第１及び第２の状態の各々で第１及び
第２の部材を挟み込んだ状態とその挟み込みを解除した状態との間でスライド可能に設け
られるスライダとを備えた情報処理装置が提供される。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して本発明の望ましい実施の形態を詳細に説明する。
【００２７】
以下の実施の形態では、携帯型の情報処理装置を例に説明するが、本発明は他の装置を除
くものではない。情報処理装置以外の電子機器も本発明に含まれる。又、電子機器のみな
らず、電子的な回路等を有さない他の装置にも本発明は適用でき、本発明はそれらを包含
するが、本発明の構成を、携帯型の情報処理装置に適用した場合を例に説明する。
【００２８】
図１乃至図３の各々は本発明による情報処理装置の実施形態を示す斜視図である。この装
置は、ラップトップ型、ノートブック型、その他の携帯型の情報処理装置（パーソナルコ
ンピュータ、ワードプロセッサ等）であり得る。この装置は、装置本体（第２の部材に対
応）２と、カバー（第１の部材に対応）４と、装置本体２及びカバー４を連結する連結部
材又は連結部６とを備えている。
【００２９】
装置本体２は、装置本体２の上面２Ａ及び下面２Ｂをそれぞれ提供するための上ハウジン
グ８及び下ハウジング１０を含む。上ハウジング８には、データの入力等に供されるキー
ボードユニット１２が設けられている。即ち、装置本体２はその上面２Ａにキーボードユ
ニット１２を有している。キーボードユニット１２はこの装置の入力部又は入力装置を構
成する。
【００３０】
尚、“上”及び“下”の語は、図１に示される装置の状態に従って定義される。
【００３１】
カバー４は、カバー４の上面４Ａ及び下面４Ｂをそれぞれ提供するための上ハウジング１
４及び下ハウジング１６を含む。カバー４の下ハウジング１６には、表示及びスタイラス
入力に供される表示ユニット１８が設けられている。即ち、カバー４は、その下面４Ｂに
表示ユニット１８を有している。表示ユニット１８は、例えば、ＬＣＤ（液晶ディスプレ
イ）パネルと、ＬＣＤパネル上に設けられる透明なタッチパネルとを有している。また、
スタイラスからの磁気を検出する電磁誘導方式のデジタイザを使用するタッチパネルもあ
る。このデジタイザは、ＬＣＤの下に配置され、スタイラスがＬＣＤに触れた際に磁気を
発し、その磁気をＬＣＤの下に設けられたデジタイザが検出し、ディスプレイ上でポイン
ト又は入力をするものである。表示ユニット１８はこの装置の表示部、表示装置又はタッ
チ入力装置を構成する。
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【００３２】
カバー４が装置本体２に対して閉じた状態を解除可能に維持するために、カバー４はフッ
ク機構２０を有している。装置本体２及びカバー４の各々は概ね四角平板状であり、フッ
ク機構２０はカバー４の連結部材６とは反対の側の縁部に位置している。フック機構２０
の位置をそのように設定しているのは、カバー４が装置本体２に対して閉じた状態を維持
するためにフック機構２０に作用する力を最小限に抑えるためである。フック機構２０の
構成及び動作の詳細については後述する。
【００３３】
この実施形態では、図４に良く示されるように、連結部材６は、各々カバー４を装置本体
２に対して回転可能に支持するための互いに平行な２つの軸２２及び２４を有するように
、簡単に構成され得る。具体的には、軸２２により連結部材６が装置本体２に対して概ね
１８０°の範囲内で回転可能であり、軸２４によりカバー４は連結部材６に対して概ね１
８０°の範囲内で回転可能である。その結果、カバー４は装置本体２に対して概ね３６０
°の範囲で回転可能である。軸２２及び２４の各々は、カバー４及び装置本体２を回転可
能に支持している。
【００３４】
このような連結部材６の採用により、図１に示されるようにカバー４の下面４Ｂが装置本
体２に対向してカバー４が装置本体２に対して閉じた状態である第１の状態と、図３に示
されるようにカバー４の上面４Ａが装置本体２に対向してカバー４が装置本体２に対して
閉じた状態である第２の状態との間で、装置本体２及びカバー４が相対的に変位すること
ができる。
【００３５】
図１に示される第１の状態では、カバー４の下面４Ｂが装置本体２の上面２Ａに対向し、
図３に示される第２の状態では、カバー４の上面４Ａが装置本体２の下面２Ｂに対向する
。
【００３６】
従って、第１の状態では、キーボードユニット１２及び表示ユニット１８は装置本体２及
びカバー４間に閉じ込められるので、キーボードユニット１２及び表示ユニット１８の保
護が可能になる。
【００３７】
また、第２の状態では、キーボードユニット１２及び表示ユニット１８がこの装置の外に
向くので、例えば装置本体２を下にしてこの装置を手に持ちあるいは机の上に載置するこ
とによって、表示ユニット１８は上を向くことになり、表示ユニット１８を見ながらのス
タイラスによる入力が容易である。
【００３８】
更に、装置本体２及びカバー４の各々と連結部材６との間の回転運動に対して適切な摩擦
を与えることによって、図２に示されるように、第１及び第２の状態の間でカバー４を装
置本体２に対して開いた状態でこれらを維持することができるので、表示ユニット１８を
見ながらのキーボードユニット１２による入力が容易になる。図２に示される状態で、表
示ユニット１８を用いてスタイラスによる入力を行っても良い。
【００３９】
図示はしないが、図１に示される第１の状態からカバー４を概ね１８０°回転させて、キ
ーボードユニット１２及び表示ユニット１８が上を向いた状態でこの装置を使用してもよ
い。
【００４０】
図５の（Ａ）及び（Ｂ）はフック機構の第１実施形態を示す断面図、図６はフック機構の
第１実施形態の主要部を示す分解斜視図である。具体的には、図５の（Ａ）には図１にお
ける５Ａ－５Ａ線に沿ったフック機構２０の断面が示されており、図５の（Ｂ）には図３
における５Ｂ－５Ｂ線に沿ったフック機構２０の断面が示されており、図６にはフック機
構２０の主要部が示されている。
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【００４１】
図６に良く示されるように、フック機構２０は、スライダ２６と、スライダ２６に対して
概ね９０°の範囲で回転可能に設けられる係合部としてのフック部材２８とを含む。スラ
イダ２６は、その上部及び底部が開放された箱型のフレーム３０と、フレーム３０の長手
方向の両端から互いに反対の向きにそれぞれ突出する比較的短いスライディングシャフト
３２及び比較的長いスライディングシャフト３４とを有している。フレーム３０の一方の
側部にはスライドボタン３６が設けられている。
フック部材２８は、概ね直交するように配置される第１の係合部材としての第１の爪部３
８及び第２の係合部材としての第２の爪部４０を有している。爪部３８及び４０は実質的
に互いに鏡像の関係にある。フック部材２８は、更に、フック部材２８の回転中心となる
シャフト４２と、シャフト４２の近傍に形成される突起４６とを有している。
【００４２】
フック部材２８は、その一方の側でシャフト４２を囲むようにスプリング４４を装着され
、シャフト４２の両端をフレーム３０に形成された一対の穴３０Ａ及び３０Ｂに挿入する
ことで、スライダ２６に装着される。スプリング４４は付勢部又は付勢部材を構成する。
【００４３】
フレーム３０の内側には、フック部材２８の回転可能な範囲を概ね９０°に制限するため
のストッパ４８が形成されている。スプリング４４の一端４４Ａはフック部材２８の突起
４６に当接しており、スプリング４４の他端４４Ｂは、フレーム３０の内側に形成された
図示しない段差に当接している。スプリング４４は、その一端４４Ａ及び他端４４Ｂのな
す角度を大きくしようとする弾性復元力によって、第１の爪部３８の背中がストッパ４８
に当接する方向にフック部材２８を付勢している。
【００４４】
長い方のスライディングシャフト３４にはコイルスプリング５０が装着される。
【００４５】
図５の（Ａ）に良く示されるように、カバー４の下ハウジング１６には、カバー４内に突
出する２つのスライダ受け部５２及び５４が形成されている。スライダ２６のスライディ
ングシャフト３２及び３４は、それぞれ、スライダ受け部５２及び５４によりスライド可
能に支持されている。従って、スライダ２６は、カバー４内でスライド可能である。コイ
ルスプリング５０は、スライダ受け部５４とスライダ２６のフレーム３０との間に介在し
ており、従って、コイルスプリング５０は、スライダ受け部５４からスライダ受け部５２
へ向かう方向にスライダ２６を付勢している。
【００４６】
カバー４の上ハウジング１４は、フック部材２８の第２の爪部４０がカバー４の上面４Ａ
から突出することができるように、開口１４Ａを有している。カバー４の下ハウジング１
６は、フック部材２８の第１の爪部３８がカバー４の下面４Ｂから突出することができる
ように、開口１６Ａを有してる。下ハウジング１６における開口１６Ａの周囲の部分は下
に向けて滑らかに湾曲しており、それにより、第１の状態において装置本体２とカバー４
との間に予め定められた間隔が得られている。
【００４７】
装置本体２の上ハウジング８は、フック部材２８の第１の爪部３８が係合すべき被係合部
としての穴部又は穴８Ａを有している。装置本体２の下ハウジング１０は、フック部材２
８の第２の爪部４０が係合すべき被係合部としての穴部又は穴１０Ａを有している。
【００４８】
スライドボタン３６は、例えば図１に示されるように、カバー４の外側に向けられている
。スライドボタン３６は、カバー４の図示しない開口を介してカバー４の内側のスライダ
２６に連結されている。従って、スライドボタン３６を動かすことによって、コイルスプ
リング５０の付勢力に抗してスライダ２６を図５の（Ａ）において左から右に向けて動か
すことができる。
【００４９】
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図２に示される状態から図１に示される第１の状態にするときのフック機構２０の動作を
詳細に説明する。図２に示される状態では、スプリング４４の付勢力により、フック部材
２８の第１の爪部３８の背中がストッパ４８に押し付けられているので、第１の爪部３８
は、開口１６Ａを介してカバー４の下面４Ｂから突出している。このとき、フック部材２
８の第２の爪部４０はカバー４内に位置している。
【００５０】
この状態から図１に示される第１の状態に向けてカバー４を装置本体２に閉じていくと、
第１の爪部３８の外側のテーパが開口８Ａに形成されたテーパに当接し、テーパ同士の摺
動によりフック部材２８に加わる力の向きが変換され、カバー４を装置本体２に対して閉
じようとする力によってコイルスプリング５０が僅かに縮む。その後、第１の爪部３８の
先端が開口８Ａのテーパの先端を通過すると、コイルスプリング５０の縮みが開放され、
図５の（Ａ）に示されるように、第１の爪部３８の内側の水平面が開口８Ａの近くで装置
本体２の上ハウジング８の内面に係止する。このようにしてフック部材２８が開口８Ａに
係合すると、図１に示される第１の状態が維持される。
【００５１】
図１に示される第１の状態から図２に示される状態にする場合には、スライドボタン３６
を用いてスライダ２６をスライドされてコイルスプリング５０を縮ませる。そうすると、
第１の爪部３８の開口８Ａへの係合が解除され、第１の爪部３８は開口８Ａ内を通過する
ことができる。
【００５２】
次に、図２に示される状態から図３に示される第２の状態にするときのフック部材２０の
動作を説明する。図２に示される状態では、スプリング４４の付勢力により第１の爪部３
８の背中がストッパ４８に当接しており、フック部材２８は安定している。スプリング４
４の付勢力に抗する力を指により第１の爪部３８に加えると、第２の爪部４０の背中がス
トッパ４８に当接するまでフック部材２８を回転させることができる。即ち、フック部材
２８は図５の（Ａ）に示される状態から時計周りに９０°回転する。フック部材２８の回
転の結果、第１の爪部３８はカバー４内に位置し、第２の爪部４０がカバー４の上面４Ａ
から開口１４Ａを介して突出することになる。
【００５３】
従って、指により開口１６Ａを塞ぐようにしてこの状態を維持しながら、図３に示される
第２の状態に向けてカバー４を装置本体２に対して閉じて行くと、図５の（Ｂ）に示され
るように、第１の状態を得る場合と同じようにして、第２の爪部４０を装置本体２の下ハ
ウジング１０の開口１０Ａに係合させることができる。従って、フック機構２０により、
図３に示される第２の状態を維持することができる。
【００５４】
図３に示される第２の状態から図２に示される状態にする場合には、スライドボタン３６
を動かすことによりスライダ２６をスライドさせてコイルスプリング５０を縮ませる。そ
うすると、フック部材２８の第２の爪部４０が開口１０Ａを通過することができるように
なるので、カバー４を開けることができる。このとき、カバー４が装置本体２から離れる
と、スプリング４４の付勢力が開放されるので、フック部材２８は自動的に９０°回転し
て図２に示される安定な状態に戻る。
【００５５】
この実施形態において、スプリング４４を用いてフック部材２８を図２に示されるように
安定させているのは、通常、図２に示される状態から図１に示される第１の状態に向けて
カバー４を閉じる動作の方が、図２に示される状態から図３に示される第２の状態に向け
てカバー４を閉じる動作よりも圧倒的に多く行われ、図２に示されるようなフック部材２
８の安定位置が前者の動作に対して有利だからである。
【００５６】
図１に示される第１の状態を維持することができ、且つ、図３に示される第２の状態を維
持することができるようにするために、前述したような従来の単純なフック機構を採用す
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ることが提案されるかも知れない。しかし、この場合、第１の状態を維持するために１つ
のフック機構が必要であり、第２の状態を維持するためにもう１つのフック機構が必要に
なるので、構成が複雑になる。そればかりでなく、第１の状態においては第２の状態を維
持するためのフック機構が邪魔になり、第２の状態においては第１の状態を維持するため
のフック機構が邪魔になるので、装置の操作性が悪くなると共に装置の見栄えが悪くなる
。
【００５７】
これに対して、本実施形態においてカバー４に設けられたフック機構２０では、カバー４
の上面４Ａ及び下面４Ｂのいずれか一方から選択的にフック部材２８が突出することがで
きるように、フック部材２８は第１の爪部３８と第２の爪部４０とを有しているので、第
１及び第２の状態の各々においてフック機構２０を動作させることによって、第１及び第
２の状態のいずれにあってもフック部材２８が装置の外に突出することがなく、装置の操
作性が向上すると共に装置の見栄えが良くなる。
【００５８】
また、フック機構２０を用いて第１及び第２の状態の各々を維持することによって、装置
の持ち運びが便利になる。
【００５９】
更に、フック機構２０を用いて図３に示される第２の状態を維持することにより、図３の
状態で装置を手に持ちあるいは装置を机の上に載置して表示ユニット１８及びスタイラス
を用いて入力を行う場合に、装置の形態の安定性が増し、操作性が向上する。
【００６０】
また、単一部材であるフック部材２８を第１及び第２の状態を維持するために兼用してい
るので、前述したような従来の単純なフック機構を２つ用いる場合と比較して、装置の構
成が簡単になる。
【００６１】
また、フック機構２０を用いて第１及び第２の状態の各々を維持しているときには、フッ
ク部材２８は装置の外側に突出しないので、安全性が確保される。
【００６２】
また、フック部材２８の回転を戻すためにスプリング４４を採用しているので、図２に示
されるようなフック部材２８が待機しているべき位置にフック部材２８を自動的に戻すこ
とができ、操作性が向上すると共に安全性が増す。
【００６３】
以上、図１乃至図６の実施の形態では、フック機構２０として、カバー４側に設けたもの
を説明した。しかし、フック機構２０を装置本体２側に設ける変形も可能である。この場
合は、フック部材２８は、本体２のキーボード側又はキーボードの背面側のいずれかに突
出するように、回転可能に、装置本体４に設けられる。そして、フック部材２８が係合す
る穴１０Ａ及び８Ａがカバー２の両面に設けられる。即ち、カバー４に設けられたフック
機構２０に関する構成と、装置本体２に設けられたフック機構に関連する構成（フックと
係合するもの）を、それぞれ、装置本体２とカバー４側に置き換えて配置すればよい。
【００６４】
また、フック部材２８等の第１の係合部（又は係合部）が係合すべき第２の係合部（又は
被係合部）として穴（又は開口）を例示したが、突起、凹凸、輪等の他の形状を有する第
２の係合部（又は被係合部）も採用可能である。
【００６５】
又、本発明の第１の係合部（又は係合部）の例として、フック部材２８を例示したが、カ
バー４と装置本体２に設けられるものは、両者が係合する関係であればよく、フック部材
と穴である必要はない。図で例示したフック部材である必要はなく、何らかの留め具であ
れば良い。第１の係合部と第２の係合部の関係は、両者が係合すれば良いので、装置本体
２側のハウジング内部にフック部材を設けて、カバー４に設けられた前記フック部材２８
と係合するように構成してもよい。
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【００６６】
図７の（ａ）及び（ｂ）は本発明による情報処理装置の他の実施形態を示す斜視図である
。符号１１１は装置本体を示しており、装置本体１１１は入力操作を行うためのキーボー
ドユニット１１２を有している。符号１１３はカバーを示しており、カバー１１３は、概
略矩形状の板状に形成され、水平な第１の軸１１４により、装置本体１１１に開閉可能に
支持されている。カバー１１３は、第１の軸１１４を中心として閉じた状態で、キーボー
ドユニット１１２に対向する面（表面）に表示ユニット１１５を備えている。
【００６７】
また、カバー１１３は、図７の（ｂ）に示されるように、第１の軸１１４を中心として開
いた状態で、第１の軸１１４に概ね直交する第２の軸１１６を中心として、表面と裏面を
入れ換えるように概ね１８０°回転することができるようになっている。
【００６８】
カバー１１３を第２の軸１１６を中心として反転した状態で、第１の軸１１４を中心とし
てカバー１１３を閉じることにより、図７の（ｂ）に示されるように、表示ユニット１１
５を上に向けた状態で、キーボードユニット１１２の上にカバー１１３が位置するように
なっている。
【００６９】
この装置を使用しない場合には、表示ユニット１１５がキーボードユニット１１２に対面
するようにして、カバー１１３を閉じておくことにより、表示ユニット１１５及びキーボ
ードユニット１１２がカバー１１３によって保護される。
【００７０】
この装置を使用する場合であって、キーボードユニット１１２及びスタイラスを用いて入
力操作を行う場合には、図７の（ａ）に示されるように、カバー１１３を第１の軸１１４
を中心として開いた状態にする。スタイラスのみを用いて入力操作を行う場合には、図７
の（ｂ）に示されるように、カバー１１３を開いた状態から第２の軸１１６を中心として
反転させた後、第１の軸１１４を中心としてカバー１１３を閉じた状態にする。
【００７１】
この装置には、持ち運び等の観点から、カバー１１３を装置本体１１１に対して閉じた状
態を維持するために、図８の（ａ）及び（ｂ）並びに図９に示されるようなフック機構の
第２実施形態が採用されている。
【００７２】
装置本体１１１のハウジング１１７におけるキーボードユニット１１２の両脇には、各々
概略矩形状の貫通した長穴である２つの穴１１８が形成されている。また、カバー１１３
のハウジング１１９における表示ユニット１１５の両脇には、各々矩形状の貫通する長穴
である２つの穴１２０が穴１１８に対応して形成されている。
【００７３】
ハウジング１１９の表面１１９ａに対して反対側の面（裏面）１１９ｂの穴１１８にそれ
ぞれ対応する位置には、各々概略矩形状の貫通する長穴である穴１２１が形成されている
。
【００７４】
符号１２２は各穴１１８に解除可能に係合する係合部材としての爪部１２２ａを有するフ
ック部材（係合部）を表している。フック部材１２２は、凸部１２２ｂを有する弾性部及
び矩形状の穴を有する円柱状の突起１２２ｃを有している。
【００７５】
符号１２３はホルダ部材（スライダ）を表しており、ホルダ部材１２３には軸部材１２４
が一体的に固定されている。ハウジング１１９の内面の穴１２０及び１２１に対応する位
置の近傍には、一対の支持部材１２５が一体的に設けられている。
【００７６】
各支持部材１２５には貫通穴が形成されており、これらの貫通穴に軸部材１２４が挿入さ
れることにより、ホルダ部材１２３がスライド可能に支持されている。
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【００７７】
フック部材１２２は、突起部１２２ｃがホルダ部材１２３の貫通穴１２３ａに挿入された
状態で、つまみ部材１２６がハウジング１１９の側面に形成された貫通穴に外側から挿入
され、更にフック部材１２２の突起部１２２ｃの矩形状の穴に挿入され、反対側からネジ
１２７がつまみ部材１２６の先端に螺合されることにより、ホルダ部材１２３に回転可能
に取り付けられている。
【００７８】
符号１２８は、フック部材１２２を爪部１２２ａが穴１１８に係合するように付勢するコ
イルバネを表している。また、ホルダ部材１２３には、フック部材１２２の凸部１２２ｂ
が係合可能な凹部１２３ｂが形成されている。フック部材１２２には、一対のスリット１
２２ｄが形成されることにより、凸部１２２ｂが弾性的に支持されている。
【００７９】
この情報処理装置を使用しない場合には、つまみ部材１２６を回転してフック部材１２２
の爪部１２２ａが穴１２０を通過して表面（表示ユニット１１５側の面）１１９ａから突
出した状態として、カバー１１３を表示ユニット１１５がキーボードユニット１１２に対
面するように第１の軸１１４を中心として閉じると、フック部材１２２の爪部１２２ａが
コイルバネ１２８の付勢力により穴１１８に係合し、カバー１１３が装置本体１１１に対
して閉じた状態となる。
【００８０】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１２６をコイルバ
ネ１２８の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１２２の爪部１２２ａ
の穴１１８に対する係合が解除される。
【００８１】
この情報処理装置を使用する場合であって、スタイラスを用いて入力操作を行う場合には
、カバー１１３を開いた状態（図７の（ａ）の状態）から第２の軸１１６を中心として反
転させ、つまみ部材１２６を回転してフック部材１２２の爪部１２２ａが穴１２１を通過
して裏面１１９ｂ側に突出した状態とする。
【００８２】
そして、カバー１１３を裏面１１９ｂがキーボードユニット１１２に対面するように第１
の軸１１４を中心として閉じると、フック部材１２２の爪部１２２ａがコイルバネ１２８
の付勢力により穴１１８に係合し、図７の（ｂ）に示されている状態で、カバー１１３が
装置本体１１１に対して閉じた状態となる。
【００８３】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１２６をコイルバ
ネ１２８の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１２２の爪部１２２ａ
の穴１１８に対する係合が解除される。
【００８４】
フック部材１２２は、爪部１２２ａが穴１２０又は穴１２１から突出した状態で、凸部１
２２ｂがホルダ部材１２３の凹部１２３ｂに弾性的に係合する。従って、フック部材１２
２を回転したときの位置決めが確実であり、爪部１２２ａの穴１１８への係合が確実にな
されるようになっている。
【００８５】
この第２実施形態によると、フック部材１２２を１８０°回転させることにより、単一の
爪部１２２ａを、穴１２０又は１２１から選択的に突出させるように構成したので、表示
ユニット１１５が装置本体１１１に対面した状態のみならず、表示ユニット１１５を上に
向けた状態でもカバー１１３を装置本体１１１にロックすることができるようになり、い
ずれの状態においても支障なく持ち運びできるようになる。
【００８６】
また、フック部材１２２の回転により、表示ユニット１１５を上に向けた状態でもフック
部材１２２の爪部１２２ａをハウジング１１９内に収容することができ、フック部材１２
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２の爪部１２２ａが突出していることによる操作に対する支障もなくなる。
【００８７】
また、図８，９のフック部材を、図１乃至図４で説明したカバー４が装置本体２に対して
概ね３６０°回転可能な装置（又は、連結部材６が２軸を有し、カバー４と装置本体が、
それぞれの軸で概ね１８０°回転可能な装置）のフック機構等の係合部に置き換えること
も可能である。図２のカバー４に関して、図８，９のフック機構を、図２，３，５，６の
フック機構２０のフック部材２８及びスライドボタン３６等と置き換えれば良い。
【００８８】
この場合、図２の状態で、表示ユニット１８とキーボードユニット１２を対向させて、装
置を閉じる場合（図１の状態）は、置き換えられた図８，９のフック機構の爪部１２２ａ
を、表示ユニット側に回転させれば、図１の状態で、装置本体２とカバー４をフック機構
で固定できる。
【００８９】
また、図３の状態で閉じる場合（キーボードユニット１２と表示ユニット１８が、背中合
わせになる場合）は、置き換えられた図８，９のフック機構の爪部１２２ａを、表示ユニ
ット１８の反対側に回転させれば、図３の状態で、装置本体２とカバー４をフック機構で
固定できる。
【００９０】
従って、表示ユニット１８とキーボードユニット１２を対向させて装置を閉じる場合と、
キーボード１２と表示ユニット１８が、背中合わせの状態（図３）で閉じる場合の両方に
おいて、フック機構の第２実施形態を利用して、装置本体２とカバー４を固定することが
できる。
【００９１】
また、フック機構を装置本体２側に配置し、フック機構が係合する開口をカバー４に配置
することも可能である。即ち、カバー４側のフック機構に関する構成と、装置本体２側の
開口に関する構成を置き換えればよい。この置き換えの構成は、図７の装置に、本フック
機構の実施の形態を採用する場合でも適用できる。
【００９２】
また、フック部材１２２が係合すべき第２の係合部（又は被係合部）として穴（又は開口
）を例示したが、突起、凹凸、輪等の他の形状を有する第２の係合部（又は被係合部）も
採用可能である。
【００９３】
又、本発明の第１の係合部（又は係合部）の例として、フック部材１２２を例示したが、
カバー４（又は１１３）と装置本体２（又は１１１）に設けられるものは、両者が係合す
る関係であればよく、フック部材と穴である必要はない。図で例示したフック部材である
必要はなく、何らかの留め具であれば良い。第１の係合部（又は係合部）と第２の係合部
（又は被係合部）の関係は、両者が係合すれば良いので、装置本体２（又は１１１）側の
ハウジング内部にフック部材を設けて、カバー４（又は１１３）に設けられた前記フック
部材１２２と係合するように構成してもよい。
【００９４】
図１０の（ａ）及び（ｂ）並びに図１１を参照すると、フック機構の第３実施形態が示さ
れている。
【００９５】
符号１３１は、ハウジング１１７の穴１１８に解除可能に係合する係合部材としての一対
の爪部１３１ａ及び１３１ｂを有するフック部材（係合部）を表している。爪部１３１ａ
及び１３１ｂは概ね互いに直交するように配置されている。フック部材１３１は、中央部
に貫通穴１３１ｃを有しており、また、一対の凹部１３１ｄを有している。
【００９６】
符号１３２はホルダ部材（スライダ）を表しており、ホルダ部材１３２には軸部材１２４
が一体的に固定されている。ホルダ部材１３２は、円柱状の突起部１３２ａ、矩形穴１３
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２ｂ及びバネ取り付け用の一対の突起１３２ｃを有しており、突起１３２ｃには、凸部１
３３ａを有するバネ１３３が取り付けられている。フック部材１３１は、その貫通穴１３
１ｃにホルダ部材１３２の突起部１３２ａを挿入した状態で、ネジ１３４が突起部１３２
ａの先端に螺合されることにより、ホルダ部材１３２に回転可能に支持される。
【００９７】
符号１３５はつまみ部材を表しており、つまみ部材１３５は、一対の係合突起１３５ａを
有しており、各係合突起１３５ａがハウジング１１９の側面に形成された貫通穴１１９ｃ
に外側から挿入され、更にホルダ部材１３２の矩形穴１３２ｂに挿入・係合されることに
より、ホルダ部材１３２に固定される。符号１２８は、フック部材１３１をその爪部１３
１ａ又は１３１ｂが穴１１８に係合するように付勢するコイルバネを表している。
【００９８】
この情報処理装置を使用しない場合には、フック部材１３１を回転してフック部材１３１
の一方の爪部１３１ａが穴１２０を通過して表面（表示ユニット１１５側の面）１１９ａ
から突出した状態とする。そして、カバー１１３を表示ユニット１１５がキーボードユニ
ット１１２に対面するように第１の軸１１４を中心として閉じると、フック部材１３１の
爪部１３１ａがコイルバネ１２８の付勢力により穴１１８に係合し、カバー１１３が装置
本体１１１に対して閉じた状態になる。
【００９９】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１３５をコイルバ
ネ１２８の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１３１の爪部１３１ａ
の穴１１８に対する係合が解除される。
【０１００】
この情報処理装置を使用する場合であって、スタイラスを用いて入力操作を行う場合には
、カバー１１３を開いた状態（図７の（ａ）の状態）から第２の軸１１６を中心として反
転させ、フック部材１３１を回転してフック部材１３１の他方の爪部１３１ｂが穴１２１
を通過して裏面１１９ｂ側に突出した状態とする。そして、カバー１１３を裏面１１９ｂ
がキーボードユニット１１２に対面するように第１の軸１１４を中心として閉じると、フ
ック部材１３１の爪部１３１ｂがコイルバネ１２８の付勢力により穴１１８に係合し、図
７の（ｂ）に示されている状態で、カバー１１３が装置本体１１１に対して閉じた状態に
なる。
【０１０１】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１３５をコイルバ
ネ１２８の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１３１の爪部１３１ｂ
の穴１１８に対する係合が解除される。
【０１０２】
フック部材１３１は、一方の爪部１３１ａが穴１２０から突出した状態又は他方の爪部１
３１ｂが穴１２１から突出した状態で、バネ１３３の凸部１３３ａがフック部材１３１の
凹部１３１ｄに弾性的に係合するので、フック部材１３１を回転したときの位置決めが確
実であり、爪部１３１ａ又は１３１ｂの穴１１８への係合が確実になされるようになって
いる。
【０１０３】
第３実施形態によると、フック部材１３１を概ね９０°回転させることにより、一方の爪
部１３１ａを穴１２０から、又は他方の爪部１３１ｂを穴１２１から選択的に突出させる
ように構成したので、表示ユニット１１５が装置本体１１１に対面した状態のみならず、
表示ユニット１１５を上に向けた状態でもカバー１１３を装置本体１１１にロックするこ
とができるようになり、いずれの状態においても支障なく持ち運びできるようになる。
【０１０４】
また、フック部材１３１の回転により、表示ユニット１１５を上に向けた状態でもフック
部材１３１の爪部１３１ｂをハウジング１１９内に収容することができ、フック部材１３
１の爪部１３１ｂが突出していることによる操作に対する支障もなくなる。
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【０１０５】
また、図１０，１１のフック部材を、図１乃至図４で説明したカバー４が装置本体２に対
して概ね３６０°回転可能な装置（又は、連結部材６が２軸を有し、カバー４と装置本体
が、それぞれの軸で概ね１８０°回転可能な装置）のフック機構等の係合部に置き換える
ことも可能である。図２のカバー４に関して、図１０，１１のフック機構を、図２，３，
５，６のフック機構２０のフック部材２８及びスライドボタン３６等と置き換えればよい
。
【０１０６】
この場合、図２の状態で、表示ユニット１８とキーボードユニット１２を対向させて、装
置を閉じる場合（図１の状態）は、置き換えられた図１０，１１のフック機構の爪部１３
１ａを、表示ユニット側に回転させれば、図１の状態で、装置本体２とカバー４をフック
機構で固定できる。
【０１０７】
また、図３の状態で閉じる場合（キーボードユニット１２と表示ユニット１８が、背中合
わせになる場合）は、置き換えられた図１０，１１のフック機構の爪部１３１ｂを、表示
ユニット１８の反対側に回転させれば、図３の状態で、装置本体２とカバー４をフック機
構で固定できる。
【０１０８】
従って、表示ユニット１８とキーボード１２を対向させて装置を閉じる場合と、キーボー
ドユニット１２と表示ユニット１８が、背中合わせの状態（図３）で閉じる場合の両方に
おいて、フック機構の第３実施形態を利用して、装置本体２とカバー４を固定することが
できる。
【０１０９】
また、フック機構を装置本体２側に配置し、フック機構が係合する開口をカバー４に配置
することも可能である。即ち、カバー４側のフック機構に関する構成と、装置本体２側の
開口に関する構成を置き換えればよい。この置き換えの構成は、図７の装置に、本フック
機構の実施の形態を採用する場合でも適用できる。
【０１１０】
また、フック部材１３１が係合すべき第２の係合部（又は被係合部）として穴（又は開口
）を例示したが、突起、凹凸、輪等の他の形状を有する第２の係合部（又は被係合部）も
採用可能である。
【０１１１】
又、本発明の第１の係合部（又は係合部）の例として、フック部材１３１を例示したが、
カバー４（又は１１３）と装置本体２（又は１１１）に設けられるものは、両者が係合す
る関係であればよく、フック部材と穴である必要はない。図で例示したフック部材である
必要はなく、何らかの留め具であれば良い。第１の係合部（又は係合部）と第２の係合部
（又は被係合部）の関係は、両者が係合すれば良いので、装置本体２（又は１１１）側の
ハウジング内部にフック部材を設けて、カバー４（又は１１３）に設けられた前記フック
部材１３１と係合するように構成してもよい。
【０１１２】
図１２の（ａ）及び（ｂ）並びに図１３を参照すると、フック機構の第４実施形態が示さ
れている。
【０１１３】
符号１４１は、ハウジング１１７の穴１１８に解除可能に係合する係合部材としての一対
の爪部１４１ａ及び１４１ｂを有するフック部材（係合部）を表している。爪部１４１ａ
及び１４１ｂは、互いに反対方向に突出するように形成されており、中央の本体部には貫
通する丸穴１４１ｃが形成されている。
【０１１４】
符号１４２はホルダ部材（スライダ）を表しており、ホルダ部材１４２は一対の矩形状の
枠部材を一体的に固着してなり、上下に溝１４２ａを有している。ホルダ部材１４２には
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軸部材１４３が一体的に固定されている。軸部材１４３の先端部１４３ａは先細に形成さ
れている。
【０１１５】
ハウジング１１９の内面の穴１２０及び１２１に対応する位置の近傍には、一対の支持部
材１４４及び１４５が設けられている。支持部材１４４には、上下に一対の貫通穴１４４
ａ及び１４４ｂが形成されており、支持部材１４５には溝１４５ａが形成されており、貫
通穴１４４ａ及び１４４ｂのいずれか一方及び溝１４５ａに軸部材１４３が挿入されるこ
とにより、ホルダ部材１４２がスライド可能に支持されている。
【０１１６】
フック部材１４１は、フック部材１４１の本体部がホルダ部材１４２の枠部材の内側に位
置し、爪部１４１ａ及び１４１ｂが溝１４２ａを貫通して上下に突出するように配置され
ることにより、ホルダ部材１４２の内側でスライド可能に支持されている。符号１４６は
コイルバネを表しており、コイルバネ１４６は、フック部材１４１をホルダ部材１４２の
内側で、爪部１４１ａ又は１４１ｂが穴１１８に係合する方向に付勢する。
【０１１７】
ハウジング１１９の側面には、図１２の（ｂ）及び図１３に示されるように、概略Ｕ字又
はＶ字を横向きにしたような形状の切溝１４７が形成されている。符号１４８はつまみ部
材を表しており、つまみ部材１４８は、円柱状の突起１４８ａが外側から切溝１４７に挿
入され、フック部材１４１の本体部の貫通穴１４１ｃに挿入され、つまみ部材１４８の突
起１４８ａの先端にネジ１４９が螺合されることにより、フック部材１４１に取り付けら
れている。
【０１１８】
符号１５０は、ホルダ部材１４２を支持部材１４４側に付勢するコイルバネを表している
。ハウジング１１９の内部には、ホルダ部材１４２のスライドを制限するための一対のス
トッパ部材１５１及び１５２が設けられている。
【０１１９】
この情報処理装置を使用しない場合には、つまみ部材１４８を切溝１４７に沿って表面１
１９ａ（表示ユニット１１５）側に移動すると、コイルバネ１５０の付勢力により、ホル
ダ部材１４２の軸部材１４３の先端１４３ａが支持部材１４４の表面１１９ａ側の穴１４
４ａに挿入されると共に、ホルダ部材１４２がストッパ部材１５１に当接し、フック部材
１４１の一方の爪部１４１ａが穴１２０を通過して表面１１９ａから突出した状態となる
。
【０１２０】
この状態で、カバー１１３を表示ユニット１１５がキーボードユニット１１２に対面する
ように第１の軸１１４を中心として閉じると、フック部材１４１の一方の爪部１４１ａが
コイルバネ１４６の付勢力により穴１１８に係合し、カバー１１３が装置本体１１１に対
して閉じた状態となる。
【０１２１】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１４８をコイルバ
ネ１４６の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１４１がホルダ部材１
４２内でスライドし、フック部材１４１の爪部１４１ａの穴１１８に対する係合が解除さ
れる。
【０１２２】
この情報処理装置を使用する場合であって、スタイラスを用いて入力操作を行う場合には
、カバー１１３を開いた状態（図７の（ａ）の状態）から第２の軸１１６を中心として反
転させ、つまみ部材１４８を切溝１４７に沿って裏面１１９ｂ側に移動すると、コイルバ
ネ１５０の付勢力により、ホルダ部材１４２の軸部材１４３の先端１４３ａが支持部材１
４４の裏面１１９ｂ側の穴１４４ｂに挿入されると共に、ホルダ部材１４２がストッパ部
材１５２に当接し、フック部材１４１の爪部１４１ｂが穴１２１を通過して裏面１９１ｂ
から突出した状態となる。
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【０１２３】
そして、カバー１１３を裏面１１９ｂがキーボードユニット１１２に対面するように第１
の軸１１４を中心として閉じると、フック部材１４１の爪部１４１ｂがコイルバネ１４６
の付勢力により穴１１８に係合し、図７の（ｂ）に示されている状態で、カバー１１３が
装置本体１１１に対して閉じた状態となる。
【０１２４】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、つまみ部材１４８をコイルバ
ネ１４６の付勢力に抗してスライドさせることにより、フック部材１４１がホルダ部材１
４２内でスライドし、フック部材１４１の爪部１４１ｂの穴１１８に対する係合が解除さ
れる。
【０１２５】
第４実施形態によると、フック部材１４１の爪部１４１ａ及び１４１ｂの各々の長さを適
切に設定することにより、フック部材１４１の爪部１４１ａを穴１２０から、又はフック
部材１４１の爪部１４１ｂを穴１２１から選択的に突出させるように構成したので、表示
ユニット１１５が装置本体１１１に対面した状態のみならず、表示ユニット１１５を上に
向けた状態でもカバー１１３を装置本体１１１にロックすることができるようになり、い
ずれの状態においても支障なく持ち運びできるようになる。
【０１２６】
また、フック部材１４１は穴１２０及び１２１の各々の長手方向にスライドできるのみな
らず、穴１２０及び穴１２１に渡る方向にもスライドできるようにしたので、表示ユニッ
ト１１５を上に向けた状態でもフック部材１４１の爪部１４１ｂをハウジング１１９内に
収容することができ、フック部材１４１の爪部１４１ｂが突出していることによる操作に
対する支障もなくなる。
【０１２７】
また、図１２，１３のフック部材を、図１乃至図４で説明したカバー４が装置本体２に対
して概ね３６０°回転可能な装置（又は、連結部材６が２軸を有し、カバー４と装置本体
が、それぞれの軸で概ね１８０°回転可能な装置）のフック機構等の係合部に置き換える
ことも可能である。図２のカバー４に関して、図１２，１３のフック機構を、図２，３，
５，６のフック機構２０のフック部材２８及びスライドボタン３６等と置き換えればよい
。
【０１２８】
この場合、図２の状態で、表示ユニット１８とキーボードユニット１２を対向させて、装
置を閉じる場合（図１の状態）は、置き換えられた図１２，１３のフック機構の爪部１４
１ａを、表示ユニット側に回転させれば、図１の状態で、装置本体２とカバー４をフック
機構で固定できる。
【０１２９】
また、図３の状態で閉じる場合（キーボードユニット１２と表示ユニット１８が、背中合
わせになる場合）は、置き換えられた図１２，１３のフック機構の爪部１４１ｂを、表示
ユニット１８の反対側に回転させれば、図３の状態で、装置本体２とカバー４をフック機
構で固定できる。
【０１３０】
従って、表示ユニット１８とキーボードユニット１２を対向させて装置を閉じる場合と、
キーボードユニット１２と表示ユニット１８が、背中合わせの状態（図３）で閉じる場合
の両方において、フック機構の第４実施形態を利用して、装置本体２とカバー４を固定す
ることができる。
【０１３１】
また、フック機構を装置本体２側に配置し、フック機構が係合する開口をカバー４に配置
することも可能である。即ち、カバー４側のフック機構に関する構成と、装置本体２側の
開口に関する構成を置き換えればよい。この置き換えの構成は、図７の装置に、本フック
機構の実施の形態を採用する場合でも適用できる。
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【０１３２】
また、フック部材１４１が係合すべき第２の係合部（被係合部）として穴（又は開口）を
例示したが、突起、凹凸、輪等の他の形状を有する第２の係合部（被係合部）も採用可能
である。
【０１３３】
又、本発明の第１の係合部（又は係合部）の例として、フック部材１４１を例示したが、
カバー４（又は１１３）と装置本体２（又は１１１）に設けられるものは、両者が係合す
る関係であればよく、フック部材と穴である必要はない。図で例示したフック部材である
必要はなく、何らかの留め具であれば良い。第１の係合部（又は係合部）と第２の係合部
（又は被係合部）の関係は、両者が係合すれば良いので、装置本体２（又は１１１）側の
ハウジング内部にフック部材を設けて、カバー４（又は１１３）に設けられた前記フック
部材１４１と係合するように構成してもよい。
【０１３４】
図１４の（ａ）及び（ｂ）並びに図１５を参照すると、本発明による情報処理装置の更に
他の実施形態が示されている。ここでは、フック機構を用いることなしに本発明の目的の
少なくとも１つを達成するために、図７の（ａ）及び（ｂ）に示される装置が改造されて
いる。
【０１３５】
装置本体１１１の両側面の各々には、薄板凸状の第１のガイド部材１６１が固着又は一体
的に形成されている。第１のガイド部材１６１は、切欠き部１６１ａを有すると共に、上
下にそれぞれ溝部１６１ｂを有している。
【０１３６】
カバー１１３の両側部の各々の切欠き部１６１ａに対応する部分であって、表示ユニット
１１５が設けられた面（表面）１１９ａ側には、薄板凸状の第２のガイド部材１６２が固
着又は一体的に形成されている。第２のガイド部材１６２は溝部１６２ａを有している。
【０１３７】
カバー１１３の両側部の各々の切欠き部１６１ａに対応する部分であって、表示ユニット
１１５が設けられた面に対して反対側の面（裏面）１１９ｂ側には、第２のガイド部材１
６２と対象的に形成された薄板凸状の第３のガイド部材１６３が固着又は一体的に形成さ
れている。第３のガイド部材１６３は溝部１６３ａを有している。
【０１３８】
符号１６４はスライダ部材を表しており、スライダ部材１６４の上下の縁部１６４ａはそ
れぞれ概略Ｕ字に折り曲げられている。スライダ部材１６４は、縁部１６４ａが第１のガ
イド部材１６１の溝部１６１ｂ内に入り込んで、第１のガイド部材１６１を挟み込むよう
に、第１のガイド部材１６１にスライド可能に嵌合されている。
【０１３９】
この情報処理装置を使用しない場合には、スライダ部材１６４を第１のガイド部材１６１
の切欠き部１６１ａと反対側にスライドした状態で、カバー１１３を表示ユニット１１５
がキーボードユニット１１２に対面するように第１の軸１１４を中心として閉じると、第
２のガイド部材１６２が第１のガイド部材１６１の切欠き部１６１ａに位置した状態とな
る。この状態で、スライダ部材１６４を切欠き部１６１ａ側にスライドさせることにより
、第１のガイド部材１６１と第２のガイド部材１６２がスライダ部材１６４により挟み込
まれ、カバー１１３が装置本体１１１に対して閉じた状態が維持される。
【０１４０】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、スライダ部材１６４を反対側
にスライドさせることにより、ロックを解除することができる。
【０１４１】
この情報処理装置を使用する場合であって、スタイラスを用いて入力操作を行う場合には
、カバー１１３を開いた状態（図７の（ａ）の状態）から第２の軸１１６を反転させ、カ
バー１１３を裏面１１９ｂがキーボードユニット１１２に対面するように第１の軸１１４
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を中心として閉じると、第３のガイド部材１６３が第１のガイド部材１６１の切欠き部１
６１ａに位置した状態となる。この状態で、スライダ部材１６４を切欠き部１６１ａ側に
スライドさせることにより、第１のガイド部材１６１と第３のガイド部材１６３がスライ
ド部材１６４により挟み込まれ、カバー１１３が装置本体１１１に対して閉じた状態が維
持される。
【０１４２】
カバー１１３を第１の軸１１４を中心として開く場合には、スライダ部材１６４を反対側
にスライドさせることにより、ロックを解除することができる。
【０１４３】
この実施形態によると、スライダ部材１６４により、第１のガイド部材１６１と第２のガ
イド部材１６２又は第１のガイド部材１６１と第３のガイド部材１６３を挟み込むことに
より、ロックするように構成したので、表示ユニット１１５が装置本体１１１に対面した
状態のみならず、表示ユニット１１５を上に向けた状態でもカバー１１３を装置本体１１
１にロックすることができるようになり、いずれの状態においても支障なく持ち運びでき
るようになる。
【０１４４】
このように、図７乃至図１５の実施形態は、図１乃至図６の実施形態と異なるタイプの情
報処理装置に本発明を適用したものであるが、図７乃至図１５の実施形態を適宜変更して
図１乃至図６の実施形態に適用しても良い。そのような変更は当業者であれば極めて容易
に行うことができるので、その詳細な説明は省略する。また、図５又は図６の実施形態を
図７の実施形態に適用してもよい。
【０１４５】
なお、本実施の形態では、携帯型の情報処理装置を例に説明したが、情報処理装置に限定
されるものではなく、他の装置への適用も可能である。又、本実施の形態又は本発明の説
明に使用した、情報処理装置の語は、いわゆるコンピュータと称されるもののみならず、
ＰＤＡ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ，携帯情報端末）、
携帯端末、電子手帳やワードプロセッサ等の実質的になんらかの情報を処理する装置を含
むものである。又、上記携帯情報端末や電子手帳と称されるもののみならず、例えば、ビ
デオカメラ等の装置であっても、何らかの情報処理機能があれば、情報処理装置であるこ
とに変わりはない。又、本発明は、情報処理装置のみでなく他の電子機器も含むものであ
る。更に、電子機器のみならず、電子的な回路等を有さない他の装置にも本発明は適用で
き、本発明はそれらを包含する。
【０１４６】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によると、異なる２つの閉じた状態を維持することができる
２つの部材を有する簡単な構成の情報処理装置の提供が可能になるという効果が生じる。
また、本発明によると、そのような装置に適用可能なフック機構の提供が可能になるとい
う効果もある。本発明の特定の実施形態による効果は以上説明した通りであるのでその説
明を省略する。
【０１４７】
以上の説明に関して更に以下の項を開示する。
【０１４８】
（１）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
上記第１の部材の第１面が上記第２の部材に対向する第１の状態と上記第１の部材の第２
面が上記第２の部材に対向する第２の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように上記第１及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１面及び上記第２面のいずれか一方から選択的に突出すること
ができるように設けられるフック部材を有し、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を有し、
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上記第２の部材は第３面及び第４面を有し、
上記穴は上記第３面及び上記第４面の各々に設けられており、
上記連結手段は、各々上記第１の部材を回転可能に支持する互いに平行な２軸を含み、そ
れにより、上記第１の状態では上記第１面及び上記第３面が互いに対向して上記フック部
材が上記第３面の穴に係合し、上記第２の状態では上記第２面及び上記第４面が互いに対
向して上記フック部材が上記第４面の穴に係合する情報処理装置。
【０１４９】
（２）　第１項に記載の装置であって、
上記第１の部材は上記第１面に表示ユニットを有し、
上記第２の部材は上記第３面にキーボードユニットを有し、
それにより、上記第１の状態では上記表示ユニット及び上記キーボードユニットが上記第
１及び第２の部材間に閉じ込められ、上記第２の状態では上記表示ユニット及び上記キー
ボードユニットがそれぞれ上記装置の外に向く装置。
【０１５０】
（３）　第１項に記載の装置であって、
上記第１の部材は、該第１の部材内でスライド可能に設けられるスライダを更に有し、
上記フック部材は上記スライダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられ、
上記フック部材は概ね直交するように配置される第１の爪部及び第２の爪部を有し、
それにより、上記第１の状態では上記第１の爪部が上記穴に係合すると共に上記第２の爪
部が上記第１の部材内に位置することができ、上記第２の状態では上記第２の爪部が上記
穴に係合すると共に上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置することができる装置。
【０１５１】
（４）　第３項に記載の装置であって、
上記第１の部材は、上記フック部材をその回転方向に付勢するスプリングを更に有してい
る装置。
【０１５２】
（５）　第１項に記載の装置であって、
上記第１の部材は、該第１の部材内でスライド可能に設けられるスライダを更に有し、
上記フック部材は上記スライダに対して概ね１８０°の範囲で回転可能に設けられ、
上記フック部材は単一の爪部を有している装置。
【０１５３】
（６）　第１項に記載の装置であって、
上記フック部材は概ね反対方向に向く第１及び第２の爪部を有し、
上記第１及び第２の爪部の各々の長さは、上記第１の爪部が上記第１面から突出したとき
に上記第２の爪部が上記第１の部材内に位置し上記第２の爪部が上記第２面から突出した
ときに上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置するように設定され、
上記第１の部材は、上記第１の爪部が上記第１面から突出した状態及び上記第２の爪部が
上記第２面から突出した状態の各々にて上記フック部材をスライド可能に支持する手段を
更に有している装置。
【０１５４】
（７）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第３面及び第４面を有する第２の部材と、
上記第１面が上記第３面に対向する第１の状態と上記第２面が上記第４面に対向する第２
の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変位することができるように上記第１
及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１面及び上記第２面のいずれか一方から選択的に突出すること
ができるように設けられるフック部材を有しており、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を上記第３面及び上記第４面の各々に
有している情報処理装置。
【０１５５】
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（８）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
上記第１の部材の第１面が上記第２の部材に対向する第１の状態と上記第１の部材の第２
面が上記第２の部材に対向する第２の状態との間で上記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように上記第１及び第２の部材を連結する連結手段とを備え、
上記第１の部材は、上記第１の部材内にスライド可能に設けられるスライダと、該スライ
ダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられるフック部材と、該フック部材をその
回転方向に付勢するバネとを有しており、
上記第２の部材は、上記フック部材が係合すべき穴を有しており、
上記フック部材は概ね直交するように配置される第１の爪部及び第２の爪部を有しており
、
それにより、上記第１の状態では上記第１の爪部が上記穴に係合すると共に上記第２の爪
部が上記第１の部材内に位置することができ、上記第２の状態では上記第２の爪部が上記
穴に係合すると共に上記第１の爪部が上記第１の部材内に位置することができる情報処理
装置。
【０１５６】
（９）　第８項に記載の装置であって、
上記第２の部材は第３面及び第４面を有し、
上記穴は上記第３面に設けられており、
上記連結手段は、各々上記第１の部材を回転可能に支持する互いに直交する２軸を含み、
それにより、上記第１の状態では上記第１面及び上記第３面が互いに対向して上記フック
部材が上記穴に係合し、上記第２の状態では上記第２面及び上記第３面が互いに対向して
上記フック部材が上記穴に係合する装置。
【０１５７】
（１０）　第９項に記載の装置であって、
上記第１の部材は上記第１面に表示ユニットを有し、
上記第２の部材は上記第３面にキーボードユニットを有し、
それにより、上記第１の状態では上記表示ユニット及び上記キーボードユニットが上記第
１及び第２の部材間に閉じ込められ、上記第２の状態では上記表示ユニットが上記装置の
外に向く装置。
【０１５８】
（１１）　第１面及び第２面を有するハウジングと、
該ハウジング内にスライド可能に設けられるスライダと、
該スライダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられるフック部材と、
該フック部材をその回転方向に付勢するバネとを備え、
上記フック部材は概ね直交するように配置される第１の爪部及び第２の爪部を有しており
、
上記第１の爪部は、上記第２の爪部が上記第２面から突出しているときには上記ハウジン
グ内に位置し、上記第２の爪部は、上記第１の爪部が上記第１面から突出しているときに
は上記ハウジング内に位置しているフック機構。
【０１５９】
（１２）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第３面及び第４面を有する第２の部材と、
前記第１面が前記第３面に対向する第１の状態と前記第２面が前記第４面に対向する第２
の状態との間で前記第１及び第２の部材が相対的に変位することができるように前記第１
及び第２の部材を連結する連結部と、
前記第１の部材に位置する、前記第１面及び前記第２面のいずれか一方向に選択的に機能
する係合部とを備え、
前記第２の部材は、前記係合部が係合する被係合部を有する電子機器。
【０１６０】
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（１３）　前記係合部は、前記第１面及び前記第２面のいずれか一方向に選択的に機能す
るフック部材であることを特徴とする第１２項に記載の電子機器。
【０１６１】
（１４）　前記被係合部は、前記第２の部材に設けられた、前記フック部材が係合する穴
部であることを特徴とする第１３項に記載の電子機器。
【０１６２】
（１５）　前記連結部は、各々前記第１の部材及び前記第２の部材を回転可能に支持する
２軸を有することを特徴とする第１２項に記載の電子機器。
【０１６３】
（１６）　前記係合部は第１の係合部材及び第２の係合部材を有し、
前記係合部は、前記第１の係合部材が前記第１面の側に位置する第３の状態と、前記第２
の係合部材が前記第２面の側に位置する第４の状態に変位可能な第１２項に記載の電子機
器。
【０１６４】
（１７）　前記係合部が前記第３の状態になるように前記係合部を付勢する付勢部を有す
る第１６項に記載の電子機器。
【０１６５】
（１８）　前記第１の係合部材及び前記第２の係合部材は概ね互いに直交するように配置
され、前記係合部は概ね９０°の範囲で回転可能な第１６項に記載の電子機器。
【０１６６】
（１９）　前記第１の部材は、前記第１の部材内にスライド可能に設けられるスライダを
有し、前記第１の係合部材及び前記第２の係合部材は概ね互いに直交するように配置され
、前記係合部は前記スライダに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられる第１６項
に記載の電子機器。
【０１６７】
（２０）　前記係合部をその回転方向に付勢する付勢部材を有する第１８項又は第１９項
に記載の電子機器。
【０１６８】
（２１）　前記係合部が前記第３の状態になるように前記係合部を付勢する付勢部を有す
る第１８項又は第１９項に記載の電子機器。
【０１６９】
（２２）　前記係合部は係合部材を有し、前記係合部は、前記係合部材が前記第１面に位
置する第３の状態と、前記係合部材が前記第２面に位置する第４の状態に変位可能な第１
２項に記載の電子機器。
【０１７０】
（２３）　前記係合部材は概ね１８０°回転可能に前記係合部に配置される第２２項に記
載の電子機器。
【０１７１】
（２４）　前記第１の部材内にスライダを有し、
前記係合部は該スライダに設けられ、前記係合部材は概ね１８０°の範囲で回転可能に設
けられる第２２項に記載の電子機器。
【０１７２】
（２５）　前記係合部は互いに反対方向に向く第１の係合部材と第２の係合部材を有し、
前記係合部は、前記第１の部材の第１面と第２面の方向に移動可能に前記第１の部材に配
置され、
前記係合部が前記第１面の方向に移動したときに前記第１の係合部材が前記第１面の側に
位置する第３の状態と、前記係合部が前記第２面の方向に移動したときに前記第２の係合
部材が前記第２面の側に位置する第４の状態に前記係合部が変位可能な第１２項に記載の
電子機器。
【０１７３】
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（２６）　前記第１の部材はスライダを有し、
前記係合部は該スライダに設けられることを特徴とする第２５項に記載の電子機器。
【０１７４】
（２７）　前記第１面に表示装置を有する第１２項乃至第２６項のいずれか１つに記載の
電子機器。
【０１７５】
（２８）　前記第３面に入力装置を有する第１２項乃至第２６項のいずれか１つに記載の
電子機器。
【０１７６】
（２９）　前記第１面にタッチ入力装置を有する第１２項乃至第２６項のいずれか１つに
記載の電子機器。
【０１７７】
（３０）　前記係合部はフック部材であり、前記第１の係合部材及び前記第２の係合部材
はそれぞれ第１の爪部及び第２の爪部である第１６項に記載の電子機器。
【０１７８】
（３１）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
前記第１の部材の第１面が前記第２の部材に対向する第１の状態と前記第１の部材の第２
面が前記第２の部材に対向する第２の状態との間で前記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように前記第１及び第２の部材を連結する連結部と、
前記第１の部材に設けられた、前記第１面及び前記第２面のいずれか一方向に選択的に機
能する係合部であって、前記第１面の側で機能する第１の係合部材と前記第２面の側で機
能する第２の係合部材を有する係合部と、
前記第２の部材に設けられた、前記係合部が係合する被係合部と、
前記係合部の第１の係合部材が前記第１面の側で機能する状態に付勢する付勢部とを有す
ることを特徴とする装置。
【０１７９】
（３２）　前記係合部は概ね直交するように前記第１の係合部材と前記第２の係合部材を
配置して構成され、前記係合部は前記第１の部材に概ね９０°の範囲で回転可能に配置さ
れ、
前記付勢部は前記係合部をその回転方向に付勢することを特徴とする第３１項に記載の装
置。
【０１８０】
（３３）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
第２の部材と、
前記第１の部材の第１面が前記第２の部材に対向する第１の状態と前記第１の部材の第２
面が前記第２の部材に対向する第２の状態との間で前記第１及び第２の部材が相対的に変
位することができるように前記第１及び第２の部材を連結する連結部と、
前記第１の部材に位置し、前記第１面及び前記第２面のいずれか一方向に選択的に機能す
る係合部であって、概ね直交するように配置された前記第１面の側で機能する第１の係合
部材と前記第２面の側で機能する第２の係合部材を有し、前記第１の部材に概ね９０°の
範囲で回転可能に配置された係合部と、
前記第２の部材に位置し、前記係合部が係合する被係合部と、
前記係合部をその回転方向に付勢する付勢部とを有することを特徴とする装置。
【０１８１】
（３４）　前記第１の部材はスライダを有し、前記係合部は前記スライダに配置されてい
る第３１項乃至第３３項のいずれか１項に記載の装置。
【０１８２】
（３５）　前記第１の部材はスライダを有し、前記係合部は前記スライダに回転可能に配
置されている第３１項乃至第３３項のいずれか１項に記載の装置。
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【０１８３】
（３６）　前記第１の状態では前記第１の係合部材が前記被係合部に係合すると共に前記
第２の係合部材が前記第１の部材内に位置し、
前記第２の状態では前記第２の係合部材が前記被係合部に係合すると共に前記第１の係合
部材が前記第１の部材内に位置する第３１項乃至第３５項のいずれか１項に記載の装置。
【０１８４】
（３７）　前記連結部は前記第１の部材を回転可能に支持する互いに直交する２軸を有す
る第３１項乃至第３５項のいずれか１項に記載の装置。
【０１８５】
（３８）　前記第２の部材は第３面及び第４面を有し、
前記連結部は、前記第１面が前記第３面に対向する第１の状態と前記第２面が前記第４面
に対向する第２の状態との間で前記第１及び第２の部材が相対的に変位することができる
ように前記第１及び第２の部材を連結する第３１項乃至第３５項のいずれか１項に記載の
装置。
【０１８６】
（３９）　前記連結部は各々前記第１の部材及び第２の部材を回転可能に支持する２軸を
有する第３８項に記載の装置。
【０１８７】
（４０）　前記第１の状態では前記第１面及び前記第３面が互いに対向して前記係合部が
前記被係合部に係合し、前記第２の状態では前記第２面及び前記第４面が互いに対向して
前記係合部が前記被係合部に係合する第３８項に記載の装置。
【０１８８】
（４１）　第１面及び第２面を有するハウジングと、
前記ハウジングに対して概ね９０°の範囲で回転可能に設けられる係合部と、
前記係合部をその回転方向に付勢する付勢部とを備え、
前記係合部は概ね直交するように配置される第１の係合部材及び第２の係合部材を有して
おり、
前記第１の係合部材は、前記第２の係合部材が前記第２面の側に位置しているときには前
記ハウジング内に位置し、前記第２の係合部材は、前記第１の係合部材が前記第１面の側
に位置しているときには前記ハウジング内に位置している係合機構。
【０１８９】
（４２）　第１面及び第２面を有する第１の部材と、
前記第１の部材に設けられた、前記第１面及び前記第２面のいずれか一方向に選択的に機
能する係合部であって、前記第１面の側で機能する第１の係合部材と前記第２面の側で機
能する第２の係合部材を有する係合部と、
前記係合部の第１の係合部材が前記第１面の側で機能する状態に付勢する付勢部とを有す
ることを特徴とする係合機構。
【０１９０】
（４３）　前記係合部はフック部材であり、前記第１の係合部材及び前記第２の係合部材
はそれぞれ第１の爪部及び第２の爪部である第３１項乃至第４２項のいずれか１項に記載
の装置又は係合機構。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は本発明による情報処理装置の実施形態における第１の状態を示す斜視図で
ある。
【図２】図２は本発明における情報処理装置の実施形態における第１及び第２の状態の間
の状態を示す斜視図である。
【図３】図３は本発明による情報処理装置の実施形態における第２の状態を示す斜視図で
ある。
【図４】図４は本発明に適用可能な連結部材の平面図である。
【図５】図５の（Ａ）及び（Ｂ）は本発明に適用可能なフック機構の第１実施形態を示す
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断面図である。
【図６】図６はフック機構の第１実施形態の主要部を示す分解斜視図である。
【図７】図７の（ａ）及び（ｂ）は本発明による情報処理装置の他の実施形態を示す斜視
図である。
【図８】図８の（ａ）及び（ｂ）は本発明に適用可能なフック機構の第２実施形態を示す
断面図である。
【図９】図９はフック機構の第２実施形態の主要部を示す分解斜視図である。
【図１０】図１０の（ａ）及び（ｂ）は本発明に適用可能なフック機構の第３実施形態を
示す断面図である。
【図１１】図１１はフック機構の第３実施形態の主要部を示す分解斜視図である。
【図１２】図１２の（ａ）及び（ｂ）は本発明に適用可能なフック機構の第４実施形態を
示す断面図である。
【図１３】図１３はフック機構の第４実施形態の主要部を示す分解斜視図である。
【図１４】図１４の（ａ）及び（ｂ）はそれぞれ本発明による情報処理装置の更に他の実
施形態の主要部を示す側面図及び断面図である。
【図１５】図１５は図１４の（ａ）及び（ｂ）に示される主要部の分解斜視図である。
【符号の説明】
２，１１　装置本体
４，１１３　カバー
６　連結部材
１２，１１２　キーボードユニット
１８，１１５　表示ユニット
２８，１２２，１３１，１４１　フック部材
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 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 】
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【 図 １ ５ 】
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