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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ケースと第２ケースとを一対のヒンジ部によって開閉可能に連結した電子機器にお
いて、
　前記第１ケースは、前記第２ケースの一辺部における両側に前記一対のヒンジ部によっ
て回動可能に連結されたフレーム部材と、このフレーム部材に位置決め部によって係脱可
能に係止されて前記一対のヒンジ部をそれぞれ覆う一対のヒンジカバー部を有する枠状の
インナーケースとを備え、
　この枠状のインナーケースは、前記一対のヒンジカバー部の間に位置する一辺部が切断
部によって分離されていることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記インナーケースには、前記切断部の両側近傍に位置する前記一辺部の各箇所から、
その一辺部と直交する前記インナーケースの両側に位置する各辺部に亘って連続する補強
リブがそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記位置決め部は、前記インナーケースの前記一辺部における前記切断部により分離さ
れた端部を前記フレーム部材に対し係脱可能に位置決めして固定するための第１位置決め
部を備えていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、電子辞書や電子小型計算機、携帯電話機などの電子機器に関し、更に詳し
くは２つのケースを開閉可能に連結した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機などの電子機器においては、特許文献１に記載されているように、第
１ケースと第２ケースとを一対のヒンジ部で開閉可能に連結し、使用するときに一対のヒ
ンジ部を中心に第１ケースと第２ケースとを回動させて開き、また使用しないときには一
対のヒンジ部を中心に第１ケースと第２ケースとを回動させて重ね合わせることにより、
コンパクトに携帯できるように構成されたものが知られている。この場合、一対のヒンジ
部は、第１ケースと第２ケースとにそれぞれ一体に形成されたヒンジカバー部によって覆
われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－９５９４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような従来の電子機器では、一対のヒンジ部をそれぞれ覆うヒンジ
カバー部が第１ケースと第２ケースとに一体に形成されているため、落下などの衝撃によ
ってヒンジカバー部が割れた場合、あるいはデザイン性を高めるためにヒンジカバー部を
第１、第２の各ケースと異なる色にしたい場合、第１、第２の各ケースの全てを交換しな
ければ、ヒンジカバー部を取り換えることができないという問題があった。
【０００５】
　この発明が解決しようとする課題は、第１、第２の各ケースの全てを取り外して交換し
なくても、ヒンジカバー部を容易に取り外して交換することができる電子機器を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上記課題を解決するために、次のような構成要素を備えている。
請求項１に記載の発明は、第１ケースと第２ケースとを一対のヒンジ部によって開閉可能
に連結した電子機器において、前記第１ケースは、前記第２ケースの一辺部における両側
に前記一対のヒンジ部によって回動可能に連結されたフレーム部材と、このフレーム部材
に位置決め部によって係脱可能に係止されて前記一対のヒンジ部をそれぞれ覆う一対のヒ
ンジカバー部を有する枠状のインナーケースとを備え、この枠状のインナーケースは、前
記一対のヒンジカバー部の間に位置する一辺部が切断部によって分離されていることを特
徴とする電子機器である。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、前記インナーケースに、前記切断部の両側近傍に位置する前記
一辺部の各箇所から、その一辺部と直交する前記インナーケースの両側に位置する各辺部
に亘って連続する補強リブがそれぞれ設けられていることを特徴とする請求項１に記載の
電子機器である。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、前記位置決め部が、前記インナーケースの前記一辺部におけ
る前記切断部により分離された端部を前記フレーム部材に対し係脱可能に位置決めして固
定するための第１位置決め部を備えていることを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の電子機器である。
 
【発明の効果】
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【００１１】
　この発明によれば、一対のヒンジ部をそれぞれ覆う一対のヒンジカバー部を有する枠状
のインナーケースを取り外す際に、第２ケースに第１ケースのフレーム部材を一対のヒン
ジ部で回動可能に連結した状態で、フレーム部材に対するインナーケースの位置決め部に
よる係止を解除して、一対のヒンジカバー部の間に位置するインナーケースの一辺部を切
断部で押し広げることにより、ヒンジカバー部を一対のヒンジ部から取り外すことができ
る。このため、第１、第２の各ケースの全てを取り外して交換しなくても、ヒンジカバー
部を容易に取り外して交換することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明を適用した電子辞書の実施形態１を示した正面図である。
【図２】図１の電子辞書を分解して示した斜視図である。
【図３】図２の第１ケースにおける金属フレームにインナーケースを取り付けた状態を示
した裏面側の斜視図である。
【図４】図３を更に裏面側から見た正面図である。
【図５】図２の金属フレームを示し、（ａ）はその正面図、（ｂ）はその金属フレームを
手前側から見た側面図である。
【図６】図３のインナーケースを示した裏面側の斜視図である。
【図７】図６のインナーケースを示し、（ａ）はその正面図、（ｂ）はそのインナーケー
スを手前側から見た側面図である。
【図８】図４のＡ矢視におけるヒンジカバー部を示した拡大図である。
【図９】図３のＡ部における第１位置決め部を示した拡大斜視図である。
【図１０】図６のＢ部における第１位置決め部を示した拡大斜視図である。
【図１１】図４のＢ－Ｂ矢視における第１位置決め部を示した拡大断面図である。
【図１２】図４の第２位置決め部を示し、（ａ）は図４のＣ－Ｃ矢視における拡大断面図
、（ｂ）は図４のＤ－Ｄ矢視における拡大断面図である。
【図１３】図４の第３位置決め部を示し、（ａ）は図４のＥ－Ｅ矢視における拡大断面図
、（ｂ）は図４のＦ－Ｆ矢視における拡大断面図である。
【図１４】図２の状態でインナーケースを金属フレームに取り付ける前の状態を示した分
解正面図である。
【図１５】図１４の状態でインナーケースの分離された一辺部を押し広げてインナーケー
スを金属フレームに取り付けるときの状態を示した分解正面図である。
【図１６】この発明を適用した電子辞書の実施形態２において金属フレームにインナーケ
ースを取り付けた状態を示した裏面側の斜視図である。
【図１７】図１６のＣ部における第１位置決め部を示した拡大斜視図である。
【図１８】図１６のインナーケースを示した裏面側の斜視図である。
【図１９】図１８のＤ部における第１位置決め部を示した拡大斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施形態１）
以下、図１～図１５を参照して、この発明を電子辞書に適用した実施形態１について説明
する。
　この電子辞書は、図１および図２に示すように、互いに重なり合う第１ケース１と第２
ケース２とを備え、これら第１ケース１と第２ケース２とが一対のヒンジ部３によって回
動可能に連結され、この一対のヒンジ部３を中心に第１ケース１と第２ケース２とが相対
的に回動して開閉する折り畳み式の構成になっている。
【００１４】
この場合、第１ケース１は、図１に示すように、全体がほぼ四角形状に形成されている。
この第１ケース１は、図２に示すように、第１フロントケース４、枠状の金属フレーム５
、枠状のインナーケース６、および第１リアケース７を備え、金属フレーム５に表示パネ
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ル８が設けられた構成になっている。この表示パネル８は、液晶表示パネルやＥＬ（エレ
クトロルミネッセンス）表示パネルなどの平面型の表示パネルからなり、辞書機能に必要
な各種の情報を電気光学的に表示するように構成されている。
【００１５】
また、第２ケース２は、図１に示すように、第１ケース１とほぼ同じ形状で同じ大きさに
形成されている。この第２ケース２は、図２に示すように、第２フロントケース１０およ
び第２リアケース１１を備え、この第２リアケース１１内に回路基板１２が設けられた構
成になっている。この場合、回路基板１２には、図１に示すように、キーボード１３と、
タッチ入力部１４とが設けられている。
【００１６】
キーボード１３は、図１に示すように、文字キー、カーソルキー、辞書選択キーなどの辞
書機能に必要な各種のキーを備え、回路基板１２上に配置され、この状態で、図１および
図２に示すように、各キーが第２フロントケース１０のキー挿入孔１０ａに内部側から外
側に向けて挿入されて外部に露出し、この露出した各キーを押圧操作することにより、情
報を入力するように構成されている。
【００１７】
また、タッチ入力部１４は、表示パネルの上面に透明なタッチパネルを重ね合わせたもの
であり、透明なタッチパネルを通して下側の表示パネルに表示された情報が見えるように
構成されている。すなわち、このタッチ入力部１４は、図１および図２に示すように、回
路基板１２に設けられて上側のタッチパネルが第２フロントケース１０の開口部１０ｂか
ら外部に露出し、この状態で表示パネルに表示された情報に対応する箇所のタッチパネル
を触ることにより、所望の情報が入力されるように構成されている。
【００１８】
一対のヒンジ部３は、図２に示すように、第１ケース１の金属フレーム５における一辺部
(図２では下辺部)の両側にそれぞれ取り付けられる第１アーム部１５ａを有する一対の第
１円筒部１５と、金属フレーム５に前記一辺部に対応する第２ケース２の第２リアケース
１１における一辺部（図２では上辺部）の両側にそれぞれ取り付けられる第２アーム部１
６ａを有する一対の第２円筒部１６と、第１、第２の各円筒部１５、１６内に挿入されて
第１、第２の各円筒部１５、１６同士を回転可能に連結する連結軸１７とを備えている。
【００１９】
すなわち、この一対のヒンジ部３は、図２に示すように、金属フレーム５の一辺部(図２
では下辺部)の両側にそれぞれ第１アーム部１５ａがビス止めされた一対の第１円筒部１
５と、第２リアケース１１の一辺部(図２では上辺部)の両側にそれぞれ第２アーム部１６
ａがビス止めされた一対の第２円筒部１６とを、同一軸上に対応させて配置し、この状態
で第１、第２の各円筒部１５、１６内に連結軸１７を挿入させ、この挿入された連結軸１
７によって第１、第２の各円筒部１５、１６同士を回動可能に連結することにより、連結
軸１７を中心に第１、第２の各円筒部１５、１６が相対的に回動するように構成されてい
る。
【００２０】
ところで、第１ケース１の第１フロントケース４は、合成樹脂からなり、図１および図２
に示すように、全体がほぼ額縁形状に形成され、金属フレーム５に表示パネル８を覆った
状態で取り付けられると共に、その中央部の開口部４ａに表示パネル８の表示領域が対応
し、この表示領域に表示された情報が第１フロントケース４の開口部４ａを通して外部か
ら見えるように構成されている。
【００２１】
金属フレーム５は、ステンレスなどの金属かなり、図３～図５に示すように、全体がほぼ
四角形の枠形状に形成され、図２に示すように、その表面に表示パネル８が取り付けられ
、その裏面にインナーケース６が取り付けられると共に、このインナーケース６を覆って
第１リアケース７が取り付けられるように構成されている。この場合、第１リアケース７
は、図２に示すように、ステンレスなどの金属板からなり、全体がほぼ四角形の平板状に
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形成されている。
【００２２】
インナーケース６は、合成樹脂からなり、図２に示すように、全体が金属フレーム５と同
様にほぼ四角形の枠形状に形成され、金属フレーム５に係脱可能に取り付けられるように
構成されている。この場合、インナーケース６は、図２～図４、図６に示すように、その
一辺部６ａ（図２では下辺部）の両側に一対のヒンジ部３をそれぞれ覆う一対のヒンジカ
バー部１８が形成されている。この一対のヒンジカバー部１８は、図３および図４に示す
ように、それぞれ外端部が閉塞された円筒形状に形成され、その内面に図８に示すように
各ヒンジ部３の外周面をガイドする複数のガイドリブ１８ａが軸方向に沿って形成された
構成になっている。
【００２３】
また、このインナーケース６は、図３および図４に示すように、一対のヒンジカバー部１
８間に位置する一辺部６ａ（図３では下辺部）における中間部が切断部２０によって分離
され、図１５に示すように、切断部２０を境に一対のヒンジカバー部１８が互いに広がる
方向に弾性変形するように構成されている。これにより、一対のヒンジカバー部１８は、
第１ケース１の金属フレーム５と第２ケース２の第２リアケース１１とが一対のヒンジ部
３によって開閉可能に連結された状態で、インナーケース６の一辺部６ａを切断部２０で
押し広げることにより、一対のヒンジ部３を挿脱可能に覆うように構成されている。
【００２４】
この場合、インナーケース６には、図４、図６、図７に示すように、分離された一辺部６
ａを補強する２つの補強リブ２１、２２が一体に形成されている。この２つの補強リブ２
１、２２のうち、一方の補強リブ２１は、図７に示すように、インナーケース６の一辺部
６ａにおける切断部２０の左側に位置する端部から反対側の他辺部６ｂに向けてほぼ直角
に延び、この延びた部分がインナーケース６の左側に位置する辺部６ｃに向けてほぼ直角
に延びてインナーケース６の左側の辺部６ｃに連結されている。
【００２５】
また、他方の補強リブ２２は、図４に示すように、インナーケース６の一辺部６ａにおけ
る切断部２０の右側に位置する端部から反対側の他辺部６ｂに向けてほぼ直角に延び、こ
の延びた部分がインナーケース６の右側に位置する辺部６ｄに向けてほぼ直角に延び、こ
の延びた部分が補助リブ２３に連結されている。この補助リブ２３は、枠状に形成されて
インナーケース６の右側に位置する辺部６ｄに連結されている。
【００２６】
これにより、インナーケース６は、補強リブ２１、２２、および補助リブ２３によって切
断部２０で分離された一辺部６ａが自由に撓み変形するのを規制することにより、分離さ
れた一辺部６ａが任意の方向に勝手に撓んで振ら付かないように構成されている。なお、
この補強リブ２１、２２、および補助リブ２３には、図３に示すように、クッション材２
４が設けられている。
【００２７】
一方、金属フレーム５とインナーケース６とには、図３および図４に示すように、その両
者を係脱可能に取り付けるための第１～第４の各位置決め部２５～２８が設けられている
。第１位置決め部２５は、図３および図４に示すように、インナーケース６の一辺部６ａ
（図４では下辺部）における切断部２０付近を金属フレーム５に対し係脱可能に位置決め
して固定するように構成されている。
【００２８】
すなわち、この第１位置決め部２５は、図９～図１１に示すように、金属フレーム５に設
けられた一対の係合部３０と、インナーケース６に設けられて一対の係合部３０を係脱可
能に係止する一対の係止部３１とを備えている。金属フレーム５の一対の係合部３０は、
インナーケース６の一辺部６ａにおける切断部２０の両側近傍に対応する金属フレーム５
の一辺部（図４では下辺部）の各箇所にインナーケース６に向けて垂直に折り曲げられた
横長の平板部であり、その中央部に横長の係合孔３０ａが設けられている。
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【００２９】
インナーケース６の一対の係止部３１は、インナーケース６の一辺部６ａにおける切断部
２０の両側近傍に金属フレーム５に向けて垂直に形成された押え部３１ａと、この押え部
３１ａの内側にこれと平行に形成されたフック部３１ｂとを備えている。これにより、第
１位置決め部２５は、図１１に示すように、インナーケース６の係止部３１における押え
部３１ａとフック部３１ｂとの間に金属フレーム５の係合部３０が挿入して挟まれ、この
状態でフック部３１ｂの先端部が係合部３０の係合孔３０ａに挿入して係止されることに
より、インナーケース６の一辺部６ａにおける切断部２０の両側付近を金属フレーム５に
対し係脱可能に位置決めして固定するように構成されている。
【００３０】
第２位置決め部２６は、図４および図５に示すように、一対のヒンジカバー部１８の近傍
に位置する箇所のインナーケース６を金属フレーム５に対し係脱可能に位置決めして一対
のヒンジカバー部１８の近傍に位置するインナーケース６が外側に向けて広がるのを押え
るように構成されている。すなわち、この第２位置決め部２６は、図４および図１２に示
すように、一対のヒンジカバー部１８の近傍に位置する金属フレーム５の両側辺部にそれ
ぞれ設けられた各押え突起３２と、一対のヒンジカバー部１８の近傍に位置するインナー
ケース６の両側辺部６ｃ、６ｄにそれぞれ設けられて各押え突起３２に当接する各当接部
３３とを備えている。
【００３１】
金属フレーム５の各押え突起３２は、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示すように、一
対のヒンジカバー部１８の近傍に位置する金属フレーム５の両側辺部の一部をインナーケ
ース６に向けて垂直に折り曲げた部分である。インナーケース６の各当接部３３は、一対
のヒンジカバー部１８の近傍に位置するインナーケース６の両側辺部６ｃ、６ｄにそれぞ
れ金属フレーム５に向けて垂直に突出させた部分である。
【００３２】
これにより、第２位置決め部２６は、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示すように、イ
ンナーケース６に設けられた当接部３３の外側面に、金属フレーム５に設けられた押え突
起３２の内側面が当接することにより、インナーケース６を金属フレーム５に対し係脱可
能に位置決めして、一対のヒンジカバー部１８の近傍に位置するインナーケース６が衝撃
などによって外側に広がるのを金属フレーム５で押えるように構成されている。
【００３３】
第３位置決め部２７は、図４および図５に示すように、一対のヒンジカバー部１８と反対
側に位置する他辺部６ｂ側のインナーケース６を金属フレーム５に対し係脱可能に位置決
めして固定するように構成されている。すなわち、この第３位置決め部２７は、図１３（
ａ）および図１３（ｂ）に示すように、一対のヒンジ部３と反対側に位置する金属フレー
ム５の両側部にそれぞれ設けられた各係止部３４と、一対のヒンジカバー部１８と反対側
に位置するインナーケース６の両側辺部６ｃ、６ｄにそれぞれ設けられて金属フレーム５
の各係止部３４に係止される各係合部３５とを備えている。
【００３４】
この場合、金属フレーム５の各係止部３４は、図１３（ａ）および図１３（ｂ）に示すよ
うに、一対のヒンジ部３と反対側に位置する金属フレーム５の両側辺部の一部をインナー
ケース６に向けて垂直に折り曲げた部分であり、この部分に係止孔３４ａが設けられた構
成になっている。インナーケース６の各係合部３５は、一対のヒンジカバー部１８と反対
側に位置するインナーケース６の両側辺部６ｃ、６ｄにそれぞれ金属フレーム５に向けて
垂直に突出した部分であり、この突出した内側面に金属フレーム５の係止部３４の係止孔
３４ａに係合する係合突起３５ａが設けられた構成になっている。
【００３５】
これにより、第３位置決め部２７は、図１３（ａ）および図１３（ｂ）に示すように、金
属フレーム５の各係止部３４の外面がインナーケース６の各係合部３５の内面に当接した
状態で、各係合部３５の係合突起３５ａが各係止部３４の係止孔３４ａに挿入して係止さ
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れることにより、インナーケース６を金属フレーム５に対し係脱可能に位置決めしてイン
ナーケース６が金属フレーム５から外れないように構成されている。
【００３６】
第４位置決め部２８は、図４に示すように、一対のヒンジカバー部１８と反対側に位置す
るインナーケース６の他辺部６ｂにおける両端部を金属フレーム５に対して係脱可能に位
置決めするように構成されている。すなわち、この第４位置決め部２８は、図５（ａ）お
よび図７（ａ）に示すように、一対のヒンジ部３と反対側に位置する金属フレーム５の他
辺部における両端部にそれぞれ設けられた各係止孔３６と、一対のヒンジカバー部１８と
反対側に位置するインナーケース６の他辺部６ｂにおける両端部にそれぞれ設けられて金
属フレーム５の各係止孔３６に挿入する各係合突起３７とを備えている。
【００３７】
これにより、第４位置決め部２８は、図４に示すように、金属フレーム５の各係止孔３６
にインナーケース６の各係合突起３７がそれぞれ挿入して係止されることにより、一対の
ヒンジカバー部１８と反対側に位置するインナーケース６の他辺部６ｂにおける両端部を
金属フレーム５に対し係脱可能に位置決めして、インナーケース６の他辺部６ｂが金属フ
レーム５に対する面方向に位置ずれするのを防ぐように構成されている。
【００３８】
次に、この電子辞書を組立てる場合について説明する。
この場合には、まず、図２に示すように、第１ケース１の金属フレーム５に第２ケース２
の第２リアケース１１を一対のヒンジ部３によって連結する。すなわち、金属フレーム５
の一辺部(図２では下辺部)における両側に一対の第１円筒部１５の各第１アーム部１５ａ
をそれぞれビス止めする。また、第２リアケース１１の一辺部(図２では上辺部)における
両側に一対の第２円筒部１６の各第２アーム部１６ａをそれぞれビス止めする。
【００３９】
この状態で、金属フレーム５に取り付けられた一対の第１円筒部１５と、第２リアケース
１１に取り付けられた一対の第２円筒部１６とを、同一軸上に対応させて配置し、この状
態で第１、第２の各円筒部１５、１６内に連結軸１７を挿入し、この挿入した連結軸１７
によって第１、第２の各円筒部１５、１６を回動可能に連結する。これにより、第１ケー
ス１の金属フレーム５と第２ケース２の第２リアケース１１とが一対のヒンジ部３によっ
て折り畳み可能に連結される。
【００４０】
この後、第１ケース１の金属フレーム５に表示パネル８を取り付けると共に、第２ケース
２の第２リアケース１１に回路基板１２およびキーボード１３を取り付ける。この状態で
、表示パネル８と回路基板１２とをフレキシブル配線基板などの接続部材３８によって電
気的に接続する。これにより、図１４および図１５に示すように、1次組立てが完了し、
製品としての性能検査を行うことが可能な状態になる。
【００４１】
この後、第１ケース１の金属フレーム５の裏面に、後述するようにインナーケース６を取
り付けると共に、このインナーケース６を覆って第１リアケース７を取り付ける。また、
この金属フレーム５の表面に第１フロントケース４を取り付けて、表示パネル８の表示領
域を第１フロントケース４の開口部４ａから外部に露出させる。一方、第２ケース２の第
２リアケース１１の表面に回路基板１２およびキーボード１３を覆って第２フロントケー
ス１０を取り付ける。このときには、キーボード１３の各キーを第２フロントケース１０
の各キー挿入孔１０ａに挿入させて外部に露出させる。これにより、２次組立てが完了し
、製品として出荷可能な状態になる。
【００４２】
ところで、第１ケース１の金属フレーム５にインナーケース６を取り付ける場合には、図
１５に示すように、まず、インナーケース６の一辺部６ａを切断部２０で押し広げるよう
に、インナーケース６の全体を弾性変形させる。このときには、インナーケース６の一辺
部６ａには、補強リブ２１、２２が形成されているので、切断部２０を押し広げると、イ
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ンナーケース６の一辺部６ａが補強リブ２１、２２で規制されて勝手に弾性変形せず、一
対のヒンジカバー部１８と反対側の他辺部６ｂが撓むように変形し、これにより切断部２
０が押し広げられる。
【００４３】
このように、インナーケース６の一辺部６ａが押し広げられると、一対のヒンジカバー部
１８が一対のヒンジ部３の外側に位置するので、一対のヒンジ部３が一対のヒンジカバー
部１８内に相対的に挿入するように、一対のヒンジ部３に一対のヒンジカバー部１８を被
せることができる。このときには、インナーケース６が元の形状に戻りながら、図８に示
すように、一対のヒンジカバー部１８の内周面に設けられたガイドリブ１８ａによって一
対のヒンジ部３がガイドされて一対のヒンジカバー部１８内の中心に挿入されるので、一
対のヒンジ部３が一対のヒンジカバー部１８内の所定に配置される。
【００４４】
この状態で、金属フレーム５にインナーケース６を第１～第４の各位置決め部２５～２８
によって位置決めして固定する。すなわち、この第１位置決め部２５は、図４、図９およ
び図１１に示すように、金属フレーム５の一辺部(図４では下辺部)に設けられた一対の係
合部３０をインナーケース６の一辺部６ａに設けられた一対の係止部３１における押え部
３１ａとフック部３１ｂとの間に挿入させて挟み付け、この状態でフック部３１ｂの先端
部を係合部３０の係合孔３０ａに挿入させることにより、ビスなどの締結部品を用いずに
、インナーケース６の一辺部６ａにおける切断部２０の両側近傍が金属フレーム５に対し
係脱可能に位置決めされて固定される。
【００４５】
第２位置決め部２６は、図１２（ａ）および図１２（ｂ）に示すように、一対のヒンジカ
バー部１８の近傍に位置する金属フレーム５の両側辺部にそれぞれ設けられた各押え突起
３２の内側面が、一対のヒンジカバー部１８の近傍に位置するインナーケース６の両側の
辺部６ｃ、６ｄにそれぞれ設けられた各当接部３３の外側面に当接することにより、イン
ナーケース６が金属フレーム５に対して係脱可能に位置決めされ、インナーケース６の両
側の辺部６ｃ、６ｄが外側に広がるのを押えて固定される。
【００４６】
第３位置決め部２７は、図１３（ａ）および図１３（ｂ）に示すように、金属フレーム５
の各係止部３４の外面がインナーケース６の各係合部３５の内面に当接した状態で、各係
合部３５の係合突起３５ａが各係止部３４の係止孔３４ａに挿入して係止されることによ
り、インナーケース６が金属フレーム５に対して係脱可能に位置決めされ、インナーケー
ス６が金属フレーム５から外れないように固定される。
【００４７】
第４位置決め部２８は、図４に示すように、金属フレーム５の各係止孔３６にインナーケ
ース６の各係合突起３７がそれぞれ挿入して係止されることにより、一対のヒンジカバー
部１８と反対側に位置するインナーケース６の他辺部６ｂにおける両端部が金属フレーム
５に対して係脱可能に位置決めされ、インナーケース６の他辺部６ｂが金属フレーム５に
対する面方向に位置ずれを起こさないように固定される。
【００４８】
また、このように組立てられた電子辞書における第１ケース１のインナーケース６を取り
外す場合には、まず、第１ケース１の第１フロントケース４と第１リアケース７とを金属
フレーム５から取り外す。これにより、金属フレーム５の裏面側にインナーケース６が露
出する。この状態で、前述した場合とは逆に、まず、第１～第４の各位置決め部２５～２
８による金属フレーム５に対するインナーケース６の位置決めを解除する。
【００４９】
これにより、インナーケース６の全体が弾性変形可能な状態になるので、インナーケース
６の一辺部６ａを切断部２０で押し広げて、一対のヒンジカバー部１８を一対のヒンジ部
３の外側に向けて変位させることにより、インナーケース６を取り外すことができる。こ
のときには、第１ケース１と第２ケース２とのすべてを分解せずに、第１ケース１の金属
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フレーム５と第２ケース２の第２リアケース１１とを一対のヒンジ部３によって折り畳み
可能に連結した状態で、インナーケース６を取り外すことができる。
【００５０】
このように、この電子辞書によれば、一対のヒンジ部３をそれぞれ覆う一対のヒンジカバ
ー部１８を有する枠状のインナーケース６を取り外す際に、第１ケース１の金属フレーム
５を第２ケース２の第２リアケース１１に一対のヒンジ部３によって回動可能に連結した
状態で、第１～第４の各位置決め部２４～２８によって金属フレーム５に対し位置決めさ
れたインナーケース６の係止を解除して、一対のヒンジカバー部１８の間に位置するイン
ナーケース６の一辺部６ａを切断部２０で押し広げることにより、ヒンジカバー部１８を
一対のヒンジ部３から取り外すことができる。このため、第１、第２の各ケース１、２の
全てを取り外して交換しなくても、容易にヒンジカバー部１８をインナーケース６と共に
取り外して交換することができる。
【００５１】
この場合、一対のヒンジカバー部１８が位置するインナーケース６の一辺部６ａには、切
断部２０で分離された部分を補強する２つの補強リブ２１、２２が一体に形成されている
ことにより、この２つの補強リブ２１、２２によって切断部２０で分離された一辺部６ａ
が自由に撓み変形するのを規制することができる。このため、インナーケース６の分離さ
れた一辺部６ａが任意の方向に勝手に撓んで振ら付くのを防ぐことができる。これにより
、金属フレーム５に対しインナーケース６を第１～第４の各位置決め部２５～２８によっ
て位置決めして固定する際に、その組付け作業が容易にできるので、組立て作業の向上を
図ることができる。
【００５２】
また、この電子辞書では、インナーケース６を金属フレーム５に対して取り付ける際に、
ビスなどの締結部品を用いずに、第１～第４の各位置決め部２５～２８によって簡単に且
つ確実に取り付けることができる。すなわち、第１位置決め部２５は、インナーケース６
の一辺部６ａにおける切断部２０の両側近傍に設けられた一対の係止部３１の押え部３１
ａとフック部３１ｂとの間に、これに対応する金属フレーム５の一辺部に設けられた一対
の係合部３０を挿入させて挟み付け、この状態でフック部３１ｂの先端部を係合部３０の
係合孔３０ａに挿入することにより、ビスなどの締結部品を用いずに、インナーケース６
の一辺部６ａにおける切断部２０の両側近傍を金属フレーム５に対して正確に位置決めし
て確実に固定することができる。
【００５３】
第２位置決め部２６は、一対のヒンジカバー部１８の近傍に位置する金属フレーム５の両
側辺部にそれぞれ設けられた各押え突起３２の内側面が、一対のヒンジカバー部１８の近
傍に位置するインナーケース６の両側辺部６ｃ、６ｄにそれぞれ設けられた各当接部３３
の外側面に当接することにより、ビスなどの締結部品を用いずに、インナーケース６を金
属フレーム５に対して正確に位置決めし、インナーケース６の両側の辺部６ｃ、６ｄが外
側に向けて広がるのを押えて確実に固定することができる。このため、例えば電子辞書を
誤って落とした際に、その衝撃をヒンジカバー部１８が受けても、インナーケース６の両
側の辺部６ｃ、６ｄが外側に向けて変形するのを防ぐことができる。
【００５４】
第３位置決め部２７は、金属フレーム５の各係止部３４がインナーケース６の各係合部３
５の内面に当接した状態で、各係合部３５の係合突起３５ａが各係止部３４の係止孔３４
ａに係挿入して係止されることにより、ビスなどの締結部品を用いずに、インナーケース
６を金属フレーム５に対して正確に位置決めし、インナーケース６が金属フレーム５から
外れないように確実に固定することができる。
【００５５】
第４位置決め部２８は、金属フレーム５の各係止孔３６にインナーケース６の各係合突起
３７がそれぞれ挿入して係止されることにより、ビスなどの締結部品を用いずに、一対の
ヒンジカバー部１８と反対側に位置するインナーケース６の他辺部６ｂにおける両端部を
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金属フレーム５に対して正確に位置決めし、インナーケース６の他辺部６ｂが金属フレー
ム５に対する面方向に位置ずれを起こさないように確実に固定することができる。
【００５６】
さらに、この電子辞書では、インナーケース６を交換する際に、第１ケース１の金属フレ
ーム５と第２ケース２の第２リアケース１１とが一対のヒンジ部３によって回動可能に連
結されているので、第１ケース１の金属フレーム５に表示パネル８を組み付け、第２ケー
ス２の第２リアケース１１に回路基板１２およびキーボード１３を組み付け、この状態で
表示パネル８と回路基板１２とを電気的に接続することにより、インナーケース６を金属
フレーム５に取り付ける前であって、取り付けた後であっても、製品としての性能を検査
することができる。
【００５７】
（実施形態２）
　次に、図１６～図１９を参照して、この発明を電子辞書に適用した実施形態２について
説明する。なお、図１～図１５に示された実施形態１と同一部分には同一符号を付して説
明する。
　この電子辞書は、インナーケース６の一辺部６ａに形成された２つの補強リブ２１、２
２を連結リブ４０によって連結した構成であり、これ以外は実施携帯１と同じ構成になっ
ている。
【００５８】
すなわち、このインナーケース６の一辺部６ａは、実施形態１と同様、切断部２０によっ
て分離されている。この分離された一辺部６ａには、２つの補強リブ２１、２２が一体に
形成されている。この場合にも、一方の補強リブ２１は、実施形態１と同様、インナーケ
ース６の一辺部６ａにおける切断部２０の左側に位置する端部から反対側の他辺部６ｂに
向けてほぼ直角に延び、この延びた部分がインナーケース６の左側に位置する辺部６ｃに
向けてほぼ直角に延びてインナーケース６の左側に位置する辺部６ｃに連結されている。
【００５９】
また、他方の補強リブ２２は、インナーケース６の一辺部６ａにおける切断部２０の右側
に位置する端部から反対側の他辺部６ｂに向けてほぼ直角に延び、この延びた部分がイン
ナーケース６の右側に位置する辺部６ｄに向けてほぼ直角に延び、この延びた部分が補助
リブ２３に連結されている。この補助リブ２３は、枠状に形成されてインナーケース６の
右側に位置する辺部６ｄに連結されている。
【００６０】
一方、連結リブ４０は、図１６～図１９に示すように、切断部２０の左側に位置する一辺
部６ａの端部から反対側の他辺部６ｂに向けてほぼ直角に延びた部分の一方の補強リブ２
１と、切断部２０の右側に位置する一辺部６ａの端部から反対側の他辺部６ｂに向けてほ
ぼ直角に延びた部分の他方の補強リブ２２との間に位置し、この状態で一端部が一方の補
強リブ２１に一体に形成され、他端部が他方の補強リブ２２に一体に形成され、これによ
り２つの補強リブ２１、２２を連結した構成になっている。
【００６１】
これにより、連結リブ４０は、インナーケース６の一辺部６ａの切断部２０が必要以上に
押し広げられないように規制している。このため、インナーケース６は、切断部２０で分
離された一辺部６ａが押し広げられてインナーケース６の他辺部６ｂが撓み変形する際に
、連結リブ４０によってインナーケース６の他辺部６ｂが変形し過ぎて破損するのを確実
に防ぐように構成されている。
【００６２】
このような電子辞書によれば、実施形態１と同様の作用効果があるほか、インナーケース
６の一辺部６ａに形成された２つの補強リブ２１、２２が連結リブ４０によって連結され
ているので、切断部２０で分離された一辺部６ａを押し広げてインナーケース６を交換す
る際に、切断部２０で分離された一辺部６ａを押し広げても、連結リブ４０によってイン
ナーケース６の他辺部６ｂが必要以上に撓み変形し過ぎるのを確実に防ぐことができ、こ
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ができる。
【００６３】
なお、上記実施形態１、２では、電子機器として電子辞書に適用した場合について述べた
が、必ずしも電子辞書である必要はなく、例えば電子小型計算機（電卓）や携帯電話機、
携帯型情報処理装置（ＰＤＡ：パーソナル・デジタル・アシスタント）などの各種の折り
畳み式の電子機器に広く適用することができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　第１ケース
　２　第２ケース
　３　ヒンジ部
　４　第１フロントケース
　５　金属フレーム
　６　インナーケース
　６ａ　一辺部
　６ｂ　他辺部
　６ｃ、６ｄ　両側の辺部
　７　第１リアケース
　８　表示パネル
　１０　第２フロントケース
　１１　第２リアケース
　１２　回路基板
　１３　キーボード
　１８　ヒンジカバー部
　１８ａ　ガイドリブ
　２０　切断部
　２１、２２　補強リブ
　２５　第１位置決め部
　２６　第２位置決め部
　２７　第３位置決め部
　２８　第４位置決め部
　４０　連結リブ
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