
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
外面を有する筐体と、
この筐体に形成され、上記外面に開口された装着口を有する収容部と、
上記装着口を通じて上記収容部に取り外し可能に挿入される着脱部品と、
上記筐体に設けられ、上記収容部に挿入されている上記着脱部品に係合される第１のロッ
ク位置と、上記着脱部品との係合が解除される第１の解除位置とに亘って移動可能な第１
のロック部材と、
上記筐体に設けられ、上記第１のロック部材に係合されて上記第１のロック部材を上記第
１のロック位置に保持する第２のロック位置と、上記第１のロック部材との係合が解除さ
れる第２の解除位置とに亘って自重により移動可能な第２のロック部材と、を具備したこ
とを特徴とする電子機器。
【請求項２】
上記着脱部品は、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３】
上記着脱部品は、ケースを備えており、このケースは、上記収容部に挿入されたときに上
記筐体の外面に連なる外面を有し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４】
上記第１のロック部材が上記第１の解除位置に移動された場合、上記収容部に挿入されて
いる上記着脱部品の少なくとも一部を上記装着口から上記筐体の外方から突出させる持上
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げ機構を備えていることを特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【請求項５】
上記外面は、上記筐体の底面であり、上記装着口は、上記底面に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６】
上記第２のロック部材は、上記筐体を上記底面が下を向く姿勢としたときに上記第２のロ
ック位置に移動するとともに上記筐体を上記底面が上を向く姿勢としたときに上記第２の
解除位置に移動するように上記筐体に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の
電子機器。
【請求項７】
上記第２のロック部材は、上記第２のロック位置と上記第２の解除位置とに亘って上下方
向に回動可能に上記筐体に枢支されたアーム部を有していることを特徴とする請求項６に
記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポータブルコンピュータのような電子機器に係り、特にその筐体にバッテリパ
ックあるいは通信用のインターフェイス基板を有する拡張ユニットのような着脱部品を着
脱するための構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えばポータブルコンピュータのような電子機器は、商用電源を得られない外出先でも使
用できるように、キーボードやディスプレイユニットを支持する筐体の内部に駆動用電源
として機能するバッテリパックを備えている。
【０００３】
このバッテリパックは、外部での充電や交換のために筐体から簡単に取り外せるようにな
っている。このため、従来、筐体の底部にバッテリパックが取り出し可能に収容されるパ
ック収容部を設けたコンピュータが知られている。このパック収容部は、筐体の底面およ
び側面に連続して開放された凹み形状をなしている。バッテリパックには、第１の係止部
が設けられているとともに、パック収容部には第２の係止部が設けられている。これらの
係止部は、バッテリパックをパック収容部に装着する方向にスライドさせた時に互いに係
合されて、このバッテリパックをパック収容部に保持する。そして、このパック収容部に
バッテリパックを装着した状態では、バッテリパックの底面および側面が筐体の底面およ
び側面に面一に連続し、このバッテリパック自体が筐体の一部を構成するようになってい
る。
【０００４】
また、コンピュータの筐体は、バッテリパックをパック収容部に抜け止め保持するロック
機構を備えている。ロック機構は、バッテリパック収容部に係脱可能に引っ掛るロック片
を有している。ロック片は、筐体の底面に露出した解除レバーによって、上記バッテリパ
ックに引っ掛るロック位置と、このバッテリパックから離脱されるロック解除位置との間
に亘って移動されるようになっている。
【０００５】
さらに、パック収容部の天井面にはストッパが設けられている。このストッパは、パック
収容部に収容されているバッテリパックに引っ掛る第１の位置と、バッテリパックから離
脱される第２の位置との間に亘って自重により回動自在に枢支されたアーム部を有してい
る。このアーム部は、筐体の上部を上方に向けたときに第１の位置に回動し、筐体の底部
を上方に向けたときに第２の位置に回動する。
【０００６】
このコンピュータによれば、ロック機構の解除レバーを誤ってロック解除位置に操作した
り、あるいはバッテリパックのロックが解除されているのを忘れてコンピュータを持上げ
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ても、筐体の上部が上方を向いている限りストッパがパック収容部に収容されているバッ
テリパックに引っ掛るので、バッテリパックの筐体からの不意の脱落が抑制される（例え
ば、特許文献１参照。）。
【０００７】
【特許文献１】
特開平７－２３０３４３号公報（段落００１４～段落００１６、段落００３８～段落００
４７、図２～図６）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述のように、ロック機構のロックが解除されているのを忘れてコンピュータ
を持上げたりしたような場合、特許文献１に記載の技術では、バッテリパックは、ロック
片のみで筐体に支持されることになる。バッテリパックは、コンピュータの中でも比較的
大きな重量を有しているため、バッテリパックの全重量がロック片にかかると、筐体に枢
支されるロック片がバッテリパックの重さに耐えられずに破損したりあるいは筐体から外
れたりするおそれがある。
【０００９】
本発明は、このような事情にもとづいてなされたもので、第１のロック部材の誤操作を防
止でき、着脱部品の脱落を抑止できる電子機器の提供を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の１つの形態に係る電子機器は、外面を有する筐体と
、この筐体に形成され、上記外面に開口された装着口を有する収容部と、上記装着口を通
じて上記収容部に取り外し可能に挿入される着脱部品と、上記筐体に設けられ、上記収容
部に挿入されている上記着脱部品に係合される第１のロック位置と、上記着脱部品との係
合が解除される第１の解除位置とに亘って移動可能な第１のロック部材と、上記筐体に設
けられ、上記第１のロック部材に係合されて上記第１のロック部材を上記第１のロック位
置に保持する第２のロック位置と、上記第１のロック部材との係合が解除される第２の解
除位置とに亘って自重により移動可能な第２のロック部材と、を具備したことを特徴とす
る。
【００１１】
この発明によれば、筐体が所定の姿勢のときには、第２のロック部材と第１のロック部材
との係合が解除されるので、第１のロック部材は第１のロック位置から第１の解除位置に
移動可能となる。これに対し、筐体の姿勢を変えると、第２のロック部材は自重により移
動する。この場合、第２のロック部材は第１のロック部材に係合されて第１のロック部材
を第１のロック位置に保持するので、第１のロック部材の第１のロック位置から第１の解
除位置への移動が妨げられる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図１ないし図７にもとづいて説明する。
図１は、電子機器としてのポータブルコンピュータ１を開示している。ポータブルコンピ
ュータ１は、コンピュータ本体２とディスプレイユニット３とを有している。なお、この
実施形態では、コンピュータ本体２側を下側、ディスプレイユニット３側を上側として説
明する。
【００１３】
コンピュータ本体２は、筐体１０を備えている。筐体１０は、上壁１０ａ、底壁１０ｂ、
左右の側壁１０ｃ、前壁１０ｄ、および後壁１０ｅを有する偏平な箱状をなしている。上
壁１０ａはパームレスト１４、キーボード取り付け部１５、および一対のスピーカ取り付
け部１６を有している。パームレスト１４は、上壁１０ａの前端部において筐体１０の幅
方向に延びている。キーボード取り付け部１５は、パームレスト１４の後方に位置すると
ともに、キーボード１７を支持している。一対のスピーカ取り付け部１６は、キーボード
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１７の後方において筐体１０の幅方向に互いに離れているとともに、夫々スピーカユニッ
ト１８を支持している。これらスピーカユニット１８は、上壁１０ａの後端部から上向き
に突出している。
【００１４】
ディスプレイユニット３は、ディスプレイハウジング２０と、液晶ディスプレイパネル２
１とを備えている。ディスプレイハウジング２０は、前壁２０ａ、後壁２０ｂ、左右の側
壁２０ｃ、上壁２０ｄ、および下壁２０ｅを有する偏平な箱状であり、その前壁２０ａに
四角い開口部２２が形成されている。液晶ディスプレイパネル２１は、画像を表示する表
示画面２１ａを有している。表示画面２１ａは、開口部２２を介してディスプレイハウジ
ング２０の外部に露出している。
【００１５】
図１に示すように、ディスプレイハウジング２０は、その一端に脚部２３を有している。
脚部２３は、筐体１０に取り付けられた一対のスピーカユニット１８の間に導かれるとと
もに、図示しないヒンジを介して筐体１０に連結されている。ヒンジは、筐体１０の幅方
向に沿う水平な回動中心軸を有している。
【００１６】
このため、ディスプレイユニット３は、ヒンジの回動中心軸を支点として開き位置と閉じ
位置とに亘って回動可能となっている。ディスプレイユニット３が開き位置に回動された
状態では、図１に示すように、ディスプレイユニット３がコンピュータ本体２に対して起
立しており、パームレスト１４、キーボード１７、および表示画面２１ａが露出している
。ディスプレイユニット３が閉じ位置に回動された状態では、図５に示すように、ディス
プレイユニット３がパームレスト１４やキーボード１７を上方から覆うように横たわって
いる。
【００１７】
図１に示すように、筐体１０は、パームレスト１４の下方において筐体１０の幅方向（左
右方向）に延びる収容部３０を備えている。図２や図３に示すように、この収容部３０は
、筐体１０の上壁１０ａ、底壁１０ｂ、左右の側壁１０ｃ、前壁１０ｄ、および後壁１０
ｅにより構成される外面のうちの一面、例えば筐体１０の底面（底壁１０ｂの外面）１１
ａに開口された装着口３１を有しており、筐体１０の底面１１ａに開放する凹部にて構成
されている。なお、図２および図３は、筐体１０の底面１１ａを上に向けて示した図であ
る。
【００１８】
この収容部３０は、底面１１ａに連続し、互いに対向し合って筐体１０の幅方向に延びる
一対の起立側面３２ａ、３２ｂと、これらの起立面の一端部および他端部を夫々つなぐ一
対の起立端面３２ｃ、３２ｄと、一対の起立側面３２ａ、３２ｂおよび一対の起立端面３
２ｃ、３２ｄに連なる天井面３２ｅとによって定められている。なお、実施形態では、筐
体１０の上壁１０ａの内面１２ｂの一部が天井面３２ｅをなしている。一対の起立側面３
２ａ、３２ｂおよび一対の起立端面３２ｃ、３２ｄは、筐体１０の底面１１ａから上向き
に延びている。一対の起立側面３２ａ、３２ｂ、一対の起立端面３２ｃ、３２ｄ、および
天井面３２ｅは、収容部３０を筐体１０の内部から区画している。筐体１０の中央側に位
置する起立端面３２ｃには、コネクタ導入口３３が開口している。
【００１９】
図５に示すように、筐体１０の内部には仕切り板３４が設けられており、この仕切り板３
４の上側にはプリント配線板３５が配置されている。このプリント配線板３５からは図示
しない延長部が延出しており、この延長部の先端部に電源コネクタ３６が取り付けられて
いる。電源コネクタ３６は、コネクタ導入口３３に位置されている。電源コネクタ３６は
、収容部３０に露出される複数の接触子３６ａを備えている。
【００２０】
図２や図３に示すように、収容部３０には、着脱部品としてのバッテリパック４０が取り
外し可能に装着されている。バッテリパック４０は、コンピュータ１を商用電源が得られ
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ないような場所で使用する場合等において、その駆動用電源となるものであって、コンピ
ュータ１の中でも比較的大きな重量を有している。このバッテリパック４０は、図示しな
い複数の蓄電池を収容したケース４１を備えている。このケース４１は、長方形箱状をな
しており、上記収容部３０と略等しい形状を有している。そして、このケース４１は、装
着口３１を通じて収容部３０に取り外し可能にはめ込まれるようになっている。このバッ
テリパック４０は、収容部３０に装着された状態においてケース４１の外面４２が筐体１
０の底面１１ａと面一に連続するように構成されている。つまり、バッテリパック４０の
ケース４１の外面４２が筐体１０の底面１１ａの一部を構成している。
【００２１】
このようにすることにより、収容部３０を筐体１０の底壁１０ｂおよび上壁１０ａで挟ま
れた領域に構成する場合と比べて、底壁１０ｂの厚み分だけ筐体１０の厚みを薄くするこ
とができる。また、収容部３０が筐体１０の外面に開放されていれば、バッテリパック４
０が筐体１０の外面に露出されるので、筐体１０内でのバッテリパック４０の占有スペー
スを少なくすることができる。
【００２２】
さらに、バッテリパック４０のケース４１を収容部３０と略同一形状に形成しているため
、バッテリパック４０を収容部３０に収容した際のがたつきを抑制できる。また、収容部
３０の装着口３１が筐体１０の底面１１ａに設けられていて、しかも、収容部３０は筐体
１０の他の面には開放していないため、筐体１０の上面（上壁１０ａの外面）１２ａが上
方を向く姿勢で設置台に設置する通常の使用状態（図１および図５（Ａ）参照）では、筐
体１０の底面１１ａおよびこの底面１１ａの一部を構成するバッテリパック４０の外面を
なすケース４１の外面４２は設置面と接触して隠れる。したがって、上記通常の使用状態
においては、バッテリパック４０のケース４１が外部に露出しないので見栄えがよい。
【００２３】
ところで、バッテリパック４０を収容部３０に装着した状態では、バッテリパック４０の
先端面４１ａ（図３参照）は、収容部３０のコネクタ導入口３３が開口している起立端面
３２ｃと対向し合う。このため、上記先端面４１ａには、電源用の端子４３が配置されて
いる。端子４３は、バッテリパック４０を収容部３０に装着したときに、上記電源コネク
タ３６の接触子３６ａと接触するようになっており、この接触により、バッテリパック４
０と電源コネクタ３６とが電気的に接続される。
【００２４】
また、バッテリパック４０の先端面４１ａには、図３に示すように、第１の係合突起４４
および第２の係合突起４５が突設されている。これら係合突起４４、４５は、バッテリパ
ック４０の先端面４１ａに離間して設けられている。これら係合突起４４、４５は、図６
および図７に示すように、バッテリパック４０が収容部３０に収容された状態において、
前方上側から後方下側に向かって傾斜する傾斜側面４４ａ、４５を有して、夫々平面形状
が略直角三角形状に形成されている。なお、図６および図７では、筐体１０の底面１１ａ
を上に向けて示しているので、傾斜側面４４ａ、４５は、図においては左側下方から右側
上方に向かって傾斜して示されている。
【００２５】
筐体１０には、バッテリパック４０が収容部３０に挿入されている状態において、このバ
ッテリパック４０の先端面４１ａに設けられた第１および第２の係合突起４４、４５に引
っ掛ってこのバッテリパック４０を収容部３０に保持するロック機構が設けられている。
ロック機構は、収容部３０の起立端面３２ｃに隣接して設けられている。
【００２６】
詳しくは、このロック機構は、収容部３０に挿入されているバッテリパック４０に係合さ
れる第１のロック位置とバッテリパック４０との係合が解除される第１の解除位置とに亘
って移動可能な第１のロック部材５１を備えて構成されている。このロック機構は、図２
～図７に示すように、第１のロック部材５１、解除レバー５２、および付勢手段としての
コイルばね５３を有している。なお、図４は、筐体１０の底面１１ａを下に向けた状態で
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、内側からこの筐体１０を見た図である。
【００２７】
第１のロック部材５１は、ロック部材本体５４、第１の係合片５５、および第２の係合片
５６を有している。ロック部材本体５４は、平面形状が略長方形状に形成された板状部材
である。このロック部材本体５４の中間部には、第１の開口部５４ａと第２の開口部５４
ｂとが設けられている。第１の開口部５４ａは第２の開口部５４ｂよりも前側に設けられ
ている。第２の開口部５４ｂには、前側に寄せて略Ｌ字状の板状のばね突き当て部５７が
設けられている。このばね突き当て部５７により、第２の開口部５４ｂは２つの領域に分
断されている。
【００２８】
第１の係合片５５は、平面形状が下側となるのにしたがって先細となる略三角形状に形成
された板部材である。第２の係合片５６は、平面形状が下側となるのにしたがって先細と
なる略等脚台形状に形成された板状部材である。つまり、第１および第２の係合片５５、
５６は、第１の傾斜側面５５ａ、５６ａと、第２の傾斜側面５５ａ、５６ｂとを夫々有し
ている。なお、図２、図３、図６および図７では、筐体１０の底面１１ａを上に向けて示
しているので、これら係合片５５，５６は、図においては上側となるのにしたがって先細
となるように示されている。
【００２９】
また、これら係合片５５、５６の下面は、後方下側の角部に平面形状が略直角三角形状の
爪部５５ｃ、５６ｃが残るように夫々切り欠かれている。これら係合片５５、５６は、ロ
ック部材本体５４の長手方向に離間してこのロック部材本体５４の縁部に夫々設けられて
いる。これら係合片５５、５６とロック部材本体５４とは互いに略直交している。
【００３０】
筐体１０の底壁１０ｂの内面１１ｂには、ロック部材本体５４の第１および第２の開口部
５４ａ、５４ｂに対応するように形成された一対のボス部６０ａ、６０ｂが離間して設け
られている。筐体１０の底面１１ａには、これらボス部６０ａ、６０ｂの間に位置して開
口部６１が設けられている。後側のボス部６０ｂには、第１のロック部材５１に設けられ
たばね突き当て部５７と対向するようにばね突き当て部６３が設けられている。第１のロ
ック部材５１は、図４に示すように、第１および第２の係合片５５、５６を収容部３０内
に露出させた状態で、２本のねじ５８によりこれらボス部６０ａ、６０ｂにねじ止めされ
ている。
【００３１】
図２および図３に示すように、筐体の底面１１ａにはガイド溝６４が設けられており、解
除レバー５２は、このガイド溝６４に収容されている。すなわち、解除レバー５２は、筐
体１０の底面１１ａに露出しており、筐体１０の外部からの操作により、ガイド溝６４に
沿って前後方向に摺動する。また、解除レバー５２の上面には一対の係合爪５２が突設さ
れており、これら係止爪５２ａが筐体１０の開口部６１および第１のロック部材５１の第
２の開口部５４ｂの前側の領域を夫々貫通して第１のロック部材５１の第２の開口部５４
ｂの縁部に引っ掛っている。これにより、この解除レバー５２を筐体１０の外部から前後
方向にスライドさせることで、これと連動させて第１のロック部材５１が前後方向にスラ
イドさせることができる。なお、図中符号３７ａおよび３７ｂは、収容部３０の起立端面
３２ｃに設けられた支持片を夫々示している。これら支持片３７ａ、３７ｂは第１および
第２の係合片５５、５６を夫々下側から支持している。
【００３２】
図７（Ａ）に示すように、解除レバー５２を前側に寄せたとき、つまり、第１のロック部
材５１を前側に寄せたときに、第１の係合片５５がバッテリパック４０に設けられた第１
の係合突起４４と係合するとともに第２の係合片５６がバッテリパック４０に設けられた
第２の係合突起４５と係合して、バッテリパック４０を収容部３０に保持する。以下、こ
の位置を第１のロック位置という。また、図７（Ｂ）に示すように、解除レバー５２が後
側に寄せたとき、つまり、第１のロック部材５１を後側に寄せたときに、第１の係合片５
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５と第１の係合突起４４との係合が外れるとともに第２の係合片５６と第２の係合突起４
５との係合が外れて、バッテリパック４０が収容部３０から離脱可能になる。以下、この
位置を第１の解除位置という。コイルばね５３は、第１のロック部材５１に設けられたば
ね突き当て部５７と後側のボス部６０ｂに設けられたばね突き当て部６３との間に配置さ
れて、第１のロック部材５１および解除レバー５２が第１のロック位置となるように付勢
している。
【００３３】
このため、バッテリパック４０を収容部３０に装着するには、以下のようにすればよい（
図２、図６および図７参照）。
【００３４】
まず、ディスプレイユニット３を閉じ位置に回動させ、コンピュータ１を箱状に折りたた
む。そして、筐体１０の底面１１ａを上側に向けた姿勢で平坦な設置面に設置する。そし
て、図２に矢印Ａで示すように、バッテリパック４０は端子４３が設けられていない後端
側から収容部３０に挿入する。そして、収容部３０のコネクタ導入口３３が設けられてい
る起立端面３２ｃと対向する起立端面３２ｄにバッテリパック４０の先端面４１ａとは反
対側の後端面４１ｂを突き当てる。そして、起立端面３２ｄと後端面４１ｂとの接触箇所
を支点とし、図２の矢印Ｂおよび図６（Ａ）の矢印Ｃに示すように、バッテリパック４０
の先端面４１ａが収容部３０の起立端面３２ｃと対向するようにバッテリパック４０を収
容部３０に近づける。なお、このとき、第１のロック部材５１はコイルばね５３に付勢さ
れて第１のロック位置で停止している。
【００３５】
このようにして、バッテリパック４０を収容部３０に近づけていくと、図６（Ｂ）に示す
ように、第１および第２の係合突起４４、４５の傾斜側面４４ａ、４５ａが第１および第
２の係合片５５、５６の第１の傾斜側面５５ａ、５６ａに接触する。さらに、バッテリパ
ック４０を収容部３０に近づけていくと、第１および第２の係合突起４４、４５の傾斜側
面４４ａ、４５は、第１および第２の係合片５５、５６を図６（Ｂ）に矢印Ｄ１、Ｄ２で
示すように後側に押し出しながら、図６（Ｂ）に矢印Ｅ１、Ｅ２で示すように収容部３０
の天井面３２ｅ側に移動しする。そして、バッテリパック４０のケース４１の外面４２が
筐体１０の底面１１ａと面一に連続するまでバッテリパック４０を収容部３０に挿入する
と、第１および第２の係合突起４４、４５は、傾斜側面４４ａ、４５が第１および第２の
係合片５５、５６の第１の傾斜側面５５ａ、５６ａと接触しない位置まで収容部３０の天
井面３２ｅ側に移動する。第１のロック部材５１はコイルばね５３により前側に付勢され
ているので、この接触が解除されると、図６（Ｃ）に矢印Ｆ１、Ｆ２で示すように、第１
のロック部材５１は第１のロック位置に戻って、図７（Ａ）に示すように、第１および第
２の係合突起４４、４５は第１および第２の係合片５５、５６に引っ掛る。この係合によ
り、バッテリパック４０が収容部３０に装着されて、バッテリパック４０と電源コネクタ
３６とが電気的に接続される。第１のロック部材５１は第１のロック位置で静止するので
、バッテリパック４０は収容部３０に保持される。
【００３６】
また、このポータブルコンピュータ１は、筐体１０の姿勢によって、第１のロック部材５
１の動作を規制する第２のロック部材７０を具備している。
【００３７】
図４および図５に示すように、第２のロック部材７０は、アーム部７１および取り付け具
７２を備えている。アーム部７１は、軸部７１ａおよびアーム本体７１ｂを有している。
軸部７１ａはその両端部に回動軸７４が設けられている。アーム本体７１ｂは、この軸部
７１ａと略直交するようにこの軸部７１ａから延出している。アーム本体７１ｂの先端部
には、下向き鉤状に形成された引っ掛け部７５が設けられている。
【００３８】
筐体１０の底壁１０ｂの内面１１ｂには、上記第１のロック部材５１の前側に位置して一
対の軸受６４が設けられているとともに、これら軸受６４の前側に位置してボス部６２が
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設けられている。これら軸受６４は、軸部７１ａを枢支したときに軸部７１ａが第１のロ
ック部材５１と略直交する回動中心軸を有するように配置されている。
【００３９】
取り付け具７２は、軸部７１ａを上側から覆ってアーム部７１を筐体１０に回動自在に取
り付けるためのものである。取り付け具７２は、下側が開口する箱状に形成されている。
取り付け具７２の両端壁には、下側に開放する切り欠き部（一方のみ図示）７２ａが形成
されている。また、取り付け具７２の後側壁および上壁には、後側壁の下側に開放して上
壁に連なる切り欠き部７２ｂが形成されている。さらに、取り付け具７２の前側壁の下縁
からは、この側壁と略直交して外側に延長する突出片７２ｃが設けられている。この突出
片７２ｃにねじ７３が貫通するねじ孔７６が設けられている。
【００４０】
そして、アーム部７１は、軸受６４に軸部７１ａを枢支させた状態で、取り付け具７２を
介してねじ７３によりボス部６２にねじ止めされている。このため、アーム部７１は、切
り欠き部７２ｂの上壁側の縁部に当接する位置から、アーム部７１の係止部が第１のロッ
ク部材５１の第１の開口部５４ａに係合する位置まで、上下方向に回動可能となる。
【００４１】
そして、筐体１０を上面１２ａが上方を向く姿勢とすると、この第２のロック部材７０は
、自重により、図５（Ａ）に示すように、アーム部７１の係止部が第１のロック部材５１
の第１の開口部５４ａに係合して第１のロック部材５１を第１のロック位置に保持する第
２のロック位置に回動する。つまり、筐体１０の上面１２ａを上に向けて使用する通常の
使用状態では、第１のロック部材５１の第１のロック位置から第１の解除位置への移動が
規制されるので、解除レバー５２の誤動作が生じることがない。
【００４２】
また、筐体１０を底面１１ａが上方を向く姿勢とすると、この第２のロック部材７０は、
自重により、図５（Ｂ）に示すように、アーム部７１の係止部と第１のロック部材５１と
の係合が解除される第２の解除位置に回動する。そのため、第１のロック部材５１の第１
のロック位置から第１の解除位置への移動が許可されるようになる。
【００４３】
ところで、バッテリパック４０を収容部３０に装着した状態においてケース４１の外面４
２が筐体１０の底壁１０ｂの外面である底面１１ａと面一に連続していると、解除レバー
５２を解除位置移動させる、つまり、第１のロック部材を第１の解除位置に移動させても
、バッテリパック４０が収容部３０から取り出し難い。
【００４４】
そのため、このコンピュータ１では、第１のロック部材５１を第１の解除位置に移動させ
たときに収容部３０に挿入されているバッテリパック４０の少なくとも一部、例えば先端
面４１ａ側を装着口３１から筐体１０の外方から突出させる持上げ機構が設けられている
。持上げ機構は、例えば、バッテリパック４０に設けられた第１および第２の突出部４６
、４７と、第１のロック部材５１の第１および第２の係合片５５、５６に設けられた爪部
５５ｃ、５６ｃとを有して構成されている。
【００４５】
第１および第２の突出部４６、４７は、バッテリパック４０の先端面４１ａに設けられて
いる。これら突出部４６、４７が持上げ機構をなしている。第１および第２の突出部４６
、４７は、第１および第２の係合突起４４、４５と同程度の距離だけ離間して、バッテリ
パック４０の先端面４１ａに設けられている。第１および第２の突出部４６、４７は、第
１および第２の係合突起４４、４５よりもケース４１の底面側に位置している。また、バ
ッテリパック４０が収容部３０に装着されている状態において、第１の突出部４６は第１
の係合突起４４よりも筐体１０の中心側に位置するように配置されており、第２の突出部
４７は第２の係合突起４５よりも筐体１０の中心側に位置するように配置されている。こ
れら突出部４６，４７は、下側（パッテリパックの露出外面側）から上側に向けて先細と
なるように形成されており、その先端部は、略三角形状の爪部４６ａ、４７ｂが残るよう
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に夫々切り欠かれている。
【００４６】
このため、バッテリパック４０を収容部３０から取り外すには、以下のようにすればよい
（図５、図６および図７参照）。
【００４７】
まず、ディスプレイユニット３を閉じ位置に回動させ、コンピュータ１を箱状に折りたた
む。そして、筐体１０の底面１１ａを上に向けた姿勢で設置面等に設置する。このように
することにより、第２のロック部材７０は、自重により、図５（Ａ）および図６（Ａ）に
示すように、アーム部７１の係止部と第１のロック部材５１との係合が解除される第２の
解除位置に自重により移動する。そのため、第１のロック部材５１が第１のロック位置か
ら第１の解除位置に移動できるようになる。
【００４８】
ところで、上述のように、筐体１０をひっくり返す前、つまり、筐体１０の底面１１ａが
下に向いている通常の使用状態では、第２のロック部材７０は、自重により、図５（Ａ）
に示すように、アーム部７１の係止部が第１のロック部材５１の第１の開口部５４ａに係
合される第２のロック位置に移動している。このため、筐体１０の上面１２ａが上側に向
いている姿勢で解除レバー５２を後側にスライドさせようとしても、第１のロック部材５
１の後側への動きが第２のロック部材７０により規制されているのでスライドしない。し
たがって、解除レバー５２の誤作動が抑止されるので、筐体１０の底面１１ａが下を向い
ている限り、バッテリパック４０は収容部３０に挿入されている状態のままで保持される
。
【００４９】
図５（Ｂ）の矢印Ｇおよび図７（Ａ）の矢印Ｈに示すように、解除レバー５２を後方にス
ライドさせて、第１のロック部材５１を第１のロック位置から第１の解除位置に移動させ
る。解除レバー５２を後方にスライドさせると、これに連動して、第１および第２の係合
片５５、５６は、図７（Ａ）に矢印Ｉ１、Ｉ２に示すように、後方に移動する。そして、
第２の傾斜側面５５ｂ、５６ｂがバッテリパック４０の先端面４１ａに設けられた第１お
よび第２の突出部４６，４７に接触して、図７（Ｂ）に矢印Ｊ１、Ｊ３に示すように、バ
ッテリパック４０の先端側部分を装着口３１から筐体１０の外方から突出させる方向に押
し出す。図７（Ｂ）は、第１のロック部材５１を第１の解除位置まで移動させた状態を示
している。この状態では、第１および第２の係合片５５、５６に設けられた爪部５５ｃ、
５６ｃが第１および第２の突出部４６、４７の先端部に設けられた爪部４６ａ、４７ｂと
係合する。つまり、解除レバー５２を解除位置まで移動させると、第１のロック部材５１
は、バッテリパック４０の先端側部分が装着口３１から筐体１０の外方に突出させた状態
で停止する。筐体１０の外方に突出したバッテリパック４０の先端側部分に指を掛け、装
着時とは逆の操作でバッテリパック４０を収容部３０から引抜く。これにより、バッテリ
パック４０を収容部３０から取り外すことができる。なお、バッテリパック４０を収容部
３０から引抜くと、第１および第２の係合片５５、５６に設けられた爪部５５ｃ、５６ｃ
と第１および第２の突出部４６、４７の先端部に設けられた爪部４６ａ、４７ｂとの係合
が解除されるので、第１のロック部材５１はコイルばね５３に付勢されて前側に移動し、
第１のロック位置で静止する。
【００５０】
上述のように、このポータブルコンピュータ１は、第１のロック部材５１に係合して第１
のロック位置に保持する第２のロック位置と、第１のロック部材５１との係合が解除され
る第２の解除位置とに亘って自重により移動可能な第２のロック部材７０を備えている。
このため、筐体１０が所定の姿勢のときには、第２のロック部材７０と第１のロック部材
５１との係合が解除されているので、第１のロック部材５１の第１のロック位置から第１
の解除位置への移動が許可されるが、筐体１０の姿勢を変えると、第２のロック部材７０
が第１のロック部材５１に係合して第１のロック部材５１を第１のロック位置に保持する
ので、第１のロック部材５１の第１のロック位置から第１の解除位置への移動が妨げられ
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るようになる。つまり、筐体１０が所定の姿勢（この実施形態では、筐体１０の底面１１
ａを上に向けた姿勢）ではない姿勢である場合、解除レバー５２を操作しても第１のロッ
ク部材５１の第１のロック位置から第１の解除位置への移動が許可されないので、第１の
ロック部材５１の誤操作によるバッテリパック４０の脱落を抑止できる。また、バッテリ
パック４０の脱落によるバッテリパック４０の破損、あるいは、バッテリパック４０の脱
落による床面等の破損や傷つきを抑止できる。
【００５１】
さらに、この実施形態では、収容部３０の装着口３１が筐体１０の底面１１ａに設けられ
ており、第２のロック部材７０は、筐体１０を底面１１ａが下を向く姿勢としたときに第
２のロック位置に移動するとともに筐体１０を底面１１ａが上を向く姿勢としたときに第
２の解除位置に移動するように構成されている。そのため、筐体１０の底面１１ａが下を
向く姿勢として、筐体１０を設置台に設置して使用する通常の使用状態では、第１のロッ
ク部材５１が第１の解除位置になっていることはない。したがって、収容部３０の装着口
３１を筐体１０の底面１１ａに設けても、コンピュータ１の持上げとともにバッテリパッ
ク４０が落下するといったことがない。
【００５２】
加えて、第１のロック部材５１が第１の解除位置に移動された場合、収容部３０に挿入さ
れているバッテリパック４０の先端側部分を装着口３１から筐体１０の外方から突出させ
る持上げ機構を備えている。したがって、バッテリパック４０を収容部３０に装着した状
態において、ケース４１の外面４２が筐体１０の底面１１ａと面一に連続させていても、
第１のロック部材５１を第１の解除位置に移動させ、突出したバッテリパック４０の先端
側部分に指を掛けることで、容易にバッテリパック４０を収容部３０から取り出すことが
できる。
【００５３】
また、第１のロック部材５１が互いに離間する２つの係合片５５，５６を備えているとと
もに、バッテリパック４０がこれら係合片５５、５６に対応する２つの係合突起４４、４
５を備えているため、バッテリパック４０を収容部３０にしっかりと保持することができ
、バッテリパック４０のがたつきを抑制できる。しかも、バッテリパック４０を収容部３
０に収容した状態においては、バッテリパック４０の重量が２つの係合片に分散するため
、個々の係合片に係る負担を低減できる。したがって、これら係合片５５、５６や係合突
起４４、４５を小型化することが可能である。
【００５４】
なお、この実施形態では、第１のロック部材の係合片およびバッテリパックの係合突起を
夫々２つとしたが、係合片および係合突起は、１つであっても３つ以上であってもよい。
【００５５】
また、この実施形態では、着脱部品をバッテリパックとしたが、着脱部品はバッテリパッ
クに限定されるものではなく、例えば、通信用のインターフェイス基板を有する拡張ユニ
ット等としてもよい。
【００５６】
本発明に係る電子機器は、ポータブルコンピュータに制約されるものではなく、着脱部品
を具備するものであれば、電子手帳やＰＤＡ等、種々の電子機器に広く適用することがで
きる。
【００５７】
【発明の効果】
本発明によれば、第１のロック部材の誤操作を防止でき、着脱部品の脱落を抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第一実施形態に係るポータブルコンピュータを示す斜視図。
【図２】　収容部とこの収容部に収容されるバッテリパックとを筐体の底面側から示す分
解斜視図。
【図３】　収容部のコネクタ導入口側の端面と収容部に収容されるバッテリパックの先端
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面とを筐体の底面側から示す分解斜視図。
【図４】　第１のロック部材および第２のロック部材を示す分解斜視図。
【図５】　（Ａ）は筐体の底面を下に向けた姿勢で示すコンピュータの一部分の断面図。
（Ｂ）は筐体の底面を上に向けた姿勢で示すコンピュータの一部の断面図。
【図６】　（Ａ）～（Ｃ）はバッテリパックの収容部への装着を説明する断面図。
【図７】　（Ａ）（Ｂ）はバッテリパックの収容部からの取り出しを説明する断面図。
【符号の説明】
１…電子機器（ポータブルコンピュータ）、１０…筐体、１１ａ…底面、１２ａ…上面、
３０…収容部、３１…装着口、４０…着脱部品（バッテリパック）、４１…ケース、４２
…外面、５０…第１のロック部材、７０…第２のロック部材、７１…アーム部 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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