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(57)【要約】
              ポータブル電子デバイスためのドックは
、ベースと、ベースによって支持される第１アームとを
含む。第１アームは、該第１アームの端部に結合される
第１フックを含む。第１フックは、ポータブル電子デバ
イスの第１エッジと係合するように構成される。ドック
は、ベースによって支持される第２アームを更に含む。
第２アームは、第２アームの端部に移動可能に結合され
るサイドドアを含む。サイドドアは、ポータブル電子デ
バイスの第２エッジと係合するように構成される第２フ
ックを有する。サイドドアは、ポータブル電子デバイス
がドックに固定される第１位置と、ポータブル電子デバ
イスがドックから取り外し可能である第２位置との間で
移動可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポータブル電子デバイスのためのドックであって、
　ベースと；
　前記ベースによって支持される第１アームであって、該第１アームは、該第１アームの
端部に結合される第１フックを含み、該第１フックが、前記ポータブル電子デバイスの第
１エッジと係合するように構成される第１アームと；
　前記ベースによって支持される第２アームであって、該第２アームは、該第２アームの
端部に移動可能に結合されるサイドドアを含み、該サイドドアが、前記ポータブル電子デ
バイスの第２エッジと係合するように構成される第２フックを有する、前記第２アームと
；
　を備え、
　前記サイドドアは、前記ポータブル電子デバイスが当該ドックに固定される第１位置と
、前記ポータブル電子デバイスが当該ドックから取り外し可能である第２位置との間で移
動可能である、
　ドック。
【請求項２】
　前記第２位置で前記サイドドアを選択的に固定するために、前記第２アーム及び前記サ
イドドアに結合されるロック機構を更に備える、
　請求項１に記載のドック。
【請求項３】
　前記第２アームは、前記ロック機構の一部を受け取るロックマウントを含む、
　請求項２に記載のドック。
【請求項４】
　前記ロックマウントは、スロットを含み、前記ロック機構は、前記スロット内に選択的
に受け取られて前記サイドドアの動きを阻止するロックヘッドを含む、
　請求項３に記載のドック。
【請求項５】
　前記ロック機構は、電子ロック機構を含む、
　請求項２に記載のドック。
【請求項６】
　前記サイドドアは、前記第２アームの前記端部に旋回可能に結合される、
　請求項１に記載のドック。
【請求項７】
　前記サイドドアは、前記第１位置にある間及び前記第２位置にある間、前記第２アーム
の前記端部に接続されたままである、
　請求項６に記載のドック。
【請求項８】
　前記サイドドアは、前記第１位置にある間に前記第２アームの前記端部に接続され、前
記第２位置にある間に前記第２アームの前記端部から切り離される、
　請求項１に記載のドック。
【請求項９】
　前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方が、前記第１フックと前記第２フックと
の間の距離を変えるために、前記ベース上でスライド可能に支持される、
　請求項１に記載のドック。
【請求項１０】
　前記ベースは、チャネルを有し、前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方の少な
くとも一部は、前記チャネル内でスライド可能に受け取られる、
　請求項９に記載のドック。
【請求項１１】
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　前記ベースは、前記チャネルから延びる支持プラットフォームを更に含み、前記支持プ
ラットフォームは、前記ポータブル電子デバイスの少なくとも一部の下に配置されるよう
に構成される、
　請求項１０に記載のドック。
【請求項１２】
　前記ベースは、チャネルを有し、前記第１アームは、前記チャネルの第１側面でスライ
ド可能に受け取られ、前記第２アームは、前記チャネルの第２側面でスライド可能に受け
取られる、
　請求項１に記載のドック。
【請求項１３】
　前記ベースと、前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方とに結合され、前記ベー
スに対して前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方の位置を固定する留め具を更に
備える、
　請求項１２に記載のドック。
【請求項１４】
　前記チャネル内に配置されて前記ベースに固定される第１ガイドブロックであって、前
記第１アームが、該第１ガイドブロック上に延び、前記留め具が、該第１ガイドブロック
と係合して、前記ベースに対して前記第１アームの位置を固定する、前記第１ガイドブロ
ックと、
　前記チャネル内に配置されて前記ベースに固定される第２ガイドブロックであって、前
記第２アームが、該第２ガイドブロック上に延び、前記留め具が、該第２ガイドブロック
と係合して、前記ベースに対して前記第２アームの位置を固定する、前記第２ガイドブロ
ックと、
　を更に備える、請求項１３に記載のドック。
【請求項１５】
　ポータブル電子デバイスのためのドックであって、
　チャネルを有するベースと；
　前記チャネルの第１側面にスライド可能に受け取られる第１アームであって、該第１ア
ームは、該第１アームの端部に結合される第１フックを含み、該第１フックは、前記ポー
タブル電子デバイスの第１エッジと係合するように構成される、前記第１アームと；
　前記チャネルの第２側面にスライド可能に受け取られる第２アームであって、該第２ア
ームは、該第２アームの端部に移動可能に結合されるサイドドアを含み、該サイドドアは
、前記ポータブル電子デバイスの第２端部と係合するように構成される第２フックを有す
る、前記第２アームと；
　前記第２アームに結合されるロック機構であって、前記サイドドアを前記第２アームの
端部に選択的に固定するように動作可能なロック機構と；
　を備える、ドック。
【請求項１６】
　前記サイドドアは、前記第２アームの前記端部に旋回可能に結合される、
　請求項１５に記載のドック。
【請求項１７】
　前記第２アームはスロットを有し、前記ロック機構は、前記スロット内に選択的に受け
取られて前記サイドドアの動きを阻止するロックヘッドを含む、
　請求項１５に記載のドック。
【請求項１８】
　前記第１アーム及び前記第２アームは、前記第１フックと前記第２フックとの間の距離
を調整するために、前記ベースに対してスライド可能である、
　請求項１５に記載のドック。
【請求項１９】
　前記ベースと、前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方とに結合され、前記ベー
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スに対して前記第１アーム、前記第２アーム又はその双方の位置を固定する留め具を更に
備える、
　請求項１５に記載のドック。
【請求項２０】
　前記チャネル内に配置されて前記ベースに固定される第１ガイドブロックであって、前
記第１アームが該第１ガイドブロック上に延び、前記留め具が、該第１ガイドブロックと
係合して、前記ベースに対して前記第１アームの位置を固定する、前記第１ガイドブロッ
クと、
　前記チャネル内に配置されて前記ベースに固定される第２ガイドブロックであって、前
記第２アームが該第２ガイドブロック上に延び、前記留め具が、該第２ガイドブロックと
係合して、前記ベースに対して前記第２アームの位置を固定する、前記第２ガイドブロッ
クと、
　を更に備える、請求項１９に記載のドック。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１７年３月１日に出願された米国仮特許出願第６２／４６５，６０７号
に対する優先権を主張し、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、ポータブル電子デバイスのためのドックに関し、より詳細には、ノートブッ
ク又はラップトップコンピュータを固定するためのドックに関する。
【発明の概要】
【０００３】
　一実施形態において、本発明は、ポータブル電子デバイスのためのドックを提供する。
ドックは、ベースと、ベースによって支持される第１アームを含む。第１アームは、該第
１アームの端部に結合される第１フックを含む。第１フックは、ポータブル電子デバイス
の第１エッジと係合するように構成される。ドックは、ベースによって支持される第２ア
ームを更に含む。第２アームは、該第２アームの端部に移動可能に結合されるサイドドア
を含む。サイドドアは、ポータブル電子デバイスの第２エッジと係合するように構成され
る第２フックを有する。サイドドアは、ポータブル電子デバイスがドックに固定される第
１位置と、ポータブル電子デバイスがドックから取り外し可能である第２位置との間で移
動可能である。
【０００４】
　別の実施形態において、本発明は、ポータブル電子デバイスのためのドックを提供する
。ドックは、チャネルを有するベースと、チャネルの第１側面にスライド可能（ｓｌｉｄ
ａｂｌｙ）に受け取られる第１アームを含む。第１アームは、該第１アームの端部に結合
される第１フックを含む。第１フックは、ポータブル電子デバイスの第１エッジと係合す
るように構成される。ドックは、チャネルの第２側面にスライド可能に受け取られる第２
アームを更に含む。第２アームは、該第２アームの端部に移動可能に結合されるサイドド
アを含む。サイドドアは、ポータブル電子デバイスの第２端部と係合するように構成され
る第２フックを有する。ドックは、第２アームに結合されるロック機構を更に含み、ロッ
ク機構は、サイドドアを第２アームの端部に選択的に固定するように動作可能である。
【０００５】
　本発明の他の態様は、詳細な説明及び添付の図面を考慮することによって明らかになる
。
【図面の簡単な説明】
【０００６】



(5) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40

50

【図１】ポータブル電子デバイスと、該ポータブル電子デバイスを固定するドックとを含
むシステムの斜視図である。
【０００７】
【図２】ドックが、収縮位置にある２つのアームと閉位置にあるサイドドアとを含む、図
１に図示されるドックの斜視図である。
【０００８】
【図３】サイドドアが開位置にある、図１に図示されるドックの一部の斜視図である。
【０００９】
【図４】２つのアームが伸張位置にある、図１に図示されるドックの斜視図である。
【００１０】
【図５】図１に図示されるドックの分解斜視図である。
【００１１】
【図６】ポータブル電子デバイスを固定する別のドックの背面斜視図である。
【００１２】
【図７】ポータブル電子デバイスを固定する更に別のドックの背面斜視図である。
【００１３】
【図８】電子ロック機構を含む別のドックの斜視図である。
【００１４】
【図９】電子ロック機構がドックから分解された、図８に図示されるドックの斜視図であ
る。
【００１５】
【図１０】開位置における電子ロック機構の斜視図である。
【００１６】
【図１１】閉位置及びロック解除位置における電子ロック機構の斜視図である。
【００１７】
【図１２】閉位置及びロック位置における電子ロック機構の斜視図である。
【００１８】
【図１３】別の実施形態による、ドックのための電子ロック機構の斜視図である。
【００１９】
【図１４】図１３の電子ロック機構のラッチ構成要素の斜視図である。
【００２０】
【図１５】図１３の電子ロック機構のカム（ｃａｍ）の斜視図である。
【００２１】
【図１６】図１３の電子ロック機構の斜視図であり、ドックの本体部分内に配置されたロ
ック機構の要素を示す図である。
【００２２】
【図１７】ストライカ（ｓｔｒｉｋｅｒ）がラッチ構成要素に接触するときの図１３の電
子ロック機構の斜視図である。
【００２３】
【図１８】ロック位置における図１３の電子ロック機構の斜視図である。
【００２４】
【図１９】ラッチ構成要素をロック解除位置に配置するようにカムを回転させた、図１３
の電子ロック機構の斜視図である。
【００２５】
【図２０】ロック機構がばね負荷式ゲートを含む、ロック解除位置における別の電子ロッ
ク機構の斜視図である。
【００２６】
【図２１】ロック位置における図２０の電子ロック機構の斜視図である。
【００２７】
【図２２】ロック機構が回転可能なＴバーを含む、ロック解除位置における更に別の電子
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ロック機構の斜視図である。
【００２８】
【図２３】ロック位置における図２２の電子ロック機構の斜視図である。
【００２９】
【図２４】ロック機構がスライド式ゲートを含む、ロック解除位置における更に別の電子
ロック機構の斜視図である。
【００３０】
【図２５】ロック位置における図２４の電子ロック機構の斜視図である。
【００３１】
【図２６】、ロック機構がばね負荷式ゲート（ｓｐｒｉｎｇ‐ｌｏａｄｅｄ　ｇａｔｅ）
を含む、ロック解除位置における更に別の電子ロック機構の斜視図である。
【００３２】
【図２７】ロック位置における図２６の電子ロック機構の斜視図である。
【００３３】
【図２８】ロック機構がスライドドアを含む、ロック解除位置における更に別の電子ロッ
ク機構の斜視図である。
【００３４】
【図２９】ロック位置における図２８の電子ロック機構の斜視図である。
【００３５】
【図３０】ドックがベースとロックバーとを有する、ポータブル電子デバイスを固定する
ための別のドックの斜視図である。
【００３６】
【図３１】ベースから離間したロックバーを示す、図３１のドックの部分分解図である。
【００３７】
【図３２】図３０の断面線３２－３２に沿って切り取ったドックの斜視断面図である。
【００３８】
【図３３】アームが伸張位置にある、図３０に図示されるドックの背面斜視図である。
【００３９】
【図３４】アームが収縮位置にある、図３０に図示されるドックの背面斜視図である。
【００４０】
【図３５】図３０の断面線３５－３５に沿って切り取ったドックの斜視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明のいずれかの実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、その適用において、以
下の説明に記載される又は以下の図面に図示される構成要素の詳細な構成及び配置に限定
されないことを理解されたい。本発明は、他の実施形態が可能であり、様々な方法で実践
又は実施することができる。
【００４２】
　図１は、ポータブル電子デバイス１０及びドック１２を含むシステムを図示する。電子
デバイス１０はドック１２に固定される。図示される実施形態では、ポータブル電子デバ
イス１０は、ラップトップ又はノートブックコンピュータのようなポータブルコンピュー
タである。他の実施形態では、ポータブル電子デバイス１０は、ヒンジを有する他の電子
デバイスであってもよい。図２～図５に図示されるように、ドック１２は、ベース１４と
、第１フック１８を有する第１アーム１６と、第２フック２２を有する第２アーム２０を
含む。
【００４３】
　図５を参照すると、ベース１４は、該ベース１４の第１側面１４Ａとベース１４の第２
側面１４Ｂとの間に延在する一定の断面のチャネル２４を含む。チャネル２４は、図示さ
れるように、アーム１６、２０がチャネル２４に対して回転できないように、不規則な多
角形又は非円形の断面を有する。チャネル２４は、電子デバイス１０の一部を支持（ｂａ
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ｃｋ）するチャネル２４の外面からチャネル２４の内面へ延びる複数のアパーチャ５０を
更に含む。図示される実施形態では、ベース１４は、パッド７８の両側に配置される２つ
のアパーチャ５０を含む。パッド７８は、例えばポータブル電子デバイス１０（図１）の
裏面に接触して、デバイス１０がベース１４に対して擦過することを防止する弾性部材と
することができる。各アパーチャ５０は、アーム１６、２０のうちの１つに対応し、ベー
ス１４に対してアーム１６、２０の位置を固定するように留め具７２（例えばネジ）を受
け入れる。
【００４４】
　ベース１４は、チャネル２４から延びる支持プラットフォーム２６を更に含む。支持プ
ラットフォーム２６は、剛性の平らな面であり、ポータブル電子デバイス１０の少なくと
も一部の下に配置されるように構成される。図１に図示されるように、支持プラットフォ
ーム２６は、電子デバイス１０のキーボードの下に配置される。
【００４５】
　図５を引き続き参照すると、各アーム１６、２０は、チャネル２４の内側断面の少なく
とも一部と同様の外側断面を有する本体部分２８、３０を含む。これにより、それぞれの
アーム１６、２０の本体部分２８、３０が、ベース１４の対向する側面１４Ａ、１４Ｂか
らチャネル２４へスライドしてチャネル２４と嵌合することが可能になる。各本体部分２
８、３０は、それぞれの本体部分２８、３０の縦方向に沿って直線的に整列された複数の
アパーチャ３２を含む。アパーチャ３２は、ベース１４を通って延びる留め具７２を受け
入れる。
【００４６】
　第１アーム１６は、アーム１６の遠位端（すなわち、図１に図示されるように組み立て
られるときにチャネル２４の外側に位置する端部）で第１フック１８によってキャップさ
れる。第１フック１８は、第１アーム１６から延びて第１アーム１６に取り付けられるプ
レート３４と、第１アーム１６の縦方向に平行にプレート３４から延びる突出部３６とを
含む。第１フック１８は、該フック１８が第１アーム１６に対して固定されている（すな
わち、動かない）ときに固定されるフックである。図示される実施形態では、第１フック
１８は、第１アーム１６に永続的に取り付けられ、第１フック１８のプレート３４は、突
出部３６に永続的に取り付けられる。例えばアーム１６、プレート３４及び突出部３６は
、一体的に形成され、成形され、溶接され、接着され、ボルト締めされるか又は他の方法
で固定されてよい。
【００４７】
　第２フック２２は、別段の指定がない限り、第１フック１８と同様である。第２フック
２２は、該フック２２が第２アーム２０の遠位端（すなわち、図１に図示されるように組
み立てられるときにチャネル２４の外側に位置する端部）に固定されるように、第１フッ
ク１８を鏡映（ｍｉｒｒｏｒ）する。図３に図示されるように、プレート３８は、カバー
６２とサイドドア４６という２つの構成要素から構成されている。カバー６２は、ロック
マウント４２とジャム（ｊａｍｂ）４４を含む。カバー６２は、第２アーム２０の端部に
取り付けられて、第２アーム２０をキャップする。図示されるロックマウント４２は、第
２アーム２０から外側に延びる円柱状のボスであり、スロット５２を含む。
【００４８】
　サイドドア４６は、ジャム４４に取り付けられ、回転軸４８（図２、図３）を中心にし
てジャム４４に対して第１位置と第２位置との間を移動可能である。第１位置では、図２
に図示されるように、サイドドア４６は、サイドドア４６の開口６８がロックマウント４
２を囲むように、ロックマウント４２の周囲に配置される。第２フック２２の第１位置は
、第１フック１８の位置を鏡映し、この場合、突出部４０は、第２アーム２０の縦方向に
平行に延びる。第２位置では、図３に図示されるように、サイドドア４６は、ジャム４４
に対して回転され、突出部４０が第２アーム２０の縦方向に対してもはや平行でないよう
に、ロックマウント４２から離れるように移動される。言い換えると、第１位置（図２）
では、サイドドア４６は閉じられ、第２位置（図３）では、サイドドア４６は開いている
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。
【００４９】
　カバー６２は、ラップトップロックのようなロック５４を介して、第１位置でサイドド
ア４６に対してロック可能である。図１を参照すると、ロック５４は、ロックヘッド５６
と、該ロックヘッド５６に取り付けられる可撓性ケーブル５８を含む。可撓性ケーブル５
８は、ポータブル電子デバイス１０の実質的な搬送が最初にスロット５２からのロック５
４の取り外しを必要とするように、動かない物体６０（例えば机、椅子、壁の支柱、ブラ
ケット等）の周囲に巻かれる。ロック５４がカバー６２のスロット５２に挿入されてロッ
クされると、ロックヘッド５６は、サイドドア４６が第１位置から第２位置へジャム４４
に対して回転するのを物理的に阻止する。ロック５４のロックヘッド５６を、スロット５
２の内部で（例えばキーを用いて）回転させて、ロック５４をドック１２に対して留めて
、ドック１２からのロックヘッド５６の取り外しを阻止することができる。あるいは、ド
ック１２内の構成要素が、スロット５２に挿入されたときにロックヘッド５６を把持して
もよい。いくつかの実施形態では、ロックヘッド５６は、ケーブル５８なしで使用されて
、サイドドア４６の移動を阻止してもよい。そのような実施形態では、ケーブル５８は、
ドック１２の異なる部分に取り付けられる別個の構成要素であってよく、あるいは、ドッ
ク１２は、他の適切な手段を用いて動かない物体に固定されてもよい。ロックマウント４
２とロック５４は、まとめてロック機構を形成する。他の実施形態では、他の適切なロッ
ク機構を使用して、ジャム４４に対するサイドドア４６の動きを選択的に阻止することが
できる。
【００５０】
　図５に図示されるように、ドック１２は、２つのガイドブロック６４、あるいはアーム
１６、２０ごとに１つのガイドブロック６４を含む。ガイドブロック６４は、留め具６６
（例えばネジ）でチャネル２４の内面に固定される。留め具６６は、第１、第２アーム１
６、２０のいずれとも係合しない。各ガイドブロック６４はチャネル２４内に配置され、
したがって、ガイドブロック６４のねじ付きアパーチャ（ｔｈｒｅａｄｅｄ　ａｐｅｒｔ
ｕｒｅ）７０は、チャネル２４内でアパーチャ５０（図５）のうちの１つと位置合わせさ
れる。ガイドブロック６４はまた、チャネル２４に対して移動するためにアーム１６、２
０を支持するのを助ける。各ガイドブロック６４がチャネル２４に留められると、ガイド
ブロック６４の一部とチャネル２４との間にギャップが残る。ギャップは、チャネル２４
に対してスライド可能に並進（ｔｒａｎｓｌａｔｅ）するようにアーム１６、２０を片付
けること（ｃｌｅａｒａｎｃｅ）を可能にするようにサイズ調整される。アーム１６、２
０は、それぞれのアーム１６、２０の大部分がチャネル２４内に位置する収縮位置（図２
に図示される）と、それぞれのアーム１６、２０の一部がチャネル２４から延びる伸張位
置（その１つが図４に図示される）との間で個々に移動可能である。アーム１６、２０は
、留め具７２及びアパーチャ３２を介して様々な伸張段階で固定される。したがって、ド
ック１２は、対向するフック１８、２２の間に様々なサイズの電子デバイス１０を固定す
ることができる。
【００５１】
　動作において、ドック１２は、まず、ポータブル電子デバイス１０の全幅（例えばポー
タブル電子デバイス１０の第１エッジ１０Ａと第２エッジ１０Ｂとの間）を支持するよう
に配置される。留め具６６を介してベース１４のチャネル２４に対して静的に保持される
ガイドブロック６４により、アーム１６、２０は、ガイドブロック６４とチャネル２４と
の間に画定されるギャップ内でスライド可能（例えば並進可能）である。ポータブル電子
デバイス１０の幅（エッジ１０Ａからエッジ１０Ｂまで）を一般的に評価した後、アーム
１６、２０は、ポータブル電子デバイス１０の幅が突出部３６、４０の間の距離よりも大
きいが、プレート３４、３８の間の距離よりは小さいように、チャネル内でスライド可能
に調整される。アーム１６、２０は、該アーム１６、２０の各々におけるアパーチャ３２
のうちの１つが、チャネル２４のそれぞれのアパーチャ５０と、それぞれのガイドブロッ
ク６４内にねじ付きアパーチャ７０と軸方向に位置合わせされるように、（上記で指定さ
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れた範囲内に留まりつつ）更に移動される。留め具７２は、それぞれのアパーチャ３２、
５０を通して挿入され、アパーチャ７０内へねじ込まれ、それによってアーム１６、２０
をロックして、ベース１４又はポータブル電子デバイス１０に対するアーム１６、２０の
更なる並進（ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ）を妨げる。ポータブル電子デバイス１０がドック
１２上に配置されると、以下に説明するように、デバイス１０は留め具７２へのアクセス
を遮って、それにより、ポータブル電子デバイス１０がドック１２にロックされていると
きに、チャネル２４からのアーム１６、２０の並進又は取り外しを阻止する。
【００５２】
　ポータブル電子デバイス１０をドック１２にロックするために、図３に図示されるよう
に、サイドドア４６は開位置に移動される。これにより、ポータブル電子デバイス１０の
第１エッジ１０Ａが、ベース１４と第１突出部３６との間をスライドすることが可能にな
る。次いで、サイドドア４６が、図２に図示されるように、閉位置まで回転軸４８の周り
を回転され、これにより、第２突出部４０をポータブル電子デバイス１０の第２エッジ１
０Ｂの周りに回転させる。ポータブル電子デバイス１０の第２エッジ１０Ｂは、ベース１
４と第２突出部４０との間に配置される。次いで、ラップトップロック５４のロックヘッ
ド５６（図１）が、スロット５２に挿入されて、ロック状態に置かれ、第１位置において
サイドドア４６を本体部分３０にロックする。
【００５３】
　図１に図示されるように、ポータブル電子デバイス１０はラップトップコンピュータで
あってよく、ベース１４と突出部３６、４０との間に設けられるラップトップコンピュー
タの一部は、ラップトップコンピュータのヒンジ１０Ｃにあるか又はその近傍にある。突
出部３６、４０をヒンジ１０Ｃに又はその近傍に配置することは（支持プラットフォーム
２６のサイズ及び剛性との組み合わせで）、ラップトップコンピュータの画面又はキーボ
ードのいずれかを突出部３６、４０の下に及び先にスライドさせることによって、人がラ
ップトップコンピュータをドック１２から取り外すことを阻止する。
【００５４】
　ポータブル電子デバイス１０をドック１２から取り外すために、最初にラップトップロ
ック５４がロック解除され、スロット５２から取り外される。次いで、サイドドア４６が
、閉位置（図２）から開位置（図３）まで回転軸４８を中心に回転され、それにより、ポ
ータブル電子デバイス１０に対して第２突出部４０を回転させる。次いで、ポータブル電
子デバイス１０は、第１突出部３６とチャネル２４との間からスライド可能であり、最終
的にドック１２からデバイス１０を取り外すことになる。
【００５５】
　図６は、ドック１１２の別の実施形態を示す。図示されたドック１１２は、他に記載さ
れていない限り、上述のドック１２と同様である。同様の要素には、１００だけ増分させ
た同様の参照番号を付している。
【００５６】
　ドック１１２は、ポータブル電子デバイス１１０を固定して、ドック１１２からのデバ
イス１１０の取り外しを選択的に阻止する。ドック１１２は、チャネル１２４と、単一の
並進可能なアーム（ｔｒａｎｓｌａｔａｂｌｅ　ａｒｍ）１１６とを含み、アーム１１６
は、フック１１８と、チャネル１２４内でスライド可能な本体部分１２８を有する。ドッ
ク１１２は、並進可能な第２アームを含まないが、第２フック（図示せず）を有する固定
された第２アームを、チャネル１２４の反対の端部に配置することができる。第２アーム
及びフックは、一体的に形成されてもよく、あるいはチャネル１２４に永続的に（例えば
熱固定（ｈｅａｔ　ｓｔａｋｅｄ）、摩擦溶接等で）取り付けられてもよい。
【００５７】
　図示される実施形態では、アーム１１６は、本体部分１２８の背面に沿って軸方向に延
在する複数のアパーチャ１７４を含む。各アパーチャ１７４は、概ね矩形のスロット（例
えばＫスロット）であり、アーム１１６の異なる伸張位置に関連付けられる。さらに、チ
ャネル１２４の背面は、アーム１１６がチャネル１２４に対して並進されるときに複数の



(10) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40

50

スロット１７４のいずれかと選択的に位置合わせされる、単一のスロット１５２（例えば
Ｋスロット）を含む。
【００５８】
　動作中に、ポータブル電子デバイス１１０をドック１１２にロックするために、アーム
１１６は、ユーザがデバイス１１０のエッジを第２フックの後ろにスライドさせることを
可能にする幅まで伸張される。次いで、アーム１１６は、突出部１３６がデバイス１１０
の反対のエッジ１１０Ａの周囲に延びるまで、チャネル１２４内で並進される。ラップト
ップロック（図１に図示されるラップトップロック５４と同様）のロックヘッドは、チャ
ネル１２４のスロット１５２内へ挿入され、そしてアーム１１６の複数のスロット１７４
のうちの位置合わせされた１つのスロット内へ挿入される。ロックヘッドはロック状態に
置かれ、それによってチャネル１２４に対するアーム１１６の並進を禁止し、ドック１１
２からのポータブル電子デバイス１１０の取り外しを禁止する。
【００５９】
　ポータブル電子デバイス１１０をドック１１２から取り外すために、ラップトップロッ
クはロック解除され、位置合わせされたスロット１７４、１５２から取り外される。アー
ム１１６は、突出部１３６をデバイス１１０から遠くへ移動させるように並進される。次
いで、ポータブル電子デバイス１１０は、第２突出部とチャネル１２４との間からスライ
ド可能であり、最終的にドック１１２からデバイス１１０を取り外すことになる。
【００６０】
　図７は、ドック２１２の別の実施形態を示す。図示されたドック２１２は、他に記載さ
れていない限り、上述のドック１２及び１１２と同様である。同様の要素には、２００だ
け増分させた同様の参照番号を付している。
【００６１】
　ドック２１２は、ポータブル電子デバイス２１０を固定して、ドック２１２からのデバ
イス２１０の取り外しを選択的に阻止する。ドック２１２は、チャネル２２４と、１つ以
上の並進可能なアーム２１６とを含み、各アームは、フック２１８と、チャネル２２４内
でスライド可能な本体部分２２８とを有する。図示されるように、チャネル２２４は、後
方に向いたスロット２７６（すなわち、ドック２１２によって支持されるときにポータブ
ル電子デバイス２１０から離れる方向に向いている）を含む。スロット２７６は、前方に
向いているスロットと組み合わされて、ケーブル（例えば電力ケーブル、ＵＳＢケーブル
、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ケーブル、ＶＧＡ、ＤＶＩ、ＨＤＭＩ（登録商標）、Ｄ
ｉｓｐｌａｙＰｏｒｔケーブル等）がポータブル電子デバイス２１０からドック２１２を
通ってそれぞれのポート又は接続（例えば壁コンセント、外部デバイス等）まで延びるア
クセス経路を提供するように機能する。
【００６２】
　図８～図１２は、ドック３１２の別の実施形態を示す。図示されたドック３１２は、他
に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２及び２１２と同様である。同様の要
素には、３００だけ増分させた同様の参照番号を付している。
【００６３】
　ドック３１２は、ポータブル電子デバイス（ポータブル電子デバイス１０、１１０、２
１０と同様）を固定して、ドック３１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。
ドック３１２は、チャネル３２４及び支持プラットフォーム３２６、並びにフック３２２
とチャネル３２４内でスライド可能な本体部分３３０とを有する単一の並進可能なアーム
３２０を含む。単一アーム３２０は、以前の図のアーム１１６、２１６と比較して、チャ
ネル３２４の反対の端部へ延びることに留意されたい。ドック３１２は追加のアームを含
まないが、追加のフック３１８がチャネル３２４の一端をキャップする。追加のフック３
１８は、一体的に形成されてもよく、あるいはチャネル１２４に永続的に（例えば熱固定
、摩擦溶接等で）取り付けられてもよい。他の実施形態では、チャネル３２４に対するア
ーム３２０及びフック３１８の位置を反転させることができる。さらに、他の実施形態で
は、ドック３１２は、アーム１６と同様の第２アームを含んでもよく、それによって、図
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１～図５のドック１２に関して説明したように、２つのアームの追加の調整可能性を組み
込む。
【００６４】
　アーム３２０は、本体部分３３０から延び、ポータブル電子デバイスの一部の周囲に延
びる突出部３４０を支持するためのサイドドア３４６を含む。図１～図５に図示されるサ
イドドア１４６とは異なり、サイドドア３４６はジャムに対して回転しない。むしろ、サ
イドドア３４６及び取り付けられた突出部３４０は、アーム３２０の本体部分３３０から
取り外すことができる。あるいは、サイドドア３４６及び突出部３４０は、本体部分３３
０に対して移動可能（例えばスライド可能）であり得るが、完全には取り外し可能ではな
い。図８から図９への遷移で示されるように、サイドドア３４６は、本体部分３３０から
離れるように移動可能であり、ポータブル電子デバイスをドック３１２に取り付けるため
又はドック３１２からポータブル電子デバイスを分離するためのクリアランス（ｃｌｅａ
ｒａｎｃｅ）を提供する。
【００６５】
　図１０～図１２に図示されるように、ドック３１２は、ラップトップロックのためのス
ロットの代わりに、電子ロック機構３８０を含む。電子ロック機構３８０は、インタフェ
ース３８２を介して選択的に作動され、サイドドア３４６を、アーム３２０の本体部分３
３０に及びドック３１２の残りの部分に対してロック又はロック解除する。電子ロック機
構３８０のためのインタフェース３８２は、ＲＦＩＤ又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）デバイスのような無線キーがドック３１２まで所定の距離内にあるときに作動可能なボ
タンとすることができる。あるいは、インタフェース３８２は、パスワードパスコード又
は他のセキュリティ識別子を関連するポータブル電子デバイスに入力することに応答して
、ロック解除可能であってもよい。さらに、インタフェース３８２は、バイオメトリック
センサであってもよく、ユーザスキャン（例えば指紋スキャン、網膜スキャン等）に応答
して機構３８０を作動させてもよい。
【００６６】
　図１０～図１２において、本体部分３３０及びチャネル３２４は、本体部分３３０内の
電子ロック機構３８０の詳細を示すために部分的に切り取られている。図示されるように
、電子ロック機構３８０は、取り外し可能なサイドドア３４６内に収容される第１部分（
インタフェース３８２、モータ３８４及びモータ出力シャフト３８６）と、アーム３２０
の本体部分３３０に固定される第２部分（取り付けブロック３９０及び位置合わせキー（
ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｋｅｙ）３９２）とを含む。取り付けブロック３９０は、アーム３
２０の本体部分３３０に固定され（例えば留め具、熱固定、摩擦溶接等を介して）、サイ
ドドア３４６が取り外されるときに本体部分３３０の端部をキャップする。取り付けブロ
ック３９０は、モータ出力シャフト３８６のボウタイ形状（ｂｏｗｔｉｅ－ｓｈａｐｅｄ
）の遠位端３８８と同様の形状のアパーチャ３９４を更に含む。
【００６７】
　ポータブル電子デバイスをドック３１２にロックする電子ロック機構３８０の組立てに
おいて、サイドドア３４６は、位置合わせキー３９２をサイドドア３４６のスロット内へ
延ばすことによって、アーム３２０の本体部分３３０と位置合わせされる。完全に挿入さ
れると、位置合わせキー３９２は、モータ出力シャフト３８６をアパーチャ３９４と位置
合わせするように配置し、シャフト３８６の遠位ボウタイ端部３８８は、アパーチャ３９
４の同様の断面を通って延びる。図１１に図示されるように、一旦完全に挿入されると、
シャフト３８６の端部３８８は、モータ３８４を介して４分の１（すなわち、９０度）回
転され、その結果、シャフト３８６の回転された端部３８８は、もはや、ボウタイ形状の
アパーチャ３９４（図１２）と位置合わせされず、アパーチャ３９４から取り外すことが
できない。モータ３８４は、インタフェース３８２へのユーザ入力に応じて、ロック解除
位置（図１１；サイドドア３４６を本体部分３３０から取り外すことができる）からロッ
ク位置（図１２；サイドドア３４６を、本体部分３３０から取り外すことができない）ま
で回転するように作動され得る。あるいは、モータ３８４は、スロット内への位置合わせ
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キー３９２の挿入に応答して、ロック解除位置からロック位置まで回転するように自動的
に作動されてもよい。さらに、モータ３８４は、位置合わせキー３９２がスロットに挿入
されない限り作動可能ではなく、それによって、サイドドア３４６が本体部分３３０から
分離されたときにモータ出力シャフト３８６がロック位置に配置されることを阻止する。
【００６８】
　アーム３２０の本体部分３３０からサイドドア３４６を取り外し、ドック３１２からポ
ータブル電子デバイスを取り外すために、ユーザはインタフェース３８２を作動させ、そ
れによってモータ３８４を作動させてモータ３８４の出力シャフト３８６を４分の１回転
させる。一旦回転すると、出力シャフト３８６のボウタイ形状の遠位端３８８は、同様の
形状のアパーチャ３９４と位置合わせされ、シャフト３８６の遠位端３８８がそこを通っ
て並進することを可能にする。アーム３２０の残りの部分からサイドドア３４６を取り外
すことにより、固定されたアーム３１６の突出部３３６に対して突出部３４０を追加的に
移動させ、それによってドック３１２からのポータブル電子デバイスの取り外しを可能に
することができる。
【００６９】
　図１３～図１９は、ドック４１２の別の実施形態を示す。図示されたドック４１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２及び３１２と同様である
。同様の要素には、４００だけ増分させた同様の参照番号を付している。
【００７０】
　ドック４１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
て、ドック４１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック４１２は、チャ
ネル４２４と、１つ以上の並進可能なアーム４１６を含み、各アームは、フック４１８と
、チャネル４２４内でスライド可能な本体部分４２８を有する。図示されるフック４１８
は、ジャム４４４にヒンジ止めされたサイドドア４４６を含み、サイドドア４４６及び取
り付けられた突出部４４０を開位置（図１３、図１６、図１７）と閉位置（図１８、図１
９）との間で回転させる。
【００７１】
　図１３に図示されるように、ドック４１２の電子ロック機構４８０は、ストライカプレ
ート（ｓｔｒｉｋｅｒ　ｐｌａｔｅ）４２１を含む。ストライカプレート４２１は、サイ
ドドア４４６に（例えば留め具４２３を介して）取り付けられ、サイドドア４４６ととも
にチャネル４２８に対して回転する。ストライカプレート４２１は、アパーチャ４２５を
含み、サイドドア４４６が閉じられたときにチャネル４２８内へ延びるようにサイドドア
４４６に対して垂直に延びる。チャネル４２８は、開口部４２７を有するカバー４６２を
含む。開口部４２７は、カバー４６２を通して、チャネル４２８及び本体部分４２８への
アクセスを提供する。ストライカプレート４２１は、サイドドア４４６が閉じると開口部
４２７（図１７）内へ延びる。ストライカプレート４２１がラッチ４３１から解放される
ときに、サイドドア４４６を開位置にバイアスするようにばね機能４２９がサイドドア４
４６に追加的に取り付けられる。
【００７２】
　図１６に示すように、電子ロック機構４８０は、ラッチ４３１、ベースプレート４３３
、ばね４３５、アクチュエータ４３７及びカム４３９を更に含む。ラッチ４３１は、ベー
スプレート４３３上のポスト（ｐｏｓｔ）４４３（図１６）に取り付けるためのアパーチ
ャ４４１（図１４）を含む。図１４及び図１６に図示されるように、ラッチ４３１は、カ
ム４３９の表面に載るカム面４４５と、ロック及びロック解除するときにストライカプレ
ート４２１のアパーチャ４２５と相互作用するロック機能（ｌｏｃｋｉｎｇ　ｆｅａｔｕ
ｒｅ）４４７とを更に含む。ラッチ４３１のロック機能４４７は、片側に傾斜面を含む。
【００７３】
　サイドドア４４６を本体部分４２８にロックするために、サイドドア４４６は、図１７
に図示されるように、ストライカプレート４２１をカバー４６２の開口部４２７内に移動
させるように回転される。ストライカプレート４２１の前面は、ロック機能４４７の傾斜
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面に接触する。サイドドア４４６に加えられる継続的な圧力により、図１８に図示される
ように、ストライカプレート４２１はラッチ４３１を変位させ、ロック機能４４７がスト
ライカプレート４２１のアパーチャ４２５内に延びるまで、ラッチ４３１をポスト４４３
の周囲にばね４３５のばね力に逆らって回転させる。ばね４３５は、ロック機能４４７を
アパーチャ４２５内へ（すなわち、図１７、図１８では下の方に）バイアスし、それによ
って、サイドドア４４６の更なる回転を禁止し、突出部４４０をポータブル電子デバイス
の周囲にロックする。
【００７４】
　サイドドア４４６のロックを解除するために、アクチュエータ４３７（例えばモータ、
ソレノイド等）は、図１９に図示されるように、カム４３９を４分の１回転させる。ある
いは、アクチュエータ４３７は、カム４３９を異なる回転量（例えば８分の１回転、半回
転、全回転等）で回転させて、ロック機能４４７を解放することができる。図示されるよ
うに、カム４３９は、アクチュエータ４３７の出力シャフトに取り付けられる。回転する
と、カム４３９は、該カム４３９とラッチ４３１のカム面４４５との間の接触を維持し、
ラッチ４３１を回転させ、そしてばね４３５の対向する力に打ち勝つことによって、ラッ
チ４３１を変位させる。カム４３９の回転は、ロック機能４４７をストライカプレート４
２１内のアパーチャ４２５から解放し、ばね機能４２９がサイドドア４４６をばね開口（
ｓｐｒｉｎｇ　ｏｐｅｎ）させるのに十分に、ラッチ４３１を回転させる。
【００７５】
　いくつかの実施形態において、アクチュエータ４３７は、無線信号に応答して作動され
得る。例えばアクチュエータ４３７は、該アクチュエータ４３７がＲＦＩＤタグ、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈデバイス又は別の近距離通信（ＮＦＣ）デバイスから信号を受け取ったとき
に、一時的に励磁されてカム４３９を移動させてもよい。他の実施形態では、ドック４１
２は、アクチュエータ４３７に電気的に結合されるユーザインタフェースを含んでもよい
。ユーザインタフェースは、例えば許可されたユーザによって押されると、一時的にアク
チュエータ４３７を励磁するバイオメトリックセンサ（例えば指紋リーダ）を有するボタ
ンを含んでもよい。更なる実施形態では、アクチュエータ４３７は、ドック４１２に固定
されたポータブル電子デバイスからの信号に応答して作動されてもよい。例えばポータブ
ル電子デバイスは、無線又はハードライン接続を介してドック４１２と通信することがで
きる。ユーザは、パスコード又は他の識別子をポータブル電子デバイスに入力して、アク
チュエータ４３７を選択的に励磁してもよい。あるいは、アクチュエータ４３７は、カム
４３９を動かすために、ロックシリンダ及び／又はリンケージのような機械的機構を含ん
でもよい。そのような実施形態では、アクチュエータ４３７は、キーをドック４１２に挿
入し、キーを回転することによって作動され得る。
【００７６】
　図２０～図２１は、ドック５１２の別の実施形態を示す。図示されたドック５１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２及び４１２と同
様である。同様の要素には、５００だけ増分させた同様の参照番号を付している。
【００７７】
　ドック５１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
て、ドック５１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック５１２は、チャ
ネル５２４と、１つ以上の並進可能なアーム５１６とを含み、各アームは、フック５１８
と、チャネル５２４内でスライド可能な本体部分５２８とを有する。図示されたフック５
１８は、ジャム５４４にヒンジ止めされたサイドドア５４６を含み、サイドドア５４６及
び取り付けられた突出部５４０を開位置（図２０）と閉位置（図２１）との間で回転させ
る。
【００７８】
　電子ロック機構５８０は、ポスト５５１と、ゲート５５３と、出力シャフト５５７を含
むアクチュエータ５５５（例えばモータ、ソレノイド等）とを含む。ポスト５５１は、サ
イドドア５４６に固定され、戻り止めを形成するスロット５５９を含む。円周スロット（
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ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｓｌｏｔ）として図示されているが、スロット５５９
は、ポスト５５１の片側の単一のカット（ｃｕｔ）であってもよい。サイドドア５４６が
開位置（図２０）から閉位置（図２１）まで回転すると、ポスト５５１は、カバー５６２
の開口部５２７を通って、チャネル５２４及び本体部分５２８へ延びる。ポスト５５１は
、該ポスト５５１とゲート５５３との間の接触がゲート５５３をばね５６１に対して押す
ように傾斜面を含み、それによって、ゲート５５３がスロット５５９内に静止するまで、
ばね５６１を圧縮する。スロット５５９は、ユーザが、ばね力に打ち勝ってスロット５５
９からゲート５５３を取り外すことができるように傾斜又は湾曲される。
【００７９】
　ポスト５５１内のスロット５５９内にゲート５５３をロックするために、アクチュエー
タ５５５は、出力シャフト５５７を第１の収縮位置（図２０）から第２の伸張位置（図２
１）に並進させてカバー５６２内の第２開口部５６３に入るように励磁される。第２位置
にあるとき、出力シャフト５５７は、スロット５５９からのゲート５５３の移動を禁止し
、それによって、ポスト５５１からのゲート５５３の開放を禁止する。機構５８０のロッ
クを解除するために、出力シャフト５５７は、第２位置から第１位置に移され、ユーザが
サイドドア５４６をカバー５６２から引き離すことを可能にする。図示されるアクチュエ
ータ５５５は、上述のアクチュエータ４３７と同じ方法のいずれかで作動されてよい。
【００８０】
　この実施形態では、サイドドア５４６は、ロック解除されても閉じたままであることが
できる。さらに、ロック機構５８０は、ロックされた状態又はロック解除された状態に設
定することができ、アクチュエータ５５５は、状態変化（ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｓｔａｔｅ
）を除いて電力を使用しない。加えて、サイドドア５４６は、ポータブル電子デバイスの
容易な設置のために、開いたままにしておくことができる。
【００８１】
　図２２～図２３は、ドック６１２の別の実施形態を示す。図示されたドック６１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２、４１２及び５
１２と同様である。同様の要素には、６００だけ増分させた同様の参照番号を付している
。
【００８２】
　ドック６１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
て、ドック６１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック６１２は、チャ
ネル６２４と、１つ以上の並進可能なアーム６１６とを含み、各アームは、フック６１８
と、チャネル６２４内でスライド可能な本体部分６２８とを有する。図示されたフック６
１８は、ジャム６４４にヒンジ止めされたサイドドア６４６を含み、サイドドア６４６及
び取り付けられた突出部６４０を開位置（図２２）と閉位置（図２３）との間で回転させ
る。
【００８３】
　電子ロック機構６８０は、サイドドア６４６内に、出力シャフト６６９を含むアクチュ
エータ６６７（例えばモータ、ソレノイド等）と、Ｔバー６７１と、スロット６７３とを
含む。Ｔバー６７１は、回転軸に対して垂直に細長くされており、アクチュエータ６６７
からの入力に応じて回転可能である。図示されるように、アクチュエータ６６７の出力シ
ャフト６６９は、Ｔバー６７１のギアと嵌合するギアを含む。あるいは、Ｔバー６７１は
、出力シャフト６６９に直接取り付けられてもよい。スロット６７３は、細長いＴバー６
７１を特定の方向のみで受け入れるように細長くされている。サイドドア６４６をチャネ
ル６２４にロックするために、ユーザは、Ｔバー６７１がスロット６７３の中に延びてス
ロット６７３を通って延びるまで、サイドドア６４６を回転させる。次に、アクチュエー
タ６６７が励磁されて、Ｔバー６７１を４分の１回転させ、それによって、細長いＴバー
６７１とスロット６７３の位置をずらして（ｍｉｓａｌｉｇｎｉｎｇ）、Ｔバー６７１の
スロット６７３からの取り外しを禁止する。サイドドア６４６をロック解除するために、
アクチュエータ６６７はもう１度作動されて、Ｔバー６７１を４分の１回転させ、Ｔバー



(15) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40

50

６７１をスロット６７３と再び位置合わせして、スロット６７３からのＴバー６７１の取
り外しを可能にする。図示されたアクチュエータ６６７は、上述のアクチュエータ４３７
と同じ方法のいずれかで作動されてもよい。
【００８４】
　この実施形態では、ロック機構６８０は、ロックされた状態又はロック解除された状態
に設定することができ、状態変化（ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｓｔａｔｅ）を除いて、電力を使
用しない。加えて、サイドドア６４６はポータブル電子デバイスの容易な設置のために、
開いたままにしておくことができる。さらに、機構６８０は、比較的少ない可動部品（す
なわち、アクチュエータ６６７及びＴバー６７１）を含む。
【００８５】
　図２４～図２５は、ドック７１２の別の実施形態を示す。図示されたドック７１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２、４１２、５１
２及び６１２と同様である。同様の要素には、７００だけ増分させた同様の参照番号を付
している。
【００８６】
　ドック７１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
て、ドック７１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック７１２は、チャ
ネル７２４と、１つ以上の並進可能なアーム７１６とを含み、各アームは、フック７１８
と、チャネル７２４内でスライド可能な本体部分７２８とを有する。図示されたフック７
１８は、ジャム７４４にヒンジ止めされたサイドドア７４６を含み、サイドドア７４６及
び取り付けられた突出部７４０を開位置（図２４）と閉位置（図２５）との間で回転させ
る。
【００８７】
　電子ロック機構７８０は、アクチュエータ７７７（例えばモータ、ソレノイド等）、ア
クチュエータ７７７の出力シャフト上のウォームギヤ（ｗｏｒｍ　ｇｅａｒ）７７９、ス
ライド式ゲート７８１、ばね７８３及びアーム７８５を含む。アーム７８５は、一端では
（例えば留め具７８７を介して）サイドドア７４６に固定され、他端ではばね７８３を介
して本体部分７２８の内面に取り付けられる。アーム７８５は、サイドドア７４６の回転
軸に対して一定の半径を維持するように湾曲され、チャネル７２４のカバー７６２の開口
部７２７を通して本体部分７２８内へ延びる。ばね７８３は、アーム７８５に力を加えて
、サイドドア７４６を閉位置にバイアスする。アーム７８５は、スライド式ゲート７８１
と嵌合するためのスロット７８９を含む。スライド式ゲート７８１は、ウォームギヤ７７
９と嵌合するギヤラック（ｇｅａｒ　ｒａｃｋ）７９１と、スロット７８９と嵌合する突
出部７９３とを含む。
【００８８】
　サイドドア７４６を本体部分７２８に対して閉位置にロックするために、ばね７８３は
、アーム７８５にばね力を加えることによって、閉じられたサイドドア７４６をバイアス
する。次に、アクチュエータ７７７が駆動されてウォームギヤ７７９を回転させ、ウォー
ムギヤ７７９とギヤラック７９１との間の接触に応じてスライド式ゲート７８１を並進さ
せる。スライド式ゲート７８１は、本体部分７２８内のトラックに沿って並進することが
できる。スライド式ゲート７８１が並進すると、突出部７９３はアーム７８５のスロット
７８９を通ってスライドし、それによってアーム７８５を閉位置にロックする。サイドド
ア７４６のロックを解除するために、アクチュエータ７７７はウォームギヤ７７９を反対
方向に駆動し、それによって突出部７９３をアーム７８５のスロット７８９から並進させ
る。図示されるアクチュエータ７７７は、上述のアクチュエータ４３７と同じ方法のいず
れかで作動されてよい。
【００８９】
　この実施形態では、ロック機構７８０は、ロックされた状態又はロック解除された状態
に設定することができ、状態変化を除いて電力を使用しない。加えて、サイドドア７４６
が開いているときは、この機構をロックすることができない。さらにまた、サイドドア７
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４６は、閉状態にバイアスされ、ばね負荷される。あるいは、この機構７８０は、アーム
７８５を閉位置にバイアスするばね７８３なしで利用されてもよい。
【００９０】
　図２６～図２７は、ドック８１２の別の実施形態を示す。図示されたドック８１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２、４１２、５１
２、６１２及び７１２と同様である。同様の要素には、８００だけ増分させた同様の参照
番号を付している。
【００９１】
　ドック８１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
、ドック８１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック８１２は、チャネ
ル８２４と、１つ以上の並進可能なアーム８１６を含み、各アームは、フック８１８と、
チャネル８２４内でスライド可能な本体部分８２８を有する。図示されたフック８１８は
、ジャム８４４にヒンジ止めされたサイドドア８４６を含み、サイドドア８４６及び取り
付けられた突出部８４０を開位置（図２６）と閉位置（図２７）との間で回転させる。
【００９２】
　電子ロック機構８８０は、アクチュエータ８７７（例えばモータ、ソレノイド等）、ア
クチュエータ８７７の出力シャフト８９６、回転可能ゲート８８１、第１ばね８８３、第
２ばね８９７及びアーム８８５を含む。アーム８８５は、一端では（例えば留め具８８７
を介して）サイドドア８４６に固定され、他端ではばね８８３を介して本体部分８２８の
内面に取り付けられる。アーム８８５は、サイドドア８４６の回転軸に対して一定の半径
を維持するように湾曲され、チャネル８２４のカバー８６２の開口部８２７を通して本体
部分８２８内へ延びる。ばね８８３は、アーム８８５に力を加えて、サイドドア８４６を
閉位置へバイアスする。アーム８８５は、回転可能ゲート８８１と嵌合するためのアパー
チャ８９８を含む。回転可能ゲート８８１は、アクチュエータ８７７の出力シャフト８９
６と接触するための第１部分８９３と、アーム８８５内のアパーチャ８９８と嵌合するた
めの第２部分とを含む。図示された第２部分は、アパーチャ８９８内に適合する突出部８
９５を含む。
【００９３】
　サイドドア８４６を本体部分８２８に対して閉位置にロックするために、ばね８８３は
、アーム８８５にばね力を加えることによって、閉じたサイドドア８４６をバイアスする
。閉じると、第２ばね８９７は、突出部８９５をアーム８８５内のアパーチャ８９８内へ
バイアスし、それによってアーム８８５を閉位置にロックする。サイドドア８４６をロッ
ク解除するために、アクチュエータ８７７は、出力シャフト８９６を並進させてゲート８
８１の第１部分８９３に接触させ、それによってゲート８８１を回転させる。より具体的
には、出力シャフト８９６は、第１部分８９３を押して、第２ばね８９７のばね力に打ち
勝ち、アーム８８５内のアパーチャ８９８との整列位置の外に突出部８９５を回転させる
。図示されたアクチュエータ８７７は、上述のアクチュエータ４３７と同じ方法のいずれ
かで作動されてよい。
【００９４】
　この実施形態では、アクチュエータ８７７が電力供給されていないときはいつでもサイ
ドドアをロックすることができる。したがって、ユーザは、ポータブル電子デバイスをド
ック８１２にロックするために、アクチュエータ８７７を作動させる必要はない。
【００９５】
　図２８～図２９は、ドック９１２の別の実施形態を示す。図示されたドック９１２は、
他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２、４１２、５１
２、６１２、７１２及び８１２と同様である。同様の要素には、９００だけ増分させた同
様の参照番号を付している。
【００９６】
　ドック９１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定し
て、ドック９１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック９１２は、チャ
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ネル９２４と１つ以上の並進可能なアーム９１６を含み、各アームが、フック９１８と、
チャネル９２４内でスライド可能な本体部分９２８を有する。フック９１８は、スライド
式サイドドア９４６と突出部９４０を含む。図示されたフック９１８は、ポータブル電子
デバイスがドック９１２から取り外し可能な第１位置（図２８）と、フック９１８が本体
部分９２８にロック可能であり、それによりドック９１２からの電子デバイスの取り外し
を禁止する第２位置（図２９）との間でスライド可能である。
【００９７】
　電子ロック機構９８０は、サイドドア９４６に固定又は一体化されるボス９０１、ベー
スプレート９０３、アクチュエータ９０５（例えばモータ、ソレノイド等）及びアクチュ
エータ９０５の出力シャフトに取り付けられるロッキングパドル９０７を含む。ボス９０
１は、チャネル９２４のカバー９６２の開口部９２７を通って本体部分９２８内へ延びる
。ボス９０１は、該ボス９０１の遠位端（すなわち、サイドドア９４６から遠く）に取り
付けられるストッパブロック９０９を含み、本体部分９２８からのサイドドア９４６を阻
止する。ボス９０１は、開口部９２７に沿ってスライド可能であり、本体部分９２８内の
トラックに沿って更にスライド可能であってもよい。ベースプレート９０３は、本体部分
９２８内に取り付けられ、第１隆起部分（ｒａｉｓｅｄ　ｐｏｒｔｉｏｎ）９１１（すな
わち、アクチュエータ９０５のための取付ポイント９１１）及び第２隆起部分９１３を含
む。
【００９８】
　サイドドア９４６を本体部分９２８にロックするために、ボス９０１は、サイドドア９
４６がチャネル９２４に当接する完全係合位置へスライド可能に並進される。この位置で
は、ロッキングパドル９０７は、サイドドア９４６とストッパブロック９０９との間に配
置される。次いで、アクチュエータ９０５が励磁されてロッキングパドル９０７を４分の
１回転させ、それにより、ボス９０１の並進をブロックし、本体部分９２８に対するサイ
ドドア９４６の移動を禁止する。さらに、隆起部分９１１、９１３はロッキングパドル９
０７に隣接して配置され、ロック機構９８０をロック解除することなく、ユーザがロッキ
ングパドル９０７を曲げるか壊して、サイドドア９４６を取り外すことを妨げる。サイド
ドア９４６を本体部分９２８からロック解除するために、アクチュエータ９０５が励磁さ
れて、ロッキングパドル９０７をもう４分の１回転させ、それによって、ボス９０１のス
ライド並進を可能にする。図示されたアクチュエータ９０５は、上述のアクチュエータ４
３７と同じ方法のいずれかで作動されてよい。
【００９９】
　この実施形態では、ロック機構９８０は、ロックされた状態又はロック解除された状態
に設定することができ、状態変化を除いて電力を使用しない。さらに、サイドドア９４６
は、ヒンジを必要としないので、より単純である。
【０１００】
　図３０～図３５は、ドック１０１２の別の実施形態を示す。図示されたドック１０１２
は、他に記載されていない限り、上述のドック１２、１１２、２１２、３１２、４１２、
５１２、６１２、７１２、８１２及び９１２と同様である。同様の要素には、１０００だ
け増分させた同様の参照番号を付している。
【０１０１】
　ドック１０１２は、ポータブル電子デバイス（図示せず；デバイス１０と同様）を固定
して、ドック１０１２からのデバイスの取り外しを選択的に阻止する。ドック１０１２は
、チャネル１０２４と２つのアーム１０１６、１０２０を含み、アームのうちの少なくと
も１つは並進可能である。第１アーム１０１６は、第１フック１０１８及び第１本体部分
１０２８を有し、第２アーム１０２０は、第２フック１０２２及び第２本体部分（図５に
図示される本体部分３０と同様）を有する。各アーム１０１６、１０２０は、チャネル１
０２４内でスライド可能である。第１アーム１０１６のフック１０１８は、回転、スライ
ド又は（図１～図２９に図示されるように）他の方法で移動可能／取り外し可能であり、
ポータブル電子デバイスをドック１０１２に取り付けるため又はポータブル電子デバイス
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をドック１０１２から分離するためのクリアランスを提供する。換言すれば、第１フック
１０１８が第１位置にあるとき、フック１０１８は、フック１０１８とベース１０１４と
の間のポータブル電子デバイスの取り外し又は挿入を禁止する。第１フック１０１８が第
２位置にあるとき、フック１０１８は、ドック１０１２からのポータブル電子デバイスの
取り外し又は挿入を可能にする。あるいはまた、第２アーム１０２０のフック１０２２は
、回転、スライド又は他の方法で移動可能／取り外し可能であって、ポータブル電子デバ
イスを挿入及び取り外すために必要なクリアランスを提供してもよい。
【０１０２】
　第２アーム１０２０は、第１フック１０１８と第２フック１０２２との間の距離を調整
するためにチャネル１０２４内で移動可能（例えば並進可能）である。第１アーム１０１
６も同様に移動可能であってもよい。図３０～図３１に図示されるように、ドック１０１
２にはロックバー１００２が設けられる。ロックバー１００２は、該ロックバー１００２
がチャネル１０２４内に挿入されたときに、チャネル１０２４に対してアーム１０１６、
１０２０の並進を防止する。図示されるように、ロックバー１００２は、そこから延びる
２つのポスト１００２Ｂ、１００２Ｃを有する平らなプレート１００２Ａである。平らな
プレート１００２Ａは、ポータブル電子デバイスの裏面に接触して、該デバイスがベース
１０１４に対して擦過されるのを防止する弾性部材を含んでもよく、あるいはその弾性部
材によって被覆されてもよい。ベース１０１４は、２つのポスト１００２Ｂ、１００２Ｃ
の間の距離に等しい固定距離で互いに離間される、２つのアパーチャ１０５０を含む。図
３２に関して後述されるように、第１ポスト１００２Ｂは、第１アパーチャ１０５０を通
って延びて第１アーム１０１６の本体部分１０２８と係合し、第２ポスト１００２Ｃは、
第２アパーチャ１０５０を通って延びて第２アーム１０２０の本体部分１０３０と係合す
る。このように、ポスト１００２Ｂ、１００２Ｃを有するロックバー１００２は、図５に
図示されるねじ７２に代わる代替的なタイプの留め具である。図示される実施形態では、
ロックバー１００２は、工具（例えばねじドライバ、アレンレンチ等）なしに、ベース１
０１４からのロックバー１００２の取り外しを可能にするように設計されている。
【０１０３】
　図３２は、ベース１０１４、ロックバー１００２、第１アーム１０１６の本体部分１０
２８及びガイドブロック１０６４を通る切り取り図を示す。図５に関して説明したガイド
ブロック６４と同様に、ガイドブロック１０６４は、該ガイドブロック１０６４内のアパ
ーチャ１０７０がベース１０１４の嵌合するアパーチャ１０５０と軸方向に位置合わせさ
れるように、チャネル１０２４内に（例えば留め具１０６６を介して）固定される。本体
部分１０２８は、該本体部分１０２８の長手方向に沿って直線的に整列された複数のアパ
ーチャ１０３２（図５に図示されるアパーチャ３２と同様）を含む。
【０１０４】
　ポータブル電子デバイスを固定するようにフック１０１８、１０２２間の距離を設定す
るために、ユーザは、アーム１０１６（及び／又は第２アーム１０２０）内のアパーチャ
１０３２が、ベース１０１４及びガイドブロック１０６４内のそれぞれのアパーチャ１０
５０、１０７０と位置合わせされるまで、第１アーム１０１６（及び／又は第２アーム１
０２０）を並進させる。適切なアパーチャ１０３２を選択することは、フック１０１８、
１０２２間の距離をポータブル電子デバイスの幅以上に設定し、突出部１０３６、１０４
０間の距離をポータブル電子デバイスの幅未満に設定することに依存する。アパーチャ１
０５０、１０３２、１０７０が位置合わせされると、ユーザは、アパーチャ１０５０、１
０３２、１０７０によって形成された位置合わせされた開口部を通してポスト１００２Ｂ
、１００２Ｃを挿入し、それによって、第１アーム１０１６を第２アーム１０２０に対し
てロックし、両アーム１０１６、１０２０をベース１０１４及びガイドブロック１０６４
に対してロックする。
【０１０５】
　ロックバー１００２が所定の位置に配置され、アーム１０１６、１０２０の間隔が設定
されると、フック１０１８、１０２２の一方又は双方を、図１～図２９に関して上述した



(19) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40

50

ように操作（例えば回転、並進又は他の方法で移動／取り外し）して、ドック１０１２か
らのポータブル電子デバイスのアクセス及び取り外しを提供することができる。ポータブ
ル電子デバイスがドック１０１２に固定されると、デバイスはロックバー１００２へのア
クセスを妨げ、それによって、チャネル１０２４からのアーム１０１６、１０２０の並進
又は取り外しを阻止する。
【０１０６】
　図３３～図３５は、ドック１０１２を、動かない物体（図１に図示す物体６０と同様）
に取り付けるためのシステムを示す。具体的には、図３３～図３５は、ロック（図１に図
示されるロック５４と同様）のフェルール（ｆｅｒｒｕｌｅ）１００６（図３４～図３５
）と組み合わせて使用されるスロット１００４を有するロックキングシステムを示す。フ
ェルール１００６は、ケーブル（図１に図示される可撓性ケーブル５８と同様）に取り付
けられた円筒形ポストである。フェルール１００６は、第１直径を有するヘッド部分１０
０６Ａと、ヘッド部分１００６Ａの直径よりも小さい第２直径を有するヘッド部分に取り
付けられ、これに隣接するネック部分１００６Ｂとを含む。フェルール１００６は、ネッ
ク部分１００６Ｂに取り付けられ、これに隣接する本体部分１００６Ｃを更に含んでもよ
い。図示されるように、本体部分１００６Ｃは、ヘッド部分１００６Ａと同様の直径を有
する。
【０１０７】
　ベース１０１４の後部は、フェルール１００６の少なくともヘッド部分とネック部分１
００６Ａ、１００６Ｂを受け入れるようにサイズ調整された円形のアパーチャ１０５２を
含む。フェルールのヘッド１００６Ａが断面において非円形である場合、アパーチャ１０
５２は、さもなれば非円形であり得る。図示されるように、アパーチャ１０５２は、フェ
ルールの本体１００６Ｃを受け入れるように更にサイズ調整される。スロット１００４が
、アーム１０１６の本体１０２８内に形成され、本体１０２８の縦方向（すなわち、図３
３及び図３４に図示される矢印Ａ１、Ａ２に平行）に、第１端部１００４Ａから第２端部
１００４Ｂに延びる。スロット１００４の第１端部１００４Ａは、フェルール１００６の
ための挿入／取り外しポイントを含み、したがって、ヘッド部分がそこを通って延びるこ
とを可能にするようにサイズ調整される。第２端部１００４Ｂ及びスロット１００４の第
１端部１００４Ａと第２端部１００４Ｂとの間の位置は、フェルール１００６のためのロ
ックポイントであり、したがって、ネック部分がスロット１００４の長さに沿ってスライ
ドすることは可能にするが、スロット１００４からのフェルールの挿入又は取り外しは許
容しないようにサイズ調整される。
【０１０８】
　スロット１００４は、スロット１００４の挿入／取り外しポイント１００４Ａが背面ア
パーチャ１０５２と位置合わせされるときにアパーチャ１０５０、１０３２の位置がずれ
るような位置で、アーム１０１６の本体１０２８内に位置に形成される。したがって、フ
ェルール１００６が挿入可能又はドックから取り外し可能であるとき、ロックバー１００
２は、ベース１０１４に対してアーム１０１６の位置をロックすることができない。さら
に、スロット１００４は、（第１アーム１０１６に関連付けられる）それぞれのアパーチ
ャ１０３２のいずれかがアパーチャ１０５０と位置合わせされると、背面アパーチャ１０
５２がスロット１００４のロックポイント（すなわち、フェルール１００６がそれに沿っ
て移動可能であるが、取り外し可能ではなく／挿入可能ではないスロット１００４に沿っ
た位置）と同様に位置合わせされるような長さを有する。したがって、フェルール１００
６は、ベース１０１４内のアパーチャ１０５０がアーム内のアパーチャ１０３２のうちの
１つと位置合わせされる任意の位置で、スロット１００４内にロック可能である。
【０１０９】
　フェルール１００６を介してドック１０１２を動かない物体にロックし易くするために
、アーム１０１６は、矢印Ａ１によって示されるように、アーム１０１６のフック１０１
８をベース１０１４から遠くへ並進させることによって、外側の位置へ伸張する（図３３
）。この位置では、背面アパーチャ１０５２は、スロット１００４の挿入／取り外しポイ
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ント１００４Ａと位置合わせされる。フェルール１００６のヘッド１００６Ａは、フェル
ール１００６のネック部分１００６Ｂがスロット１００４と位置合わせされるように、背
面アパーチャ１０５２を通り、スロット１００４を通って挿入される。フェルール１００
６が挿入されると、アーム１０１６は、矢印Ａ２で示されるようにアーム１０１６のフッ
ク１０１８をベース１０１４の方へ並進させることによって内側の位置まで収縮される（
図３４）。（ベース１０１４に対する）アーム１０１６の適切な位置は、ポータブル電子
デバイスがフック１０１８、１０２２の間に適合し、かつロックバー１００２に関して上
述したように、アパーチャ１０５０がアーム１０１６内のアパーチャ１０３２のうちの１
つと位置合わせされる位置である。アパーチャ１０３２、１０５０の位置合わせの後、ロ
ックバー１００２が挿入され、それによってベース１０１４に対してアーム１０１６の位
置をロックし、スロット１００４に対してフェルール１００６の位置を更にロックする。
フェルール１００６は、スロット１００４の挿入／取り外しポイント１００４Ａと位置が
ずれているため、フェルール１００６及び関連するケーブルは、取り外すことができず、
したがって、動かない物体に対してドック１０１２をロックする。
【０１１０】
　本発明の様々な特徴及び利点は、以下の特許請求の範囲に記載される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１９】
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【図２１】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】
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【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【図３４】 【図３５】



(27) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40

【国際調査報告】



(28) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40



(29) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

30

40



(30) JP 2020-510921 A 2020.4.9

10

20

フロントページの続き

(81)指定国・地域　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,G
T,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KR,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX
,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,
TN,TR,TT

(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  クリンクマン，アレックス，ジェイ．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９４６０５，オークランド，マーロウ　ドライヴ　３１９
(72)発明者  オオツカ，マイク
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９４０８６，サニーヴェール，イースト　マッキンリー　ア
            ヴェニュー　４８６
(72)発明者  ツェ，ウィルソン
            カナダ国　ブリティッシュコロンビア州　ヴィ５ジェイ　２ティー４，バーナビー，マッキー　ス
            トリート　５１４６
(72)発明者  テレシー，ジョセフ，エー．
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９４４０４，サン　マテオ，ファッション　アイランド　ブ
            ールヴァード　１５００


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

