
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 機器
本体に設けられ、第１の部品を取り付けることのできる第１の取り付け部と、該機器本体
に該第１の取り付け部とは異なった位置に設けられ、該第１の取り付け部と同一構成を有
し、第２の部品を取り付けることのできる第２の取り付け部とを備え、該第１の取り付け
部は、第１の部品を該機器本体に電気的に接続する第１のコネクタと、第１の部品を該機
器本体に機械的に接続する第１の機械的接続手段とを有し、該第２の取り付け部は、第２
の部品を該機器本体に電気的に接続する第２のコネクタと、第２の部品を該機器本体に機
械的に接続する第２の機械的接続手段とを有し、第１のコネクタと第１の機械的接続手段
との関係は第２のコネクタと第２の機械的接続手段との関係と同一であり、更に該第１の
取り付け部は機器本体の前部に、該第２の取り付け部は機器本体の後部に、第１のコネク
タ及び第２のコネクタがそれぞれ装置の前後方向に対応するように位置し、第１の部品及
び第２の部品は機器本体の外部から該機器本体の前部及び後部にそれぞれ上下対称的に脱
着可能であることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　該第１の部品は該第２の部品に対して同一の外観形状を有す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】
　該第１の部品及び該第２の部品の少なくとも一方はバッテリパックであることを特徴と
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第１及び第２の部品がパッテリパックとして使用される携帯型電子機器であって、



する請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　該第１の部品及び該第２の部品はともにバッテリパックであることを特徴とする請求項
１に記載の電子機器。
【請求項５】
　該第１の部品及び該第２の部品の少なくとも一方はさらに他の部品を取り付けることの
できるコネクタボックスであることを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項６】
　該第１の部品及び該第２の部品はそれぞれ機器本体の前部及び後部に沿って長く延びる
ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項７】
　該第１の部品及び該第２の部品は機器本体の前部又は後部の長さの半分以上の長さを有
することを特徴とする請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　第１及び第２の部品は、機器本体の第１のコネクタ及び第２のコネクタに接続されるコ
ネクタを有し、該部品のコネクタは機器本体の前部及び後部に沿う長さ方向において部品
の両端部からの中間から一方の端部に偏位した位置に設けられ、
　機器本体の第１のコネクタ及び第２のコネクタは、該部品のコネクタに対応する機器本
体の位置に設けられていることを特徴とする請求項６に記載の電子機器。
【請求項９】
　該情報処理装置はキーボードを含む部分と、該キーボードを含む部分に枢着され、ディ
スプレイを含む部分とを有するノートブック型の情報処理装置であることを特徴とする請
求項１に記載の電子機器。
【請求項１０】
　該第１の取り付け部及び該第２の取り付け部は該キーボードを含む部分の前部及び後部
に設けられることを特徴とする請求項９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　第１の部品及び第２の部品は係合手段を有し、該ディスプレイを含む部分は該ディスプ
レイを含む部分が該キーボードを含む部分に対して閉じられたときに該キーボードを含む
部分の前部に取り付けられた第１の部品及び第２の部品の一方の係合手段に係合可能なロ
ック手段を有することを特徴とする請求項９に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は電子機器に関する。より詳細には、本発明はノートブック型パソコン等の携帯型
の情報処理装置のバッテリ支持構造に関する。
背景技術
近年の電子情報処理装置は、携帯型の情報処理装置として利用できるように小型軽量化さ
れている。携帯型の情報処理装置はバッテリを含み、バッテリは比較的に大きな容量をも
つものが使用され、通常は交換の必要がないので機器本体内部に収納されている。しかし
、バッテリ自体も小型化を余儀なくされてきており、容量と重量と体積の関係で、交換が
必要な場合もある。
バッテリが機器本体の内部に収納されていると、バッテリを容易に交換することができな
い。バッテリを容易に交換することができるためには、バッテリが機器本体に機器本体の
外部から脱着可能に取り付けられているのが好ましい。
特開平３－２７５９６号公報は機器本体の凹部にバッテリを配置し、バッテリの表面を露
出させて機器本体の表面の一部とした小型電子機器を開示している。
特開平６－１６３０１５号公報は機器本体の側部に凹部を設け、バッテリをこの凹部に挿
入することによりバッテリを機器本体に取り付けることができるようにしたパッテリパッ
クの収納構造を開示している。
特開平８－７６８８７号公報は、バッテリを機器本体の後部に取り付けることができるよ
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うにした情報機器における薄型化構造を開示している。
特開平８－５５６１７号公報は、バッテリを機器本体内部に取り付けるに際し、機器本体
内部のコネクタに対して、バッテリを上方から、下方から、及び側方からのいずれからも
接続することができるようにしたパッテリパック及びその接続構造を開示している。
特開平１０－１１６１３３号公報は、機器本体にコネクタを設け、拡張用のコネクタボッ
クスをこのコネクタに接続可能にした携帯情報機器を開示している。拡張用のコネクタボ
ックスは機器本体のコネクタに接続可能なコネクタを有するとともに、さらにその他の部
品と接続できる複数のコネクタを備えている。
また、この公報では、拡張用のコネクタボックスは、機器本体に内蔵されたバッテリ（内
蔵バッテリ）に対して、拡張用のバッテリ（外付けバッテリ）を含むことができる。内蔵
バッテリ及び外付けバッテリを含む情報処理装置においては、内蔵バッテリの寿命がきて
も、外付けバッテリにより情報処理装置を作動させることができ、あるいは外付けバッテ
リの容量を増大して情報処理装置の使用条件をさらに拡張することができる。
しかし、内蔵バッテリ及び外付けバッテリを含む情報処理装置においては、内蔵バッテリ
の寿命がきたら、内蔵バッテリを取り外すことは容易ではないので、内蔵バッテリを充電
することは容易ではない。また、情報処理装置で使用されるバッテリはバッテリを樹脂モ
ールドしたバッテリパックとして使用される。
内蔵バッテリとして使用される内蔵バッテリパックと、外付けバッテリとして使用される
外付けバッテリパックとは、一方が情報処理装置の内部に配置され、他方が情報処理装置
に外部から脱着可能に取り付けられので、通常は同じ外観、構造のものを使用することは
難しい。従って、内蔵バッテリパックと外付けバッテリパックとを２種類準備しなければ
ならない。内蔵バッテリパックと外付けバッテリパックとを２種類準備するためには、樹
脂モールドのための型を２種類準備しなければならない。このため、バッテリパックの開
発にコストがかさむ。
発明の開示
本発明の目的は２つの同様の部品を取り付けることのできる電子機器を提供することであ
る。
本発明の目的は２つの同様のバッテリを取り付けることのできる電子機器を提供すること
である。
上記目的を達成するために、本発明による電子機器は、機器本体に設けられ、第１の部品
を取り付けることのできる第１の取り付け部と、該機器本体に該第１の取り付け部とは異
なった位置に設けられ、該第１の取り付け部と実質的に等しい構成を有し、第２の部品を
取り付けることのできる第２の取り付け部とを備えたことを特徴とするもである。
このようにして、電子機器に第１の部品と第２の部品を取り付けることができ、電子機器
の性能の向上に寄与することができる。第１の部品と第２の部品とがバッテリパックであ
る場合には、同形状の２つのバッテリパックを１つの電子機器に取り付けることができる
。一方のバッテリの寿命がきても他方のバッテリで電子機器を作動させたり、２つのバッ
テリの容量を電子機器の所望の作動に適合させたりすることができる。
同形状の２つのバッテリパックを１つの電子機器に取り付けることができるので、バッテ
リパックの開発にコストがかさむことがない。よって、同形状にて容量アップ型のバッテ
リパックを比較的に安価に開発することができ、電池寿命としても従来よりアップし、も
しくは組み合わせて、ユーザの好きな重さと容量を選ぶことができる。よって、容量と重
量の組み合わせを達成した容量アップのバッテリパックを容易に実現できる。電子機器へ
の取り付けも容易である。
このように、第１の部品及び第２の部品の少なくとも一方はバッテリパックである。好ま
しくは、第１の部品及び第２の部品はともにバッテリパックである。しかし、第１の部品
及び第２の部品は必ずしもバッテリパックである必要はない。例えば、第１の部品及び第
２の部品の少なくとも一方はさらに他の部品を取り付けることのできるコネクタボックス
である。
この場合、第１の取り付け部は、第１の部品を機器本体に電気的に接続する第１のコネク
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タと、第１の部品を機器本体に機械的に接続する第１の機械的接続手段とを有し、第２の
取り付け部は、第２の部品を機器本体に電気的に接続する第２のコネクタと、第２の部品
を該機器本体に機械的に接続する第２の機械的接続手段とを有し、第１のコネクタと第１
の機械的接続手段との関係は第２のコネクタと第２の機械的接続手段との関係と実質的に
等しい。
第１の取り付け部は機器本体の前部にあり、該第２の取り付け部は機器本体の後部にあり
、第１の部品及び第２の部品は機器本体の外部から該機器本体に脱着可能である。第１の
部品及び該第２の部品はそれぞれ機器本体の前部及び後部に沿って長く延びる。好ましく
は、第１の部品及び第２の部品は機器本体の前部又は後部の長さの半分以上の長さを有す
る。
これによって、第１の部品及び第２の部品が機器本体に取り付けられたときには、第１の
部品及び第２の部品が機器本体の外面の一部を形成するようになる。
バッテリパックとコネクタボックスを使用状況（使用する場所、接続される周辺機器など
）に応じて第１または第２のいずれの取り付け部に取り付けるかを使用者が任意に決める
ことができる。
電子機器はキーボードを含む部分と、該キーボードを含む部分に枢着され、ディスプレイ
を含む部分とを有するノートブック型の情報処理装置である。この場合、第１の取り付け
部及び第２の取り付け部はキーボードを含む部分の前部及び後部に設けられる。
第１の部品及び第２の部品は係合手段を有し、該ディスプレイを含む部分は該ディスプレ
イを含む部分が該キーボードを含む部分に対して閉じられたときに該キーボードを含む部
分の前部に取り付けられた第１の部品及び第２の部品の一方の係合手段に係合可能なロッ
ク手段を有する。
発明を実施するための最良の形態
図１から図７は本発明の第１実施例による電子機器を示す。図１及び図２は、ノートブッ
ク型パソコンとして構成された電子機器（携帯型の情報処理装置）１０を示す図である。
電子機器１０は、キーボード１２を含む部分１４と、キーボード１２を含む部分１４に枢
着され、ディスプレイ１６を含む部分１８とを有する。キーボード１２を含む部分１４は
機器本体と呼ばれ、キーボード１２の下方に電子部品を含む。
図４は、ディスプレイ１６を含む部分１８が省略され、キーボード１２を除去した状態の
キーボード１２を含む部分１４を示している。例えばプリント回路基板２０がキーボード
１２を含む部分１４に配置されている。キーボード１２及びディスプレイ１６はプリント
回路基板２０に設けられた電子部品によって制御される。
キーボード１２を含む部分１４はほぼ矩形状の表面形状に形成される。第１のバッテリパ
ック２２がキーボード１２を含む部分１４の前部に配置され、第２のバッテリパック２４
がキーボード１２を含む部分１４の後部に配置される。図２から図４に示されるように、
キーボード１２を含む部分１４は、第１のバッテリパック２２を取り付けることのできる
第１の取り付け部２６と、第２のバッテリパック２４を取り付けることのできる第２の取
り付け部２８とを有する。第１の取り付け部２６はキーボード１２を含む部分１４の前端
面に設けられ、第２の取り付け部２８はキーボード１２を含む部分１４の後端面に設けら
れる。
第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４はそれぞれキーボード１２を含
む部分１４（機器本体）の前部及び後部に沿って長く延びる。好ましくは、第１のバッテ
リパック２２及び第２のバッテリパック２４は機器本体の前部又は後部の長さの半分以上
の長さを有する。実施例においては、第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパッ
ク２４は機器本体の前部又は後部の長さとほぼ等しい長さを有する。機器本体の前部の長
さとほぼ等しく形成されているので、機器本体に取り付けられたとき、パームレストの役
目を果たす。
第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４はリチウム電池を樹脂でモール
ドして覆った構造である。第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４は互
いに同じ外観形状で、バッテリの容量も同じものである。しかし、第１のバッテリパック
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２２及び第２のバッテリパック２４は互いに同じ外観形状で、バッテリの容量を変えたも
のとすることもできる。
第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４の各々は、平坦な側面２２ａ、
２４ａと、丸く湾曲した側面２２ｂ、２４ｂと、平坦な端面２２ｃ、２４ｃとを有する。
第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４がキーボード１２を含む部分１
４に取り付けられたときには、平坦な側面２２ａ、２４ａがキーボード１２を含む部分１
４の前端面及び後端面にぴったりと接触する。
第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４がキーボード１２を含む部分１
４に取り付けられたときには、第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４
が機器本体の外面の一部を形成するようになる。従って、ディスプレイ１６を含む部分１
８は第１のバッテリパック２２を覆うようになっている。
第１の取り付け部２６は、第１のバッテリパック２２を機器本体に電気的に接続する第１
のコネクタ３０と、第１のバッテリパック２２を機器本体に機械的に接続する第１の機械
的接続手段（ねじ穴）３２とを有する。第２の取り付け部２８は、第２のバッテリパック
２４を機器本体に電気的に接続する第２のコネクタ３４と、第２のバッテリパック２４を
機器本体に機械的に接続する第２の機械的接続手段（ねじ穴）３６とを有する。
第１のコネクタ３０と第１の機械的接続手段３２との関係は第２のコネクタ３４と第２の
機械的接続手段３６との関係と実質的に等しい。第１のコネクタ３０及び第２のコネクタ
３４はプリント回路基板２０に取り付けられている。従って、図示の構成とは逆に、第１
のバッテリパック２２を第２の取り付け部２８に取り付け、第２のバッテリパック２４を
第１の取り付け部２６に取り付けることができる。
第１のバッテリパック２２はコネクタ３８及びねじ４０を有し、コネクタ３８は第１のコ
ネクタ３０に嵌合され、ねじ４０は第１の機械的接続手段（ねじ穴）３２に螺合される。
第２のバッテリパック２４はコネクタ４２及びねじ４４を有し、コネクタ４２は第２のコ
ネクタ３４に嵌合され、ねじ４４は第２の機械的接続手段（ねじ穴）３６に螺合される。
このように、第１の取り付け部２６は機器本体の前部にあり、第２の取り付け部２８は機
器本体の後部にあり、第１のバッテリパック２２及び第２のバッテリパック２４は機器本
体の外部から該機器本体に脱着可能である。
図５から図７はねじ４０（４４）の取り付け部の構成を示す図である。ねじ４０はステム
４０ａの先端部に設けられ、ステム４０ａの中間部には大径部４０ｂとＤ形部４０ｃとが
設けられる。ねじ４０の取り付け部は操作輪４６を含み、操作輪４６はＤ形穴４６ａと有
底筒部４６ｂとを有する。ステム４０ａのＤ形部４０ｃは操作輪４６のＤ形穴４６ａに挿
入される。
ステム４０ａのねじ４０とは反対側の端部は有底筒部４６ｂに挿入され、ばね４８が有底
筒部４６ｂ内においてステム４０ａのまわりに配置されている。操作輪４６は第１のバッ
テリパック２２の壁に回転可能に支持され、ばね４８はねじ４０を第１のバッテリパック
２２の平坦な側面２２ａに向かって付勢している。従って、第１のバッテリパック２２を
機器本体に向かって動かすと、ねじ４０が第１の機械的接続手段（ねじ穴）３２に接触す
る。操作輪４６は第１のバッテリパック２２の端面２２ｃに設けた開口部２２ｄから外部
に露出しており、操作輪４６の露出部を回すとねじ４０が回転し、第１の機械的接続手段
（ねじ穴）３２に螺合される。
さらに、ディスプレイ１６を含む部分１８の先端部にはフック状のロック５０が設けられ
、第１のバッテリパック２２の湾曲した側面２２ｂの上方部分には係合穴５２が設けられ
る。よって、第１のバッテリパック２２がキーボード１２を含む部分（機器本体）１４に
取り付けられた状態で、ディスプレイ１６を含む部分１８がキーボード１２を含む部分（
機器本体）１４に対して閉じられたときに、フック状のロック５０が係合穴５２に係合す
るようになっている。フック状のロック５０は図示しない手段によってロック解除される
ことができる。
第２のバッテリパック２４も同様の係合穴５４を有する。第２のバッテリパック２４は係
合穴５４が下を向いた状態でキーボード１２を含む部分（機器本体）１４の後部に取り付
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けられる。従って、第２のバッテリパック２４の係合穴５４は通常は見えない。
このように、本発明による電子機器１０は、機器本体と、該機器本体に設けられ、第１の
部品である第１のバッテリパック２２を取り付けることのできる第１の取り付け部２６と
、機器本体に第１の取り付け部２６とは異なった位置に設けられ、第１の取り付け部２６
と実質的に等しい構成を有し、第２の部品である第２のバッテリパック２４を取り付ける
ことのできる第２の取り付け部２８とを備えたことを特徴とするものである。
第１のバッテリパック２２は第２のバッテリパック２４に対して等しい外観形状を有する
ものである。このため、同形状の２つのバッテリパック２２、２４を１つの電子機器１０
に取り付け、一方のバッテリの寿命がきても他方のバッテリで電子機器を作動させたり、
２つのバッテリの容量を電子機器の所望の作動に適合させたりすることができる。また、
同形状の２つのバッテリパック２２、２４を１つの電子機器１０に取り付けることができ
るので、バッテリパック２２、２４の開発（特にモールドの型）にコストがかさむことが
ない。また、同形状にて容量アップ型のバッテリパックを開発しても、取り付けが容易と
なり、電池寿命としても従来よりアップし、もしくは組み合わせて、ユーザの好きな重さ
と容量を選ぶことができる。また、バラエティ豊富に、容量と重量の組み合わせを達成し
た容量アップのバッテリパックを容易に実現できる。
以上は２つのバッテリパック２２、２４を設けた例について説明したが、機器本体の前部
及び後部に取り付けられる第１の部品及び第２の部品がともにバッテリパック２２、２４
である必要はない。第１の部品及び第２の部品の少なくとも一方がバッテリパックであれ
ばよい。例えば、第１の部品及び第２の部品の少なくとも一方はさらに他の部品を取り付
けることのできるコネクタボックスとすることができる。
図８及び図９は本発明の第２実施例による電子機器を示す。電子機器（情報処理装置）１
０は、キーボード１２を含む部分１４と、ディスプレイ１６を含む部分１８とを有する。
前の実施例と同様に、第１のバッテリパック２２がキーボード１２を含む部分１４の前部
に第１の取り付け部２６によって取り付けられ、第２のバッテリパック２４がキーボード
１２を含む部分１４の後部に第２の取り付け部２８によって取り付けられる。
図８においては、第１の取り付け部２６及び第２の取り付け部２８を形成するために、キ
ーボード１２を含む部分１４の前部及び後部は端部延長部１４Ｅを有し、第１のバッテリ
パック２２及び第２のバッテリパック２４は端部延長部１４Ｅの間でキーボード１２を含
む部分１４の前端面及び後端面に向かって挿入されるようになっている。キーボード１２
を含む部分１４の前端面及び後端面にはそれぞれコネクタ３０、３４があり、第１のバッ
テリパック２２及び第２のバッテリパック２４のコネクタ３８、４２がそれぞれコネクタ
３０、３４に嵌合するようになっている。（なお、図８で図示しないコネクタ３０、３８
、４２は例えば図４参照。）
第１及び第２の機械的接続手段３２Ａ、３６Ａは端部延長部５０、５２に内向きに設けら
れた弾性変形可能な突起として形成される。突起３２Ａ、３６Ａは第１のバッテリパック
２２及び第２のバッテリパック２４の端面に設けられた係合穴４０Ａ、４４Ａに係合する
ようになっている。さらに、フック状のロック５０Ａはディスプレイ１６を含む部分１８
の先端部の両端部に設けられ、係合穴５２Ａは端部延長部１４Ｅの上面に設けられる。
この実施例の電子機器（情報処理装置）１０の作動は図１から図７の実施例の電子機器（
情報処理装置）１０の作動と同様である。
図１０及び図１１はバッテリパックの機械的な接続手段の変形例を示す図である。この例
では、バッテリパックの機械的な接続手段３２Ｂはキーボード１２を含む部分１４の端部
延長部１４Ｅに設けられた開口部１４Ｆに配置された回転可能な係止部材３２Ｂからなる
。係止部材３２Ｂは突起３２Ｃを有し、突起３２Ｃはバッテリパック２２の端面の凹部４
０Ｂに係合するようになっている。係止部材３２Ｂは軸３２Ｄによって端部延長部１４Ｅ
に回転可能に取り付けられ、ばね３２Ｅによって突起３２Ｃがバッテリパック２２の端面
の凹部４０Ｂに係合する方向に付勢されている。係止部材３２Ｂの突起３２Ｃとは反対側
の端部を押すと、突起３２Ｃがバッテリパック２２の端面の凹部４０Ｂに係合するのを解
除することができる。
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図１２から図１４はバッテリパックの機械的な接続手段の変形例を示す図である。図８の
例ではキーボード１２を含む部分１４の前部が端部延長部１４Ｅを有する構成であったの
に対して、この例ではバッテリパック２２が平坦な側面２２ａ上に突出部５６を形成され
たものである。突出部５６はキーボード１２を含む部分１４の前端面の内部空間５８に進
入でき、突出部５６に設けたコネクタ（図示せず）が内部空間５８内に設けたコネクタ（
図示せず）に嵌合するようになっている。また、機械的接続手段（突起）３２Ａは突出部
５６の端面に設けられた係合穴４０Ａに係合するようになっている。さらに、扉６０が内
部空間５８に配置され、扉６０はばね６２に付勢されて通常は閉じ、バッテリパック２２
が内部空間５８に挿入されるときに開くようになっている。
図１５は本発明の第３実施例による電子機器を示す。電子機器（情報処理装置）１０の全
体的な構成は図１及び図２に示されたものと同様である。電子機器１０はキーボード１２
を含む部分１４及びディスプレイ１６を含む部分１８と、第１のバッテリパック２２及び
第２のバッテリパック２４（図１、図２参照）とを含む。
この実施例では、バッテリパック２２（２４）はリチウム電池６４を樹脂６６でモールド
して覆った構造である。リチウム電池６４は導線６８によりコネクタ３８の端子３８ｘ、
３８ｙに接続されている。バッテリパック２２（２４）はリチウム電池６４に接続された
制御回路を含むことができる。
キーボード１２を含む部分１４は、コネクタ３０及び機械的な接続手段３２を含む。機械
的な接続手段３２はねじ４０に係合するねじ穴である。コネクタ３０は端子３０ｘ、３０
ｙを有し、これらの端子はばね７０により外方へ向かって付勢されている。従って、バッ
テリパック２２がキーボード１２を含む部分１４に向かって押しつけられるときに、コネ
クタ３８の端子３８ｘ、３８ｙがコネクタ３０の端子３０ｘ、３０ｙに確実に接触するよ
うになっている。コネクタ３０の端子３０ｘ、３０ｙはプリント回路基板２０に設けられ
た制御装置２０Ｘに接続される。
図１６は本発明の第４実施例による電子機器を示す。電子機器（情報処理装置）１０はキ
ーボード１２を含む部分１４及びディスプレイ１６を含む部分１８を備える。キーボード
１２を含む部分１４は第１の取り付け部２６及び第２の取り付け部２８（図２参照）を含
む。コネクタボックス７２がキーボード１２を含む部分１４の前部に第１の取り付け部２
６によって取り付けられ、バッテリパック２４がキーボード１２を含む部分１４の後部に
第２の取り付け部２８によって取り付けられる。コネクタボックス７２は第１の取り付け
部２６のコネクタ３０に嵌合されるコネクタ３８の他にさらに複数のコネクタ７４ａ、７
４ｂ、７４ｃ、７４ｄを有する。図１６においては、マウス７６がコネクタ７４ｄに取り
付けられている。
図１７は本発明の第５実施例による電子機器を示す。電子機器（情報処理装置）１０はキ
ーボード１２を含む部分１４及びディスプレイ１６を含む部分１８を備える。キーボード
１２を含む部分１４は第１の取り付け部２６及び第２の取り付け部２８（図２参照）を含
む。バッテリパック２２がキーボード１２を含む部分１４の前部に第１の取り付け部２６
によって取り付けられ、コネクタボックス７８がキーボード１２を含む部分１４の後部に
第２の取り付け部２８によって取り付けられる。コネクタボックス７８は図１６のコネク
タボックス７２と同様のものであり、マウス８０がコネクタボックス７８のコネクタに取
り付けられている。
図１８は本発明の第６実施例による電子機器を示す。図１６の実施例と同様に、この実施
例ではコネクタボックス７２がキーボード１２を含む部分１４の前部に第１の取り付け部
２６によって取り付けられている。コネクタボックス７２のキーボード１２を含む部分１
４に向いた側面はスリット８２を有し、キーボード１２を含む部分１４で発生した熱をこ
のスリット８２から逃がすことができるようになっている。その他の作用は前の実施例と
同様である。なお、コネクタボックス内の配線は、特開平１０－１１６１３３号と同様の
ものでよい。
産業上の利用の可能性
このようにして、電子機器に第１の部品と第２の部品を取り付けることができ、電子機器
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の性能の向上に寄与することができる。第１の部品と第２の部品とがバッテリパックであ
る場合には、同形状の２つのバッテリパックを１つの電子機器に取り付けることができる
。一方のバッテリの寿命がきても他方のバッテリで電子機器を作動させたり、２つのバッ
テリの容量を電子機器の所望の作動に適合させたりすることができる。
【図面の簡単な説明】
以下添付の図面に示される実施例を参照して本発明を説明する。
図面において、
図１は本発明の第１実施例による電子機器を示す斜視図である。
図２は図１の電子機器の分解斜視図である。
図３は図２の電子機器の側面図である。
図４は図２の電子機器の平面図である。
図５は図１から図４のバッテリパックの側面図である。
図６は図５のバッテリパックの断面図である。
図７は図５のバッテリパックのねじの取り付け部分の分解斜視図である。
図８は本発明の第２実施例による電子機器を示す斜視図である。
図９は図８の電子機器の一部を示す斜視図である。
図１０はバッテリパックの機械的な接続手段の変形例を示す断面図である。
図１１は図１０の機械的な接続手段を示す斜視図である。
図１２はバッテリパックの機械的な接続手段の変形例を示す斜視図である。
図１３は図１２の扉の部分を示す斜視図である。
図１４は図１３の扉部材を示す斜視図である。
図１５は本発明の第３実施例による電子機器を示す断面図である。
図１６は本発明の第４実施例による電子機器を示す斜視図である。
図１７は本発明の第５実施例による電子機器を示す斜視図である。
図１８は本発明の第６実施例による電子機器を示す平面図である。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

(8) JP 3945986 B2 2007.7.18



【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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