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(57)【要約】
【課題】電子機器が外れることを抑制できる支持装置を
提供する。
【解決手段】一つの実施の形態に係る支持装置は、第１
の部材と、第２の部材と、を備え、電子機器を着脱可能
に支持する。前記第１の部材は、画像が映し出される第
１の面と、凹部又は凸部が設けられた第２の面と、を有
した前記電子機器を、前記第１の面を視認可能な状態で
支持する。前記第２の部材は、前記凹部又は凸部に引っ
掛かるよう構成され、前記凹部又は凸部に引っ掛かるこ
とにより前記電子機器が前記第１の部材に支持される位
置から少なくとも前記第２の面に沿った第１の方向に移
動することを抑制する第１の位置と、当該第１の位置よ
りも前記第２の面から離間して前記電子機器が前記支持
される位置から前記第１の方向に移動することを許容す
る第２の位置と、の間で移動可能である。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像が映し出される第１の面と、凹部又は凸部が設けられた第２の面と、を有した電子
機器を、前記第１の面を視認可能な状態で支持する第１の部材と、
　前記凹部又は凸部に引っ掛かるよう構成され、前記凹部又は凸部に引っ掛かることによ
り前記電子機器が前記第１の部材に支持される位置から少なくとも前記第２の面に沿った
第１の方向に移動することを抑制する第１の位置と、当該第１の位置よりも前記第２の面
から離間して前記電子機器が前記支持される位置から前記第１の方向に移動することを許
容する第２の位置と、の間で移動可能な第２の部材と、
　を具備し、電子機器を着脱可能に支持する支持装置。
【請求項２】
　前記電子機器の前記第１の面と交差する第２の方向の一方側の端部に面した第１の壁と
、
　前記電子機器の前記第２の方向の他方側の端部に面した第２の壁と、
　をさらに具備する請求項１の支持装置。
【請求項３】
　前記第２の部材の移動を制限する固定位置と、前記第２の部材の移動の制限を解除する
解除位置と、の間で移動可能なロック部をさらに具備する、請求項１又は請求項２の支持
装置。
【請求項４】
　前記第２の部材を、前記第１の位置に向かって押す付勢部をさらに具備する請求項３の
支持装置。
【請求項５】
　前記固定位置にある前記ロック部は、前記第１の位置と、前記第１の位置及び前記第２
の位置とは異なる少なくとも一つの第３の位置と、において前記第２の部材の移動を制限
する、請求項４の支持装置。
【請求項６】
　前記第２の部材が前記第１の位置に位置するとともに前記電子機器が支持された状態で
、前記電子機器の前記第１の方向の一方側の端部を露出させる、請求項１又は請求項５の
支持装置。
【請求項７】
　前記電子機器に設けられた第１の接続部に着脱可能に接続される第２の接続部が引っ掛
かる引掛部をさらに具備する、請求項６の支持装置。
【請求項８】
　前記第１の部材には、前記第２の接続部から延びた配線が通る開口部が設けられ、前記
引掛部が、前記開口部の縁部に設けられた、請求項７の支持装置。
【請求項９】
　画像が映し出される第１の面と、凹部又は凸部が設けられた第２の面と、を有した電子
機器アセンブリを、前記第１の面を視認可能な状態で支持する第１の部材と、
　前記凹部又は凸部に引っ掛かるよう構成され、前記凹部又は凸部に引っ掛かることによ
り前記電子機器アセンブリが前記第１の部材に支持される位置から少なくとも前記第２の
面に沿った第１の方向に移動することを抑制する第１の位置と、当該第１の位置よりも前
記第２の面から離間して前記電子機器アセンブリが前記支持される位置から前記第１の方
向に移動することを許容する第２の位置と、の間で移動可能な第２の部材と、
　を備え、前記電子機器アセンブリを着脱可能に支持する支持装置、
　に支持され、電子機器に装着され、前記電子機器アセンブリを構成するアタッチメント
であって、
　前記凹部又は凸部が設けられた前記第２の面を具備し、前記電子機器を覆うとともに前
記第１の面を露出させる、アタッチメント。
【請求項１０】
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　画像が映し出される第１の面と、凹部又は凸部が設けられた第２の面と、を有した電子
機器を、前記第１の面を視認可能な状態で支持する第１の部材と、
　前記凹部又は凸部に引っ掛かるよう構成され、前記凹部又は凸部に引っ掛かることによ
り前記電子機器が前記第１の部材に支持される位置から少なくとも前記第２の面に沿った
第１の方向に移動することを抑制する第１の位置と、当該第１の位置よりも前記第２の面
から離間して前記電子機器が前記支持される位置から前記第１の方向に移動することを許
容する第２の位置と、の間で移動可能な第２の部材と、
　を備え、前記電子機器を着脱可能に支持する支持装置、
　による電子機器の支持方法であって、
　前記第１の部材が前記電子機器を支持し、
　前記第２の位置から前記第１の位置に移動させられた前記第２の部材の前記引掛部が、
前記凹部又は凸部と引っ掛かることにより、前記電子機器が前記支持される位置から前記
第１の方向に移動することを抑制する、
　ことを含む、電子機器の支持方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、支持装置、アタッチメント、及び電子機器の支持方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車のダッシュボード、座席の背面、及び部屋の壁のような種々の場所に取り付けられた
支持装置に、電子機器が取り外し可能に支持される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－４３６２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子機器は、例えば振動又は衝撃により、支持装置から意図せず外れるおそれがある。
【０００５】
　本発明の解決すべき課題の一つは、電子機器が外れることを抑制できる支持装置、支持
装置から電子機器アセンブリが外れることを抑制できるアタッチメント、及び電子機器が
外れることを抑制できる電子機器の支持方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一つの実施の形態に係る支持装置は、第１の部材と、第２の部材と、を備え、電子機器
を着脱可能に支持する。前記第１の部材は、画像が映し出される第１の面と、凹部又は凸
部が設けられた第２の面と、を有した前記電子機器を、前記第１の面を視認可能な状態で
支持する。前記第２の部材は、前記凹部又は凸部に引っ掛かるよう構成され、前記凹部又
は凸部に引っ掛かることにより前記電子機器が前記第１の部材に支持される位置から少な
くとも前記第２の面に沿った第１の方向に移動することを抑制する第１の位置と、当該第
１の位置よりも前記第２の面から離間して前記電子機器が前記支持される位置から前記第
１の方向に移動することを許容する第２の位置と、の間で移動可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施の形態に係る乗用車のダッシュボードを示す。
【図２】図２は、第１の実施形態のホルダ及びタブレットを示す斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態のホルダ及びタブレットを分離して示す斜視図である。
【図４】図４は、第１の実施形態のタブレットを示す正面図である。
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【図５】図５は、第１の実施形態のホルダ及びタブレットを示す背面図である。
【図６】図６は、第１の実施形態のホルダを示す斜視図である。
【図７】図７は、第１の実施形態のホルダを示す正面図である。
【図８】図８は、第１の実施形態のホルダを示す背面図である。
【図９】図９は、第２の実施の形態に係るホルダ及びタブレットを示す正面図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態のタブレット及び第１のフラップを示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、第１の実施の形態について、図１乃至図８を参照して説明する。なお、本明細
書においては基本的に、ユーザ側を前方、ユーザから遠い側を後方、ユーザから見て左側
を左方向、ユーザから見て右側を右方向、ユーザから見て上方を上方向、ユーザから見て
下方を下方向と定義する。また、実施形態に係る構成要素や、当該要素の説明について、
複数の表現を併記することがある。当該構成要素及び説明について、記載されていない他
の表現がされることは妨げられない。さらに、複数の表現が記載されない構成要素及び説
明について、他の表現がされることは妨げられない。
【０００９】
　図１は、乗用車のダッシュボード１を概略的に示す。図１に示すように、ダッシュボー
ド１の内部にある車体骨格部材に、ホルダ１０が固定される。ホルダ１０は、支持装置の
一例であり、例えば、スタンド、取付装置、又は固定装置のようにも称され得る。なお、
ホルダ１０はこれに限らず、例えば、乗用車、列車、及び航空機のような種々の乗り物の
座席や、部屋の壁のような他の場所に固定されても良い。
【００１０】
　ホルダ１０は、タブレット１１を着脱可能に支持する。タブレット１１は、電子機器及
び電子機器アセンブリの一例である。なお、電子機器はタブレット１１に限らず、例えば
、タブレットＰＣ、電子書籍閲覧用端末、テレビジョン受像装置、ディスプレイ、携帯電
話、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯ゲーム機、又はカーナビゲーション
システムのような、他の電子機器であっても良い。
【００１１】
　タブレット１１は、例えば、種々のアプリケーションを記憶及び処理し、種々の用途に
利用される。例えば、タブレット１１は、テレビジョン受像機、ＡＶ再生機、カーナビゲ
ーションシステム、駐車支援システムのモニタ、及びゲーム機として使用され得る。
【００１２】
　図２は、ホルダ１０及びタブレット１１を示す斜視図である。図３は、ホルダ１０及び
タブレット１１を分離して示す斜視図である。図２に示すように、ホルダ１０は、板状の
タブレット１１の長さ（長手方向の長さ）が略水平方向に沿い、タブレット１１の幅（短
手方向の長さ）が略鉛直方向に沿う状態（横向き）で、タブレット１１を保持する。なお
、ホルダ１０が保持するタブレット１１の向きはこれに限らない。
【００１３】
　図面に示されるように、本明細書において、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸が定義される。Ｘ軸と
Ｙ軸とＺ軸とは、互いに直交する。すなわち、Ｙ軸は、Ｘ軸に対して直交するとともに、
Ｚ軸に対して直交する。Ｘ軸は、タブレット１１の長さに沿う。Ｙ軸は、タブレット１１
の厚さに沿う。Ｚ軸は、タブレット１１の幅に沿う。
【００１４】
　図４は、タブレット１１を示す正面図である。図４に示すように、タブレット１１は、
デバイス１５と、カバー１６とを有する。カバー１６は、アタッチメントの一例であり、
例えば、保護部材、外装部材、ケース、又はフレームのようにも称され得る。カバー１６
は、デバイス１５に装着されることで、タブレット１１を構成する。
【００１５】
　デバイス１５は、タブレット１１の本体であり、画像や音声の出力のような種々の情報
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処理を行う。デバイス１５は、筐体２１と、ディスプレイモジュール２２と、それぞれ破
線で示される第１のコネクタ２３、第１の近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュール２４、及
び第１の無線電力伝送（ＷＰＴ）モジュール２５と、を有する。第１のコネクタ２３は、
第１の接続部の一例である。デバイス１５はさらに、プリント回路板（ＰＣＢ）、中央演
算処理装置（ＣＰＵ）、一対のスピーカ、バッテリ、及びコネクタのような種々の部品を
有する。
【００１６】
　筐体２１は、略矩形（四角形）の、薄い箱型に形成される。筐体２１は、前面２７と、
ディスプレイ開口２８と、破線で示される周面２９と、を有する。前面２７は、第１の面
の一例である。筐体２１は、ディスプレイモジュール２２、第１のコネクタ２３、第１の
ＮＦＣモジュール２４、第１のＷＰＴモジュール２５、及び前記ＰＣＢのような種々の部
品を収容する。
【００１７】
　前面２７は略矩形（四角形）の平坦な面である。ディスプレイ開口２８は、前面２７に
設けられる。ディスプレイ開口２８は、ディスプレイモジュール２２のスクリーン２２ａ
を露出させる。ディスプレイ開口２８は、例えば、透明なガラス又は樹脂製の板によって
覆われる。ディスプレイモジュール２２は、スクリーン２２ａに画像を表示する。すなわ
ち、前面２７に、画像が映し出される。ディスプレイモジュール２２は、例えばインセル
型のタッチパネルである。
【００１８】
　周面２９は、前面２７と直交し、デバイス１５の周縁を形成する。周面２９に、第１の
コネクタ２３が開口する。さらに、周面２９に、例えば、ボタンが設けられるとともに、
前記一対のスピーカ、及びイヤホンジャックが開口する。
【００１９】
　第１のＮＦＣモジュール２４及び第１のＷＰＴモジュール２５は、筐体２１の背面の近
傍に位置する。筐体２１の前記背面は、前面２７の反対側に位置する。第１のＮＦＣモジ
ュール２４及び第１のＷＰＴモジュール２５と筐体２１の前記背面との間、及び第１のＮ
ＦＣモジュール２４及び第１のＷＰＴモジュール２５の近傍において、金属板及び磁石の
ような磁性体の設置は避けられる。
【００２０】
　カバー１６は、例えばエラストマーによって、略矩形（四角形）の、薄い箱型に形成さ
れる。なお、カバー１６はこれに限らず、例えば、金属又は合成樹脂のような他の材料に
よって形成されても良い。カバー１６は、デバイス１５に取り付けられ、筐体２１の前面
２７の一部と周面２９とを覆う。カバー１６の内面は、デバイス１５の筐体２１に接触す
る。
【００２１】
　カバー１６は、前面３１と、第１の側面３２と、第２の側面３３と、上面３４と、下面
３５と、を有する。前面３１は、電子機器の第２の方向の一方側の端部、の一例である。
第１の側面３２及び第２の側面３３は、第２の面の一例である。上面３４は、電子機器の
第１の方向の一方側の端部の一例である。第１の側面３２、第２の側面３３、上面３４、
及び下面３５は、面、壁、又は部分のようにも称され得る。
【００２２】
　図３に示すように、カバー１６は、第１の開口部４１と、第２の開口部４２と、一対の
第３の開口部４３と、三つの第１の窪み４４と、三つの第２の窪み４５とをさらに有する
。第１及び第２の窪み４４，４５は、凹部又は凸部の一例であり、例えば、溝、嵌合部、
取付部、固定部、制動部、引掛部、抑制部、又は留め部のようにも称され得る。
【００２３】
　前面３１は略矩形（四角形）の枠状に形成された平坦な面である。第１の側面３２、第
２の側面３３、上面３４、及び下面３５は、前面３１に対してそれぞれ直交し、カバー１
６の周縁を形成する。なお、第１の側面３２、第２の側面３３、上面３４、及び下面３５
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は、平坦な面に限らず、例えば曲面であっても良い。
【００２４】
　第１の側面３２は、Ｘ軸に沿う方向に向く。第２の側面３３は、第１の側面３２の反対
側に位置する。上面３４は、Ｚ軸に沿う方向に向く。Ｚ軸に沿う方向は、第１の方向の一
例である。下面３５は、上面３４の反対側に位置する。
【００２５】
　第１の開口部４１は、前面３１に設けられる。第１の開口部４１は、ディスプレイ開口
２８よりも大きく、且つ筐体２１の前面２７よりも小さい略矩形（四角形）に形成される
。第１の開口部４１は、デバイス１５の前面２７、ディスプレイ開口２８、及びディスプ
レイモジュール２２のスクリーン２２ａを露出させる。
【００２６】
　第２の開口部４２は、下面３５に設けられる。第２の開口部４２は、デバイス１５の第
１のコネクタ２３に対応する位置に設けられる。第２の開口部４２は、周面２９に開口す
る第１のコネクタ２３を露出させる。
【００２７】
　一対の第３の開口部４３は、下面３５に設けられる。第３の開口部４３は、デバイス１
５の前記スピーカに対応する位置に設けられる。第３の開口部４３は、周面２９に開口す
る前記スピーカを露出させる。
【００２８】
　図４に示すように、三つの第１の窪み４４は、第１の側面３２に設けられる。三つの第
１の窪み４４は、Ｚ軸に沿う方向に等間隔に並び、Ｙ軸に沿う方向にそれぞれ延びる。Ｙ
軸に沿う方向は、第２の方向の一例である。
【００２９】
　第１の窪み４４は、第１の側面３２の上端部３２ａよりも、下端部３２ｂに偏って配置
される。上端部３２ａ及び下端部３２ｂは、Ｚ軸に沿う方向における第１の側面３２の端
部である。第１の窪み４４の断面は、例えば略矩形（四角形）である。なお、第１の窪み
４４の断面は、三角形のような他の形状であっても良い。
【００３０】
　三つの第２の窪み４５は、第２の側面３３に設けられる。三つの第２の窪み４５は、Ｚ
軸に沿う方向に等間隔に並び、Ｙ軸に沿う方向にそれぞれ延びる。第２の窪み４５は、第
１の窪み４４に対して鏡面対称に配置される。なお、第２の窪み４５の位置はこれに限ら
ない。
【００３１】
　第２の窪み４５は、第２の側面３３の上端部３３ａよりも、下端部３３ｂに偏って配置
される。上端部３３ａ及び下端部３３ｂは、Ｚ軸に沿う方向における第２の側面３３の端
部である。第２の窪み４５の断面は、例えば略矩形（四角形）である。なお、第２の窪み
４５の断面は、三角形のような他の形状であっても良い。
【００３２】
　図５は、ホルダ１０及びタブレット１１を示す背面図である。図５に示すように、カバ
ー１６は、背面４６をさらに有する。背面４６は、電子機器の第２の方向の他方側の端部
、の一例である。背面４６は、前面３１の反対側に位置する。背面４６は、略矩形（四角
形）の平坦な面である。
【００３３】
　背面４６に、ロゴ４７が設けられる。ロゴ４７は、例えば、表示部、文字、又は図形の
ようにも称され得る。ロゴ４７は、例えば、凹部、凸部、シール、又は塗装された部分で
あり、文字及び／又は図形を示す。ロゴ４７は、下面３５よりも、上面３４に近い位置に
ある。
【００３４】
　上述のように、カバー１６は、デバイス１５の外面を覆うとともに、デバイス１５の前
面２７を露出させる。カバー１６はこれに限らず、デバイス１５の前記背面を露出させて
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も良いし、デバイス１５の周面２９の一部を露出させても良い。
【００３５】
　カバー１６の全ての部分が前記エラストマーによって形成されなくても良い。例えば、
第１及び第２の窪み４４，４５が設けられる部分が、他の部分より補強されても良い。当
該補強された部分は、例えば、前記他の部分より硬い材料によって形成され、又は内部に
金属部材が設けられる。さらに、前記他の部分を軟らかい（容易に変形する、弾性を有す
る、可撓性を有する）材料によって形成することで、カバー１６のデバイス１５への取り
付け、及びカバー１６のデバイス１５からの取り外しが容易にされても良い。
【００３６】
　図６は、ホルダ１０を示す斜視図である。図７は、ホルダ１０を示す正面図である。図
７に示すように、ホルダ１０は、背板５１と、底板５２と、第１のフラップ５３と、第２
のフラップ５４とを有する。背板５１は、第２の壁の一例であり、例えば、壁、支持部、
又は挟持部のようにも称され得る。底板５２は、第１の部材の一例であり、例えば、壁、
支持部、固定部、又は載置部のようにも称され得る。第１及び第２のフラップ５３，５４
は、第２の部材の一例であり、例えば、壁、部材、ストッパ、保持部、固定部、可動部、
又は挟持部のようにも称され得る。
【００３７】
　背板５１は、支持面６１と、一対の支持片６２と、破線で示される第２のＮＦＣモジュ
ール６３、第２のＷＰＴモジュール６４、及び磁石６５と、を有する。第２のＮＦＣモジ
ュール６３は、例えば、通信部のように称されても良い。第２のＷＰＴモジュール６４は
、例えば、給電部のように称されても良い。磁石６５は、例えば、取付部、留め部、又は
引き付け部のように称されても良い。
【００３８】
　支持面６１は、略矩形（四角形）の平坦な面である。支持面６１は、例えば、絶縁体及
び非磁性体である樹脂によって形成される。なお、支持面６１は合成ゴム及び金属のよう
な他の材料によって形成されても良い。
【００３９】
　支持面６１は、Ｙ軸に沿う方向に向く面である。支持面６１は、タブレット１１のカバ
ー１６の背面４６に面し、タブレット１１を支持する。支持面６１は、タブレット１１の
、下面３５から、上面３４と下面３５との間に位置する中間部分に亘って、タブレット１
１を支持する。図５に示すように、当該中間部分から上面３４に亘るカバー１６の背面４
６の一部は、背板５１に覆われず露出される。ロゴ４７は、当該背面４６の一部に配置さ
れ、背板５１に覆われず露出される。
【００４０】
　図７に示すように、一対の支持片６２は、Ｘ軸に沿う方向における背板５１の側端部５
１ａ，５１ｂに配置される。さらに、一対の支持片６２は、Ｚ軸に沿う方向における背板
５１の上端部５１ｃに接する位置に配置される。支持片６２は、支持面６１からそれぞれ
Ｙ軸に沿う方向に突出する。支持片６２は、例えば略矩形（四角形）の板である。
【００４１】
　一対の支持片６２の間の距離は、カバー１６の第１の側面３２と第２の側面３３との間
の距離（長さ）よりも僅かに長い。支持面６１にタブレット１１が支持されると、タブレ
ット１１は一対の支持片６２の間に位置する。
【００４２】
　第２のＮＦＣモジュール６３及び第２のＷＰＴモジュール６４は、背板５１の内部に配
置される。第２のＮＦＣモジュール６３は、支持面６１に支持されたタブレット１１の第
１のＮＦＣモジュール２４との間で、無線通信を行う。第２のＷＰＴモジュール６４は、
例えば、支持面６１に支持されたタブレット１１の第１のＷＰＴモジュール２５が有する
コイルに起電力を生じさせることで、タブレット１１に電力を供給する。
【００４３】
　磁石６５は、背板５１の内部に配置される。タブレット１１は、例えば鉄板のような磁
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性体を有する。磁石６５は、タブレット１１に設けられた当該磁性体を引き付ける。この
ため、磁石６５は、タブレット１１を背板５１に付着させる。
【００４４】
　図５に示すように、背板５１は、後部６８をさらに有する。後部６８は、支持面６１の
反対側に位置する。後部６８に、例えば取付金具が取り付けられる。当該取付金具は、ホ
ルダ１０を、例えばダッシュボード１の中にある前記車体骨格部材に固定する。
【００４５】
　図１に示すように、ホルダ１０は、背板５１の上端部５１ｃが、ダッシュボード１の上
面１ａに沿うように、ダッシュボード１上に配置される。このため、図５に示すように、
前記乗用車の外からロゴ４７が視認される。ホルダ１０は、例えば、ロゴ４７を照らす光
源を有しても良い。
【００４６】
　図７に示すように、底板５２は、Ｘ軸に沿う方向に延びる。底板５２は、それぞれ破線
で示される底面７１と、第１の開口７２と、第２の開口７３と、一対の第３の開口７４と
、一対のリブ７５とを有する。第１及び第２の開口７２，７３は、開口部の一例である。
第１及び第２の開口７２，７３は、例えば、挿通部又は通行部とも称され得る。
【００４７】
　底面７１は、Ｚ軸に沿う方向に向く面であり、タブレット１１のカバー１６の下面３５
に面する。第１の開口７２、第２の開口７３、及び第３の開口７４は、底面７１にそれぞ
れ開口する。
【００４８】
　図６に示すように、第１の開口７２は、Ｘ軸に沿う方向に延びる略矩形（四角形）の孔
である。第１の開口７２は、デバイス１５の第１のコネクタ２３と、カバー１６の第２の
開口部４２とに対応する位置にある。第１の開口７２は、第２の開口部４２によって露出
された第１のコネクタ２３を露出させる。
【００４９】
　第２の開口７３は、第１の開口７２とＸ軸に沿う方向に並ぶ。第２の開口７３は、第１
の開口７２に連結される。言い換えると、第１及び第２の開口７２，７３は、一つの開口
部を形成する。第２の開口７３は、第１の開口７２よりも小さく、例えば丸型に形成され
る。なお、第２の開口７３は他の形状に形成されても良い。
【００５０】
　一対の第３の開口７４は、デバイス１５の前記一対のスピーカと、カバー１６の一対の
第３の開口部４３に対応する位置にある。第３の開口７４は、第３の開口部４３によって
露出された前記スピーカを露出させる。
【００５１】
　図７に示すように、一対のリブ７５は、一対の第３の開口７４の縁に設けられる。リブ
７５は、底面７１から、Ｚ軸に沿う方向に突出する。リブ７５の先端は、カバー１６の下
面３５に当接する。すなわち、リブ７５は、タブレット１１のカバー１６の下面３５を支
持する。
【００５２】
　図６に示すように、第１のフラップ５３は、第１の側壁８１と、第１の前壁８２と、三
つの第１の突起８３と、緩衝材８４とを有する。第１の前壁８２は、第１の壁の一例であ
る。第１の側壁８１及び第１の前壁８２は、例えば、壁、ストッパ、挟持部、当接部、又
は接触部のようにも称され得る。第１の突起８３は、例えば、凸部、嵌合部、ストッパ、
固定部、取付部、制動部、留め部、引掛部、抑制部、又は係合部のようにも称され得る。
【００５３】
　第１の側壁８１は、Ｚ軸に沿う方向に延びるとともに、Ｘ軸に沿う方向に向く。第１の
側壁８１は、カバー１６の第１の側面３２に面する。第１の側壁８１の一部は、背板５１
の側端部５１ａに位置する支持片６２に面する。
【００５４】
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　第１の前壁８２は、第１の側壁８１に直交する。第１の前壁８２は、Ｚ軸に沿う方向に
延びるとともに、Ｙ軸に沿う方向に向く。第１の前壁８２は、背板５１の支持面６１に向
き、支持面６１に支持されるタブレット１１のカバー１６の前面３１に面する。
【００５５】
　三つの第１の突起８３は、第１の側壁８１からそれぞれＸ軸に沿う方向に突出する。第
１の突起８３は、Ｙ軸に沿う方向にそれぞれ延びる。三つの第１の突起８３は、カバー１
６の三つの第１の窪み４４に対応する位置に配置される。
【００５６】
　緩衝材８４は、第１の側壁８１の、支持片６２に面する部分に取り付けられる。緩衝材
８４は、例えば合成ゴムによって形成されるが、他の材料によって作られても良い。
【００５７】
　図７に示すように、第２のフラップ５４は、第２の側壁８６と、第２の前壁８７と、三
つの第２の突起８８とを有する。第２の前壁８７は、第１の壁の一例である。第２の側壁
８６及び第２の前壁８７は、例えば、壁、ストッパ、挟持部、当接部、又は接触部のよう
にも称され得る。第２の突起８８は、例えば、凸部、嵌合部、ストッパ、固定部、取付部
、制動部、留め部、引掛部、抑制部、又は係合部のようにも称され得る。
【００５８】
　第２の側壁８８は、Ｚ軸に沿う方向に延びるとともに、Ｘ軸に沿う方向に向く。このた
め、第２の側壁８６は、第１の側壁８１と向かい合う。第２の側壁８６は、カバー１６の
第２の側面３３に面する。
【００５９】
　第２の側壁８６の一部は、背板５１の側端部５１ｂに位置する支持片６２に面する。当
該第２の側壁８６の一部に、緩衝材が取り付けられる。前記緩衝材は、例えば合成ゴムに
よって形成される。
【００６０】
　第２の前壁８７は、第２の側壁８６に直交する。第２の前壁８７は、Ｚ軸に沿う方向に
延びるとともに、Ｙ軸に沿う方向に向く。第２の前壁８７は、背板５１の支持面６１に向
き、支持面６１に支持されるタブレット１１のカバー１６の前面３１に面する。
【００６１】
　三つの第２の突起８８は、第２の側壁８６からそれぞれＸ軸に沿う方向に突出する。第
２の突起８８は、第１のフラップ５３に向かって突出する。第２の突起８８は、Ｙ軸に沿
う方向にそれぞれ延びる。三つの第２の突起８８は、カバー１６の三つの第２の窪み４５
に対応する位置に配置される。
【００６２】
　図８は、ホルダ１０を示す背面図である。図８に示すように、ホルダ１０は、スライド
部９０をさらに有する。スライド部９０は、付勢部の一例であり、例えば、移動部、押し
部、引き部、又は機構のようにも称され得る。
【００６３】
　スライド部９０は、背板５１の後部６８に設けられる。スライド部９０は、三つの第１
のスリット９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃと、三つの第２のスリット９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃと
、二つの第１のねじりバネ９３Ａ，９３Ｂと、二つの第２のねじりバネ９４Ａ，９４Ｂと
、を有する。
【００６４】
　第１のスリット９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃと、第２のスリット９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃと
は、それぞれＸ軸に沿う方向に延びる。第１のスリット９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃは、第２
のスリット９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃよりも、背板５１の一方の側端部５１ａに近い。第２
のスリット９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃは、第１のスリット９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃよりも、
背板５１の他方の側端部５１ｂに近い。三つの第１のスリット９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃは
、Ｚ軸に沿う方向に並ぶ。三つの第２のスリット９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃは、Ｚ軸に沿う
方向に並ぶ。
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【００６５】
　第１のフラップ５３は、第１のアーム１０１と、三つの第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂ
，１０２Ｃとをさらに有する。第１のアーム１０１は、第１の側壁８１から、Ｘ軸に沿う
方向に延びる。第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃは、第１のアーム１０１からそ
れぞれＹ軸に沿う方向に突出する。第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃは、例えば
円柱形の突起である。
【００６６】
　第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃは、対応する第１のスリット９１Ａ，９１Ｂ
，９１Ｃにそれぞれ嵌る。第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂ，１０２Ｃは、第１のスリット
９１Ａ，９１Ｂ，９１Ｃの中を、Ｘ軸に沿う方向に移動可能である。このため、第１のフ
ラップ５３は、Ｘ軸に沿う方向に移動可能である。
【００６７】
　第１のフラップ５３は、第１の位置Ｐ１（例えば、図８に二点鎖線で示される）と、第
２の位置Ｐ２（例えば、図６に示される）との間で移動可能である。第１の位置Ｐ１にお
いて、第１の側壁８１は、緩衝材８４を介して、背板５１の側端部５１ａに位置する支持
片６２に接触する。第２の位置Ｐ２において、第１の側壁８１は、当該支持片６２から離
れる。
【００６８】
　第２のフラップ５４は、第２のアーム１０３と、三つの第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂ
，１０４Ｃとをさらに有する。第２のアーム１０３は、第２の側壁８１から、Ｘ軸に沿う
方向に延びる。第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂ，１０４Ｃは、第２のアーム１０３からそ
れぞれＹ軸に沿う方向に突出する。第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂ，１０４Ｃは、例えば
円柱形の突起である。
【００６９】
　第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂ，１０４Ｃは、対応する第２のスリット９２Ａ，９２Ｂ
，９２Ｃにそれぞれ嵌る。第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂ，１０４Ｃは、第２のスリット
９２Ａ，９２Ｂ，９２Ｃの中を、Ｘ軸に沿う方向に移動可能である。このため、第２のフ
ラップ５４は、Ｘ軸に沿う方向に移動可能である。
【００７０】
　第２のフラップ５４は、第１の位置Ｐ１（例えば、図８に二点鎖線で示される）と、第
２の位置Ｐ２（例えば、図６に示される）との間で移動可能である。第１の位置Ｐ１にお
いて、第２の側壁８６は、前記緩衝材を介して、背板５１の側端部５１ｂに位置する支持
片６２に接触する。第２の位置Ｐ２において、第２の側壁８６は、当該支持片６２から離
れる。
【００７１】
　第１のねじりバネ９３Ａ，９３Ｂの一方の端部は、例えば背板５１の後部６８に設けら
れたピンに、それぞれ回転可能に取り付けられる。第１のねじりバネ９３Ａ，９３Ｂの他
方の端部は、対応する第１の凸部１０２Ａ，１０２Ｂに回転可能に取り付けられる。
【００７２】
　第１のフラップ５３が、第１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との中央より第１の位置Ｐ１
に近い位置にある場合、第１のねじりバネ９３Ａ，９３Ｂは、第１のフラップ５３を第１
の位置Ｐ１に向かって押す。一方、第１のフラップ５３が、第１の位置Ｐ１と第２の位置
Ｐ２との中央より第２の位置Ｐ２に近い位置にある場合、第１のねじりバネ９３Ａ，９３
Ｂは、第１のフラップ５３を第２の位置Ｐ２に向かって押す。
【００７３】
　第２のねじりバネ９４Ａ，９４Ｂの一方の端部は、例えば背板５１の後部６８に設けら
れたピンに、それぞれ回転可能に取り付けられる。第２のねじりバネ９４Ａ，９４Ｂの他
方の端部は、対応する第２の凸部１０４Ａ，１０４Ｂに回転可能に取り付けられる。
【００７４】
　第２のフラップ５４が、第１の位置Ｐ１と第２の位置Ｐ２との中央より第１の位置Ｐ１
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に近い位置にある場合、第２のねじりバネ９４Ａ，９４Ｂは、第２のフラップ５４を第１
の位置Ｐ１に向かって押す。一方、第２のフラップ５４が、第１の位置Ｐ１と第２の位置
Ｐ２との中央より第２の位置Ｐ２に近い位置にある場合、第２のねじりバネ９４Ａ，９４
Ｂは、第２のフラップ５４を第２の位置Ｐ２に向かって押す。
【００７５】
　上述のように、スライド部９０は、第１及び第２のフラップ５３，５４を、第１の位置
Ｐ１又は第２の位置Ｐ２に向かって押す。言い換えると、スライド部９０は、第１及び第
２のフラップ５３，５４に、第１の位置Ｐ１又は第２の位置Ｐ２に向かう力を作用する。
すなわち、スライド部９０は、いわゆる二点安定式のバネを有する。なお、スライド部９
０はこれに限らず、例えば、第１及び第２のフラップ５３，５４を、第１の位置Ｐ１に向
かってのみ押しても良い。
【００７６】
　図８に二点鎖線で示すように、ホルダ１０は、ロックレバー１１０をさらに有する。ロ
ックレバー１１０はロック部の一例であり、例えば、ストッパ、固定部、保持部、又は留
め部のように称されても良い。ロックレバー１１０は、第３のスリット１１１と、第４の
スリット１１２と、操作部１１３と、を有する。
【００７７】
　第３及び第４のスリット１１１，１１２は、略Ｌ字状に形成される。すなわち、第３及
び第４のスリット１１１，１１２の一部は、Ｘ軸に沿う方向に延びる。第３及び第４のス
リット１１１，１１２の他の一部は、前記一部の端から、Ｚ軸に沿う方向に延びる。
【００７８】
　第１のフラップ５３の第１の凸部１０２Ｃは、第１のスリット９１Ｃを通り、第３のス
リット１１１に嵌る。第１の凸部１０２Ｃは、第３のスリット１１１のＸ軸に沿って延び
る部分に沿って移動可能である。
【００７９】
　第２のフラップ５４の第２の凸部１０４Ｃは、第２のスリット９２Ｃを通り、第４のス
リット１１２に嵌る。第２の凸部１０４Ｃは、第４のスリット１１２のＸ軸に沿って延び
る部分に沿って移動可能である。
【００８０】
　第１及び第２の凸部１０２Ｃ，１０４Ｃは、第１及び第２のフラップ５３，５４が第１
の位置Ｐ１にあるとき、第３及び第４のスリット１１１，１１２の端部に位置する。当該
端部から、第３及び第４のスリット１１１，１１２のＺ軸に沿って延びる部分がそれぞれ
延びる。
【００８１】
　ロックレバー１１０は、Ｚ軸に沿って移動可能に、背板５１の後部６８に取り付けられ
る。ロックレバー１１０は、解除位置Ｐ３（例えば、図８に二点鎖線で示される）と、固
定位置Ｐ４（例えば、図２に示される）との間で移動可能である。
【００８２】
　ロックレバー１１０が解除位置Ｐ３にある場合、第１及び第２の凸部１０２Ｃ，１０４
Ｃは、第３及び第４のスリット１１１，１１２のＸ軸に沿って延びる部分に位置する。こ
のため、ロックレバー１１０は、第１及び第２のフラップ５３，５４の移動を妨げない。
言い換えると、ロックレバー１１０は、第１及び第２のフラップ５３，５４が移動するこ
とを許容する。
【００８３】
　ロックレバー１１０が固定位置Ｐ４に移動すると、第１及び第２の凸部１０２Ｃ，１０
４Ｃは、第３及び第４のスリット１１１，１１２のＺ軸に沿って延びる部分に配置される
。第１及び第２の凸部１０２Ｃ，１０４Ｃは、第３及び第４のスリット１１１，１１２の
縁に当たり、Ｘ軸に沿って移動することを制限される。すなわち、第１及び第２のフラッ
プ５３，５４のＸ軸に沿う方向への移動は、ロックレバー１１０によって制限される。
【００８４】
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　固定位置Ｐ４にあるロックレバー１１０が解除位置Ｐ３に移動すると、第１及び第２の
凸部１０２Ｃ，１０４Ｃが、第３及び第４のスリット１１１，１１２のＸ軸に沿って延び
る部分に移動する。このため、第１及び第２のフラップ５３，５４の移動の制限が解除さ
れる。
【００８５】
　ロックレバー１１０は、第１及び第２のフラップ５３，５４がともに第１の位置Ｐ１に
あるときに、解除位置Ｐ３から固定位置Ｐ４へ移動可能である。言い換えると、第２の位
置Ｐ２にある第１及び第２のフラップ５３，５４は、ロックレバー１１０が解除位置Ｐ３
から固定位置Ｐ４へ移動することを制限する。なお、第１及び第２のフラップ５３，５４
の少なくとも一方が第２の位置Ｐ２にあるときに、ロックレバー１１０が解除位置Ｐ３か
ら固定位置Ｐ４へ移動可能であっても良い。
【００８６】
　操作部１１３は、Ｚ軸に沿う方向に延びる。操作部１１３は、底板７１から下方に向か
って突き出ている。ロックレバー１１０が解除位置Ｐ３にあるときも、ロックレバー１１
０が固定位置Ｐ４にあるときも、操作部１１３の少なくとも一部は前記自動車のドライバ
ーによって視認可能である。
【００８７】
　図３に示すように、タブレット１１に、第２のコネクタ１２１が接続される。第２のコ
ネクタ１２１は、第２の接続部の一例であり、例えば、プラグ、接続部品、又は取付部品
のようにも称され得る。第２のコネクタ１２１は、図６に示される端子１２２を有する。
【００８８】
　第２のコネクタ１２１の底面１２１ａから、ケーブル１２４が延びる。ケーブル１２４
は、配線の一例であり、例えば、コード又はハーネスとも称され得る。底面１２１ａは、
端子１２２の反対側に位置する。ケーブル１２４は、例えば、ダッシュボード１の中に配
置されたモジュールに接続される。第２のコネクタ１２１の底面１２１ａの面積は、ケー
ブル１２４の断面積よりも広い。
【００８９】
　図２に示すように、第２のコネクタ１２１は、ホルダ１０の第１の開口７２と、カバー
１６の第２の開口部４２とに挿通される。第２のコネクタ１２１の端子１２２が、デバイ
ス１５の第１のコネクタ２３に挿入される。これにより、第２のコネクタ１２１が第１の
コネクタ２３に着脱可能に接続される。デバイス１５は、第２のコネクタ１２１及びケー
ブル１２４を介して、例えば、電力供給を受けたり、電気信号の送受信を行ったりする。
【００９０】
　以下、ホルダ１０によるタブレット１１の支持（ドッキング）方法の一例が説明される
。なお、ホルダ１０によるタブレット１１の支持方法は、以下に説明されるものに限らな
い。
【００９１】
　まず、図６に示すように、ロックレバー１１０が、解除位置Ｐ３に配置される。次に、
第１及び第２のフラップ５３，５４が、それぞれ第２の位置Ｐ２に移動させられる。言い
換えると、第１及び第２のフラップ５３，５４が、互いに遠ざかる。
【００９２】
　次に、図３に示すように、第２のコネクタ１２１がデバイス１５の第１のコネクタ２３
に接続される。そして、タブレット１１が、一対の支持片６２の間に置かれる。すなわち
、カバー１６の下面３５が底板５２のリブ７５に支持されるとともに、カバー１６の背面
４６が背板５１の支持面６１に支持される位置に、タブレット１１が置かれる。底板５２
は、デバイス１５の前面２７が視認可能なように、タブレット１１を支持する。磁石６５
は、タブレット１１を引き付け、支持面６１に付着させる。第２のコネクタ１２１は、第
１の開口７２の中に配置される。
【００９３】
　次に、図２に示すように、第２の位置Ｐ２にある第１及び第２のフラップ５３，５４が
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、第１の位置Ｐ１に移動させられる。第１の位置Ｐ１に移動した第１のフラップ５３の第
１の側壁８１は、カバー１６の第１の側面３２に当たる。さらに、第１の位置Ｐ１に移動
した第２のフラップ５４の第２の側壁８６は、カバー１６の第２の側面３３に当たる。な
お、第１及び第２の側壁８１，８６と、対応する第１及び第２の側面３２，３３との間に
隙間があっても良い。第１の側壁８１と第２の側壁８６とが、タブレット１１を挟む。こ
のため、ホルダ１０は、タブレット１１のＸ軸に沿う方向への移動を制限する。
【００９４】
　第１及び第２のフラップ５３，５４が第１の位置Ｐ１に移動するとき、第１及び第２の
側壁８１，８６は、それぞれ支持片６２に当たる。第１の側壁８１に設けられた緩衝材８
４と、第２の側壁８６に設けられた前記緩衝材とは、第１及び第２の側壁８１，８６と支
持片６２との衝突によって生じる音を低減する。
【００９５】
　さらに、第１の位置Ｐ１に移動した第１のフラップ５３の三つの第１の突起８３は、カ
バー１６の三つの第１の窪み４４に嵌合する。第１の位置Ｐ１に移動した第２のフラップ
５４の三つの第２の突起８８は、カバー１６の三つの第２の窪み４５に嵌合する。
【００９６】
　第１及び第２の突起８３，８８は、タブレット１１が底板７１に支持された位置からＺ
軸に沿う方向へ移動しようとするとき、第１及び第２の窪み４４に引っ掛かる。すなわち
、第１及び第２の突起８３，８８は、タブレット１１がＺ軸に沿う方向へ移動することを
抑制する。言い換えると、ホルダ１０は、タブレット１１のＺ軸に沿う方向への移動を制
限する。
【００９７】
　さらに加えて、第１の位置Ｐ１に移動した第１のフラップ５３の第１の前壁８２と、第
１の位置Ｐ１に移動した第２のフラップ５４の第２の前壁８７とは、カバー１６の前面３
１に接触する。すなわち、背板５１の支持面６１と、第１及び第２の前壁８２，８７とが
、タブレット１１を挟む。このため、ホルダ１０は、タブレット１１のＹ軸に沿う方向へ
の移動を制限する。
【００９８】
　次に、解除位置Ｐ３にあるロックレバー１１０が、固定位置Ｐ４に移動させられる。こ
れにより、第１及び第２のフラップ５３，５４が、第１の位置Ｐ１から第２の位置Ｐ２に
移動することが抑制される。以上により、ホルダ１０がタブレット１１を支持する。
【００９９】
　ロックレバー１１０の操作部１１３は、第２のコネクタ１２１の後方に位置する。すな
わち、第２のコネクタ１２１は、操作部１１３を隠す。これにより、ロックレバー１１０
が、不用意な操作により固定位置Ｐ４から解除位置Ｐ３に移動することが抑制される。
【０１００】
　上述のように、ホルダ１０は、タブレット１１の、Ｘ軸、Ｙ軸、及びＺ軸（三軸）に沿
う方向への移動を制限する。すなわち、ホルダ１０は、タブレット１１が移動することを
抑制するように、タブレット１１を保持する。
【０１０１】
　ホルダ１０がタブレット１１を保持するとき、第１のフラップ５３は、カバー１６の第
１の側面３２のおおよそ下半分を覆う。言い換えると、第１のフラップ５３は、第１の側
面３２の、下端部３２ｂから、上端部３２ａと下端部３２ｂとの間に位置する中間部分に
亘って、第１の側面３２を覆う。第１の側面３２の前記中間部分から上端部３２ａまでの
間の部分は、露出される。
【０１０２】
　さらに、第２のフラップ５４は、カバー１６の第２の側面３３のおおよそ下半分を覆う
。言い換えると、第２のフラップ５４は、第２の側面３３の、下端部３３ｂから、上端部
３３ａと下端部３３ｂとの間に位置する中間部分に亘って、第２の側面３３を覆う。第２
の側面３３の前記中間部分から上端部３３ａまでの間の部分は、露出される。
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【０１０３】
　さらに加えて、第１及び第２のフラップ５３，５４が第１の位置Ｐ１にあるとともに、
タブレット１１が底板７１に支持されるとき、カバー１６の上面３４は、ホルダ１０に覆
われずに露出する。上面３４は、第１の側面３２の上端部３２ａと、第２の側面３３の上
端部３３ａとの間に位置する。
【０１０４】
　ホルダ１０からタブレット１１が取り外される場合、まず、固定位置Ｐ４にあるロック
レバー１１０が、解除位置Ｐ３に移動させられる。次に、第１の位置Ｐ１にある第１及び
第２のフラップ５３，５４が、第２の位置Ｐ２に移動させられる。すなわち、第１の側壁
８１がカバー１６の第１の側面３２から離れるとともに、第１の突起８３が第１の窪み４
４から外れる。さらに、第２の側壁８６がカバー１６の第２の側面３３から離れるととも
に、第２の突起８８が第２の窪み４５から外れる。第２の位置Ｐ２における第１及び第２
の側壁８１，８６は、第１の位置Ｐ１よりも、対応する第１及び第２の側面３２，３３か
ら離れる。
【０１０５】
　第１及び第２の突起８３，８８が、対応する第１及び第２の窪み４４，４５から外れる
と、タブレット１１は、底板７１に支持される位置から、Ｚ軸に沿う方向に移動可能にな
る。言い換えると、第２の位置Ｐ２にある第１及び第２のフラップ５３，５４は、タブレ
ット１１がＺ軸に沿う方向に移動することを許容する。
【０１０６】
　次に、図３に示すように、タブレット１１が、ホルダ１０の背板５１及び底板５２から
引き離される。第２のコネクタ１２１は、ホルダ１０の第１の開口７２を通って引き上げ
られる。ケーブル１２４は、第１の開口７２を通る。
【０１０７】
　次に、デバイス１５の第１のコネクタ２３から、第２のコネクタ１２１が取り外される
。図６に示すように、ケーブル１２４は、第１の開口７２から、第２の開口７３に移動さ
せられる。第２のコネクタ１２１の底面１２１ａは、底板５２の底面７１に載せられる。
言い換えると、底板５２の、第２の開口７３の縁部に、第２のコネクタ１２１が引っ掛か
る。すなわち、第２の開口７３の縁部は、引掛部の一例である。以上により、ホルダ１０
からタブレット１１が取り外される。
【０１０８】
　ホルダ１０からタブレット１１が取り外されると、ダッシュボード１の上面１ａから突
出するタブレット１１が除かれる。ホルダ１０の背板５１の上端部５１ｃは、ダッシュボ
ード１の上面１ａに沿う。さらに、第１及び第２の側壁８１，８６の上端部も、ダッシュ
ボード１の上面１ａに沿う。このため、前記乗用車のドライバーの視界が広くなる。
【０１０９】
　第１の実施の形態に係るホルダ１０及びタブレット１１において、第１及び第２の側壁
８１，８６がタブレット１１を挟むことで、Ｘ軸に沿う方向へのタブレット１１の移動が
制限される。さらに、第１及び第２の突起８３，８８が、タブレット１１のカバー１６の
第１及び第２の窪み４４，４５にそれぞれ嵌合することで、Ｚ軸に沿う方向へのタブレッ
ト１１の移動が制限される。ホルダ１０は、挟持及び嵌合により、タブレット１１の複数
の方向への移動を制限する。このため、例えば、前記乗用車の衝突による大きな衝撃がホ
ルダ１０に作用したとしても、タブレット１１がホルダ１０から外れることが抑制される
。
【０１１０】
　背板５１と、第１及び第２の前壁８２，８７と、がタブレット１１を挟むことで、タブ
レット１１のＹ軸に沿う方向への移動が制限される。ホルダ１０は、挟持及び嵌合により
、タブレット１１の三軸に沿う方向への移動を制限する。このため、タブレット１１がホ
ルダ１０から外れることがさらに抑制される。
【０１１１】
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　固定位置Ｐ４にあるロックレバー１１０が、第１及び第２のフラップ５３，５４の移動
を制限する。これにより、ホルダ１０によるタブレット１１の挟持及び嵌合が解除される
ことが抑制され、タブレット１１がホルダ１０から外れることがさらに抑制される。
【０１１２】
　スライド部９０が、第１及び第２のフラップ５３，５４を第１の位置Ｐ１に向かって押
す。これにより、ホルダ１０によるタブレット１１の挟持及び嵌合が解除されることが抑
制され、タブレット１１がホルダ１０から脱落することがさらに抑制される。
【０１１３】
　タブレット１１の第１の側面３２の一部と、第２の側面３３の一部と、上面３４とが、
ホルダ１０に覆われずに露出される。これにより、ホルダ１０を小型化でき、例えば、前
記自動車の内部のような限られた空間がより広く利用され得る。さらに、前記自動車のド
ライバーのホルダ１０の先の視界を、ホルダ１０が狭めることが抑制される。
【０１１４】
　底板５３は、ケーブル１２４が第２の開口７３に通された状態で、第２のコネクタ１２
１を支持する。これにより、タブレット１１から第２のコネクタ１２１が外された場合で
あっても、第２のコネクタ１２１がホルダ１０から脱落することが抑制される。
【０１１５】
　背板５１が磁石６５を有する。磁石６５がタブレット１１を背板５１の支持面６１に付
着させることで、タブレット１１が背板５１から離れてホルダ１０から外れることが抑制
される。
【０１１６】
　以下に、第２の実施の形態について、図９及び図１０を参照して説明する。なお、以下
の実施形態の説明において、既に説明された構成要素と同様の機能を持つ構成要素は、当
該既述の構成要素と同じ符号が付され、さらに説明が省略される場合がある。また、同じ
符号が付された複数の構成要素は、全ての機能及び性質が共通するとは限らず、各実施形
態に応じた異なる機能及び性質を有していても良い。
【０１１７】
　図９は、第２の実施の形態に係るホルダ１０及びタブレット１１を概略的に示す正面図
である。図９において、タブレット１１は、二点鎖線によって示される。
【０１１８】
　図９に示すように、第２の実施形態のタブレット１１は、第１及び第２の窪み４４，４
５の代わりに、複数の窪み２０１を有する。窪み２０１は、凹部又は凸部の一例である。
窪み２０１は、カバー１６の第１の側面３２、第２の側面３３、上面３４、及び下面３５
にそれぞれ設けられる。
【０１１９】
　第２の実施形態におけるホルダ１０は、背板５１と、底板５２と、スライド部９０とを
有さない。ロックレバー１１０は、第２のフラップ５４に設けられる。前記取付金具も、
第２のフラップ５４に設けられ、第２のフラップ５４を、例えばダッシュボード１に取り
付ける。
【０１２０】
　第２の実施形態の第１のフラップ５３は、第１の支持壁２０５と、第１の後壁２０６と
、を有する。第１の支持壁２０５は、第１の部材の一例である。第１の後壁２０６は、第
２の壁の一例である。第１の支持壁２０５は、第１の側壁８１の下端から、Ｘ軸に沿う方
向に延びる。第１の支持壁２０５は、タブレット１１のカバー１６の下面３５に面する。
【０１２１】
　図１０は、図９のＦ１０－Ｆ１０線に沿ってタブレット１１及び第１のフラップ５３を
示す断面図である。図１０に示すように、第１の後壁２０６は、第１の前壁８２に向く。
第１の後壁２０６は、タブレット１１のカバー１６の背面４６に面する。
【０１２２】
　図９に示すように、第２の実施形態の第２のフラップ５４は、第２の支持壁２０８と、
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第２の後壁２０９とを有する。第２の支持壁２０８は、第１の部材の一例である。第２の
後壁２０９は、第２の壁の一例である。第２のフラップ５４は、第２の突起８８と、第２
のアーム１０３を有さない。
【０１２３】
　第２の支持壁２０８は、第２の側壁８６の下端から、Ｘ軸に沿う方向に延びる。第２の
支持壁２０８は、タブレット１１のカバー１６の下面３５に面する。第２の後壁２０９は
、第２の前壁８７に向く。第２の後壁２０９は、タブレット１１のカバー１６の背面４６
に面する。
【０１２４】
　第１のアーム１０１は、複数の第１の歯２１１を有する。第１の歯２１１は、Ｚ軸に沿
う方向に向く。ロックレバー１１０は、複数の第２の歯２１２を有する。第２の歯２１２
は、第１の歯２１１に対向する。
【０１２５】
　ロックレバー１１０が解除位置Ｐ３にある場合、第２の歯２１２は、第１の歯２１１か
ら外れる。ロックレバー１１０が固定位置Ｐ４にある場合、第２の歯２１２は、第１の歯
２１１に嵌る。第２の歯２１２が第１の歯２１１に嵌ると、第１のフラップ５３の移動が
制限される。
【０１２６】
　複数の第１の歯２１１は、Ｘ軸に沿う方向に並ぶ。第１のフラップ５３がＸ軸に沿う方
向に動くことで、複数の第１の歯２１１は、ロックレバー１１０の第２の歯２１２に対し
て移動する。第１のフラップ５３を所望の位置に移動させるとともに、ロックレバー１１
０が解除位置Ｐ３から固定位置Ｐ４に移動させられることで、第１のフラップ５３は当該
所望の位置で移動を制限される。すなわち、ロックレバー１１０は、第１の位置Ｐ１と、
第１の位置Ｐ１及び第２の位置Ｐ２とは異なる複数の位置と、において、第１のフラップ
５３の移動を制限する。当該複数の位置は、第３の位置の一例である。
【０１２７】
　上述のようなホルダ１０は、例えば、横向きのタブレット１１（図９において符号１１
Ｈで示される）と、縦向きのタブレット１１（図９において符号１１Ｖで示される）とを
ともに保持できる。横向きのタブレット１１Ｈの長手方向（例えば、ケース１６の第１の
側面３２から第２の側面３３に向かう方向）は、Ｘ軸に沿う。縦向きのタブレット１１Ｖ
の前記長手方向はＺ軸に沿う。
【０１２８】
　以下に、第２の実施形態のホルダ１０による、横向きのタブレット１１Ｈの支持方法の
一例が説明される。まず、ロックレバー１１０が、解除位置Ｐ３に移動させられる。次に
、第１のフラップ５３が、第２のフラップ５４から離され、第２の位置Ｐ２に移動させら
れる。
【０１２９】
　次に、第２のフラップ５４の第２の支持壁２０８に、タブレット１１のカバー１６の下
面３５が当てられる。すなわち、第２の支持壁２０８がタブレット１１を支持する。さら
に、第２のフラップ５４の第２の側壁８６に、カバー１６の第２の側面３３が当てられる
。これにより、タブレット１１は、第２の前壁８７と、第２の後壁２０９とによって挟ま
れる。
【０１３０】
　次に、第１のフラップ５３がＸ軸に沿う方向に移動させられる。第１のフラップ５３の
第１の側壁８１が、タブレット１１のカバー１６の第１の側面３２に当たる。すなわち、
第１の側壁８１と第２の側壁８６とが、タブレット１１を挟む。これにより、ホルダ１０
は、タブレット１１のＸ軸に沿う方向への移動を制限する。さらに、第１の支持壁２０５
が、カバー１６の下面３５を支持する。
【０１３１】
　第１の側壁８１がカバー１６の第１の側面３２に当たると、第１の突起８３が、第１の
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側壁８１に設けられた窪み２０１に嵌合する。これにより、ホルダ１０は、タブレット１
１のＺ軸に沿う方向への移動を制限する。さらに、第１の前壁８２と、第１の後壁２０６
とが、タブレット１１を挟む。これにより、ホルダ１０は、タブレット１１のＹ軸に沿う
方向への移動を制限する。
【０１３２】
　次に、解除位置Ｐ３のロックレバー１１０が、固定位置Ｐ４に移動させられる。ロック
レバー１１０の第２の歯２１２が、第１のアーム１０１の第１の歯２１１に嵌る。これに
より、第１のフラップ５３の移動が制限され、ホルダ１０により横向きのタブレット１１
Ｈが支持される。
【０１３３】
　ホルダ１０が縦向きのタブレット１１Ｖを保持する場合、例えば、第１の側壁８１がタ
ブレット１１のカバー１６の上面３４に当たり、第２の側壁８６がカバー１６の下面３５
に当たる。さらに、第１のフラップ３４の第１の突起８３は、上面３４に設けられた窪み
２０１に嵌合する。ホルダ１０が縦向きのタブレット１１Ｖを保持する場合における第１
のフラップ３４の位置は、ホルダ１０が横向きのタブレット１１Ｈを保持する場合におけ
る第１のフラップ３４の位置よりも、第２のフラップ３５に近い。
【０１３４】
　第２の実施形態のホルダ１０によれば、ロックレバー１１０は、第１の位置Ｐ１と、第
１の位置Ｐ１及び第２の位置Ｐ２とは異なる少なくとも一つの位置と、において、第１の
フラップ５３の移動を制限する。これにより、ホルダ１０が、タブレット１１を複数の向
きで支持することができる。
【０１３５】
　さらに、ホルダ１０は、例えば、タブレット１１と大きさが異なる携帯電話又はスマー
トフォンのような他の電子機器を保持できる。すなわち、第２の実施形態のホルダ１０は
、複数の種類の電子機器を支持することができる。
【０１３６】
　なお、第２の実施形態において、第１のフラップ５３が第１の突起８３を有し、第２の
フラップ５４は第２の突起８８を有さなかったが、本発明はこれに限らない。例えば、第
１のフラップ５３が第１の突起８３を有さず、第２のフラップ５４が第２の突起８８を有
しても良い。
【０１３７】
　上述の複数の実施形態において、第１の窪み４４のＹ軸に沿う方向における端部が開放
される。しかしながら、第１の窪み４４のＹ軸に沿う方向における端部は閉じていても良
い。当該第１の窪み４４に第１の突起８３が嵌合することで、ホルダ１０は、タブレット
１１のＺ軸に沿う方向への移動のみならず、Ｙ軸に沿う方向への移動をも制限する。
【０１３８】
　タブレット１１に接続される第２のコネクタ１２１は、例えば、第１又は第２のフラッ
プ５３，５４に固定されても良い。そして、当該第１又は第２のフラップ５３，５４が第
１の位置Ｐ１に移動することで、第２のコネクタ１２１の端子１２２が、第１のコネクタ
２３に挿入されても良い。
【０１３９】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、第２の部材が電子機器の凹部又は凸
部に引っ掛かる。これにより、電子機器が、第１の部材に支持される位置から、第１の方
向に移動することが抑制される。これにより、電子機器が支持装置から外れることが抑制
される。
【０１４０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
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【０１４１】
　例えば、上記実施形態において、凹部又は凸部の一例は第１及び第２の窪み４４，４５
である。しかし、第１及び第２の窪み４４，４５の代わりに、例えば凸部がタブレット１
１に設けられても良い。この場合、例えば、第１及び第２のフラップ５３，５４に、当該
凸部に引っ掛かる凹部が形成される。
【０１４２】
　さらに、上記実施形態において、アタッチメントの一例はデバイス１５に取り付けられ
るカバー１６である。しかし、アタッチメントはこれに限らず、例えば、デバイス１５の
筐体２１の一部であっても良い。すなわち、アタッチメントは、電子機器の一部であって
も良いし、電子機器に着脱可能な別個の部品であっても良い。
【０１４３】
　さらに、磁石６５の代わりに、例えば、背板５１に吸盤、又は粘着性を有する部分が設
けられても良い。当該吸盤又は粘着性を有する部分がカバー１６の背面４６に付着するこ
とで、タブレット１１がホルダ１０から外れることが抑制される。
【符号の説明】
【０１４４】
　１０…ホルダ、１１，１１Ｈ，１１Ｖ…タブレット、１６…カバー、３２…第１の側面
、３２ａ…上端部、３２ｂ…下端部、３３…第２の側面、３３ａ…上端部、３３ｂ…下端
部、３４…上面、３５…下面、４４…第１の窪み、４５…第２の窪み、５１…背板、５２
…底板、５３…第１のフラップ、５４…第２のフラップ、６５…磁石、７２…第１の開口
、７３…第２の開口、８１…第１の側壁、８２…第１の前壁、８３…第１の突起、８６…
第２の側壁、８７…第２の前壁、８８…第２の突起、９０…スライド部、１１０…ロック
レバー、１２１…第２のコネクタ、１２４…ケーブル、２０１…窪み、２０６…第１の後
壁、２０９…第２の後壁、Ｐ１…第１の位置、Ｐ２…第２の位置、Ｐ３…解除位置、Ｐ４
…固定位置。
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