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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器において、
　第１筐体と、
　情報を表示する表示画面を有する表示パネルを備え、該表示画面前面を露出した第２筐
体と、
　前記第２筐体を前記第１筐体に開閉自在に連結するヒンジ部材と、
　前記表示パネルの側面に沿って延びて該側面に締結されるパネル締結部を有し、該表示
パネルの、該第２筐体への締結に介在するパネル取付部材とを備え、
　前記ヒンジ部材が、前記第２筐体に締結されるヒンジ締結部を有し、
　前記パネル取付部材が、前記パネル締結部から前記第１筐体側に延在し前記ヒンジ締結
部の前記第１筐体側に回り込んで該ヒンジ締結部に隣接して配置され前記第２筐体に締結
されるパネル締結部を有することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記ヒンジ部材が、回転軸を構成する軸部を有し、前記ヒンジ締結部は、該軸部の回転
軸方向端縁に取り付けられ該軸部よりも前記第１筐体から離れる側に偏倚した位置で前記
第２筐体に締結されるものであることを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記パネル締結部は、前記ヒンジ締結部の前記第１筐体側に回り込み、前記軸部を回転
軸方向に延長した位置で前記第２筐体に締結されるものであることを特徴とする請求項２
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記載の電子機器。
【請求項４】
　前記ヒンジ締結部および前記パネル締結部は、前記第２筐体に互いに独立に締結される
ものであることを特徴とする請求項１から３のうちいずれか１項記載の電子機器。
【請求項５】
　前記パネル締結部は、前記ヒンジ締結部側に延び該ヒンジ締結部に前記表示画面前面側
から重なって該ヒンジ締結部に接触する舌片を有することを特徴とする請求項１から４の
うちいずれか１項記載の電子機器。
【請求項６】
　前記ヒンジ部材の、少なくとも前記ヒンジ締結部を含む部分と、前記パネル取付部材の
、少なくとも前記パネル締結部を含む部分がいずれも導電性材料からなり、前記舌片の接
触により電気的に導通していることを特徴とする請求項５記載の電子機器。
【請求項７】
　前記第２筐体が、前記表示パネルよりも大面積であって該表示パネルを収容する背面板
と、該表示パネルの周囲を前記表示画面前面側から覆う前枠とを有し、
　前記ヒンジ締結部が、ネジ部材で、前記背面板と該パネル締結部とを前記前枠は別にし
てネジ止めするための第１の孔と、該パネル締結部を前記背面板と前記前枠とで挟んだ状
態で該前枠を含めてネジ止めするための第２の孔を有することを特徴とする請求項１から
６のうちいずれか１項記載の電子機器。
【請求項８】
　前記第１筐体が、演算処理を行なう演算回路を内蔵し操作に応じた指示を入力するキー
ボードを上面に備えたものであることを特徴とする請求項１から７のうちいずれか１項記
載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を表示する表示画面を有する表示パネルを備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータ（以下では、パソコンあるいはＰＣと略記する）が、オ
フィスのみでなく家庭内にも広く普及してきている。このパソコンの一形態として、上面
にキーボードを備えた本体ユニットである第１筐体と、その第１筐体にヒンジ部材で開閉
自在に連結されるとともに表示パネルを備えた表示ユニットである第２筐体とを有し、使
用時には第１筐体に対し第２筐体を立てた位置に開き、不使用時には表示画面がキーボー
ド上に重なるよう折り畳んでおく、いわゆるノート型パーソナルコンピュータ（以下、ノ
ートＰＣと略記する）が広く知られている。
【０００３】
　ここで、第１筐体に対し第２筐体を開閉するにあたり、第２筐体の、ヒンジ部材および
表示パネルが取り付けられた下部には、大きな負荷がかかるため、第２筐体の下部には十
分な強度を持たせる必要がある。そこで、例えば、特許文献１に、第２筐体のハウジング
に取り付けられたヒンジ部材に、表示パネルが取り付けられたブラケットを重ねて取り付
ける技術が提案されている。また、例えば、特許文献２には、表示パネルの各側面と第２
筐体のハウジング（カバー）とを、屈曲部を有するヒンジ金具により支持する技術が提案
されている。
【特許文献１】特開平１０－１２４１７１号公報
【特許文献２】特開２００３－２１６２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述した特許文献１に提案された技術は、ブラケットとヒンンジ部材とを重ね
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た状態で取り付けるものであるため、第２筐体の厚み方向の寸法は大きく、従って電子機
器の薄型化の要請に対応することは困難であるという問題がある。
【０００５】
　また、上述した特許文献２に提案された、表示パネルの各側面とカバーとを屈曲部を有
するヒンジ金具により支持する技術では、表示パネルにかかる振動や衝撃を低減すること
はできるものの、この特許文献２には、第２筐体の下部に十分な強度を持たせることに関
しては言及されていない。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、薄型化を実現しつつ、第２筐体の下部における強度が高め
られた電子機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の電子機器は、電子機器において、
　第１筐体と、
　情報を表示する表示画面を有する表示パネルを備え、その表示画面前面を露出した第２
筐体と、
　上記第２筐体を上記第１筐体に開閉自在に連結するヒンジ部材と、
　上記表示パネルの側面に沿って延びてその側面に締結されるパネル締結部を有し、その
表示パネルの、その第２筐体への締結に介在するパネル取付部材とを備え、
　上記ヒンジ部材が、上記第２筐体に締結されるヒンジ締結部を有し、
　上記パネル取付部材が、上記パネル締結部から上記第１筐体側に延在し上記ヒンジ締結
部の上記第１筐体側に回り込んでそのヒンジ締結部に隣接して配置され上記第２筐体に締
結されるパネル締結部を有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の電子機器は、表示パネルが取り付けられるパネル取付部材が、表示パネルの側
面に沿って第１筐体側にまで延在し、第２筐体に締結されるヒンジ締結部の第１筐体側に
まで回り込んでそのヒンジ締結部に隣接して配置され第２筐体に締結されるパネル締結部
を有する。このため、第２筐体の側面に沿ってその第２筐体の下部にまでパネル締結部が
行き渡っており、第１筐体に対して第２筐体を開閉するにあたり、第２筐体の下部にかか
る大きな負荷は、そのパネル締結部で受けとめられることとなり、従って特許文献１に提
案された、ブラケットとヒンンジ部材とを重ねた状態で取り付ける技術と比較し、薄型化
を実現しつつ、第２筐体の下部における強度が高められ、第２筐体の下部が破損するとい
うことが防止される。
【０００９】
　ここで、上記ヒンジ部材が、回転軸を構成する軸部を有し、上記ヒンジ締結部は、その
軸部の回転軸方向端縁に取り付けられその軸部よりも上記第１筐体から離れる側に偏倚し
た位置で上記第２筐体に締結されるものであることが好ましい。
【００１０】
　このようにすると、表示パネルの締結に介在するパネル締結部を、ヒンジ締結部との干
渉を避け第１筐体側に近接した位置で第２筐体に締結することができる。
【００１１】
　また、上記パネル締結部は、上記ヒンジ締結部の上記第１筐体側に回り込み、上記軸部
を回転軸方向に延長した位置で上記第２筐体に締結されるものであるも好ましい態様であ
る。
【００１２】
　このようにすると、ヒンジ部材の軸部の延長部分の強度がさらに高められ、第２筐体を
スムーズに開閉することができる。
【００１３】
　さらに、上記ヒンジ締結部および上記パネル締結部は、上記第２筐体に互いに独立に締
結されるものであることも好ましい。
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【００１４】
　このようにすると、表示パネルの交換にあたり、パネル締結部のみ取り外せば済み、従
って表示パネルを簡単に交換することができる。
【００１５】
　また、上記パネル締結部は、上記ヒンジ締結部側に延びそのヒンジ締結部に上記表示画
面前面側から重なってそのヒンジ締結部に接触する舌片を有することも好ましい。
【００１６】
　さらに、上記ヒンジ部材の、少なくとも上記ヒンジ締結部を含む部分と、上記パネル取
付部材の、少なくとも上記パネル締結部を含む部分がいずれも金属などの導電性材料から
なり、上記舌片の接触により電気的に導通していることも好ましい。
【００１７】
　このようにすると、第１筐体と第２筐体とのグランドの導通を上記舌片の接触により確
保することができる。このため、電磁波ノイズや静電気ノイズの対策にあたり、別途、ガ
スケットや金属性のバネ等の導電部材を用いて第１筐体と第２筐体のグランドの接続を確
保する必要はなく、従ってコストの低減化を図ることができる。尚、電磁波ノイズや静電
気ノイズの対策にあたり、第１筐体と第２筐体とのグランドの導通を確保する必要がない
場合も考えられる。このような場合、上記舌片は簡単に除去することができるため、第１
筐体と第２筐体とのグランドの導通を簡単に遮断することができる。
【００１８】
　さらに、上記第２筐体が、上記表示パネルよりも大面積であってその表示パネルを収容
する背面板と、その表示パネルの周囲を上記表示画面前面側から覆う前枠とを有し、
　上記ヒンジ締結部が、ネジ部材で、上記背面板とそのパネル締結部とを上記前枠は別に
してネジ止めするための第１の孔と、そのパネル締結部を上記背面板と上記前枠とで挟ん
だ状態でその前枠を含めてネジ止めするための第２の孔を有することも好ましい。
【００１９】
　このようにすると、第１の孔を使用して背面板とヒンジ締結部をネジで仮止めしておき
、第２の孔を使用してそのヒンジ締結部を上記背面板と前枠とで挟んだ状態でその前枠を
含めて完全にネジ止めすることができる。従って、電子機器を簡単に組み立てることがで
きる。
【００２０】
　また、上記第１筐体が、演算処理を行なう演算回路を内蔵し操作に応じた指示を入力す
るキーボードを上面に備えたものであることも好ましい。
【００２１】
　このようにすると、本発明を、薄型化，小型化の要請が強い、キーボードを上面に備え
た演算ユニットを有する入力機器等の電子機器に好適に適用することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、薄型化を実現しつつ、第２筐体の下部における強度が高められた電子
機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。以下では、本発明の電子機器の一例である
ノートＰＣを取り上げて説明する。
［全体構成］
　図１は、ノートＰＣの外観を示す、開状態の斜視図、図２は、そのノートＰＣの閉状態
の斜視図、図３は、このノートＰＣの閉状態の底面側を見た斜視図である。
【００２４】
　このノートＰＣ１は、本体ユニット１０と表示ユニット２０とで構成されており、表示
ユニット２０は、ヒンジ部材３０により、本体ユニット１０上に重畳した閉状態（図２参
照）と本体ユニット１０から開いた開状態（図１参照）との間で開閉自在に連結されてい
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る。
【００２５】
　本体ユニット１０には、その上面に、操作に応じた指示を入力するキーボード１１や、
操作に応じて、後述する表示画面２１ａ上の任意のポイントを指示するポインティングデ
バイスの一種であるトラックパッド１２や、ロック用のフック２２１が入り込む係合穴１
３が配置されている。
【００２６】
　また、この本体ユニット１０の左側面には、図１に示すように、ＣＤやＤＶＤ等の記憶
媒体が装填され装着された記憶媒体をドライブするＣＤ／ＤＶＤドライブユニット１４が
備えられている。
【００２７】
　さらに、この本体ユニット１０には、ＣＰＵやその他多数の電子部品が内蔵されており
、プログラムの実行により様々な演算処理が行なわれる。
【００２８】
　また、この本体ユニット１０には、ＣＰＵ等からの発熱を吸収する、後述する放熱ユニ
ットが備えられている。
【００２９】
　一方、表示ユニット２０には、その前面に、表示パネル２１を構成する表示画面２１ａ
が配置されており、その表示画面２１ａの周囲が前枠２６で覆われている。また、この表
示ユニット２０の前面の、表示画面２１ａの上縁よりも上の位置には前枠２６からロック
用のフック２２１が突出している。このフック２２１は、この表示ユニット２０を本体ユ
ニット１０上に閉じたときに本体ユニット１０の上面の係合穴１３に入り込み、表示ユニ
ット２０が本体ユニット１０から不用意に開かないようにその係合穴１３内で係止される
。
【００３０】
　さらに、表示ユニット２０の上端面には、ロック解除用の操作子２２２が配置されてお
り、この操作子２２２を押すとフック２２１がロック解除方向に移動し、図２に示す閉状
態にあるときにこの操作子２２２を押すことによりフック２２１を係合穴１３から外し、
表示ユニット２０を開くことができる。
【００３１】
　また、本体ユニット１０の底面には、図３に示すように、後での説明に必要な構成要素
としては、本体ユニット１０に内蔵されている電子部品等に電力を供給する電池１５と、
ハードディスクドライブユニット（以下、ＨＤＤと称する）が収納されたＨＤＤ収納部を
覆うＨＤＤ収納部用カバー１６と、メモリが搭載されたメモリ基板が収納されたメモリ基
板収納部を覆うメモリ基板収納部用カバー１７とが配置されている。
【００３２】
　以上はノートＰＣ全体の概要説明であり、以下ではこのノートＰＣの各部の詳細につい
て説明する。
［ＨＤＤ収納部用カバーの構造］
　図４は、ノートＰＣの本体ユニットの底面の一部を、電池を外して示した図、図５は、
本体ユニットの底面の一部を、電池およびＨＤＤ収納部用カバーを外して示した図である
。
【００３３】
　図４に示すように、ノートＰＣ１の本体ユニット１０底面から電池１５を外すと、そこ
に本体ユニット１０の筐体に設けられた、電池１５を着脱可能に収納する電池収納部１０
ａがあらわれる。また、図５に示すように、電池１５を外した状態で、ノートＰＣ１の本
体ユニット１０底面から、後述するようにして、ＨＤＤ収納部用カバー１６を外すと、そ
こに本体ユニット１０の筐体に設けられた、ＨＤＤ収納部１０ｂに収納されたＨＤＤ４０
があらわれる。また、この図５に示すように、ＨＤＤ収納部用カバー１６は、爪部１６ａ
および係合部１６ｂを有する。
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【００３４】
　図６は、ＨＤＤ収納部用カバーが有する爪部を拡大して示す図、図７は、ＨＤＤ収納部
用カバーが有する係合部を拡大して示す図である。
【００３５】
　図６に示すＨＤＤ収納部用カバー１６が有する爪部１６ａは、ＨＤＤ収納部１０ｂが有
する係合部に係合する。また、図７に示すＨＤＤ収納部用カバー１６が有する係合部１６
ｂは、ＨＤＤ収納部１０ｂが有する爪部と係合する。詳細には、ＨＤＤ収納部用カバー１
６は、ＨＤＤ収納部１０ｂに収納されたＨＤＤ４０を覆い、取外し不能なロック位置と取
外し可能なアンロック位置との間で移動自在であって、電池収納部１０ａに電池１５が収
納された状態でロック位置からアンロック位置への移動が抑止され、電池収納部１０ａか
ら電池１５が取り外された状態でロック位置からアンロック位置への移動が許容される。
具体的には、電池収納部１０ａに電池１５が収納された状態では、ＨＤＤ収納部用カバー
１６の爪部１６ａがＨＤＤ収納部１０ｂの係合部に係合するとともに、ＨＤＤ収納部用カ
バー１６の係合部１６ｂがＨＤＤ収納部１０ｂの爪部と係合している。従って、ＨＤＤ収
納部用カバー１６は、取外し不能なロック位置にある。ここで、電池収納部１０ａから電
池１５を取り外して、ＨＤＤ収納部用カバー１６を図５の右側に移動させる。すると、Ｈ
ＤＤ収納部用カバー１６の爪部１６ａとＨＤＤ収納部１０ｂの係合部との係合が外れると
ともに、ＨＤＤ収納部用カバー１６の係合部１６ｂとＨＤＤ収納部１０ｂの爪部との係合
も外れる。従って、ＨＤＤ収納部用カバー１６の、ロック位置からアンロック位置への移
動が許容される。
【００３６】
　ここで、従来の、電池を取り外すことなくＨＤＤ収納部用カバーを取り外してＨＤＤを
交換することができるノートＰＣでは、メンテナンス時等において、誤ってノートＰＣの
電源をオン状態にしたまま気づかずに、あるいは故障等で電源が投入されたまま、ＨＤＤ
を交換することが考えられる。このような場合に、ＨＤＤを着脱すると、そのＨＤＤが電
池から供給される電力で劣化したり損傷したりする恐れがある。本実施形態では、ＨＤＤ
４０の交換を行なう場合、先ず電池１５を取り外し、次いでＨＤＤ収納部用カバー１６を
取り外してＨＤＤ４０を交換するという作業手順が必須となる。このようにすることによ
り、電池１５が取り外される前にＨＤＤ４０の交換を行なってしまい、その結果、電池１
５から供給される電力でＨＤＤ４０が劣化したり損傷したりすることを防止することがで
きる。
【００３７】
　また、図５に示すように、電池収納部１０ａの電池着脱面と、ＨＤＤ収納部用カバー１
６の取付面はノートＰＣ１の同一面（底面）に形成されている。このため、メンテナンス
時等においてＨＤＤ４０の交換を行なう場合、作業性を高めることができる。また、ノー
トＰＣ１の同一面における、ＨＤＤ収納部用カバー１６の、取外し不能なロック位置から
取外し可能なアンロック位置への移動が許容される部分（スライドしろ）は、電池１５で
覆われるため、外観性が高められている。さらに、電池１５の露出面とＨＤＤ収納部用カ
バー１６は、ノートＰＣ１の外形を画定する本体ユニット１０の一部を成すものであるた
め、本体ユニット１０の材料が少なくて済み、従ってノートＰＣ１のコストの削減が図ら
れている。
【００３８】
　上述したように、このノートＰＣ１は、電池１５が取り外された状態でなければＨＤＤ
収納部用カバー１６を取り外すことはできず、またＨＤＤ収納部用カバー１６の移動が許
容されるスライドしろは電池１５で覆われるものの、メモリ基板収納部用カバー１７（図
３参照）は、ＨＤＤ収納部用カバー１６が取り外された状態でなくても、この図３の左上
にスライドさせて取り外すことができ、またメモリ基板収納部用カバー１７の移動が許容
されるスライドしろは、このノートＰＣ１の底面にあらわれている。
【００３９】
　そこで、ＨＤＤ収納部用カバー１６が取り外された状態でなければメモリ基板収納部用
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カバー１７を取り外すことはできず、またメモリ基板収納部用カバー１７の移動が許容さ
れるスライドしろは電池１５で覆われる変形例について、図８，図９を参照して説明する
。
【００４０】
　図８は、図３に示すノートＰＣとは異なるノートＰＣの、閉状態の底面側を見た斜視図
、図９は、図８に示すノートＰＣの本体ユニット底面を、電池とＨＤＤ収納部用カバーと
メモリ基板収納部用カバーとを外して示した図である。
【００４１】
　尚、図３に示すノートＰＣ１の構成要素と同じ構成要素には同一の符号を付し、異なる
点について説明する。
【００４２】
　図８に示すノートＰＣ２には、メモリ基板収納部用カバー１８が備えられている。この
メモリ基板収納部用カバー１８は、図９に示すメモリ１９ａが実装されたメモリ基板１９
を着脱可能に収納するメモリ基板基板収納部１０ｃに収納されたメモリ基板１９を覆うも
のである。また、このメモリ基板収納部用カバー１８は、ＨＤＤ収納用カバー１６が取り
付けられた状態でロック位置からアンロック位置への移動が抑止され、ＨＤＤ収納部用カ
バー１６が取り外された状態でロック位置からアンロック位置への移動が許容される。こ
のため、メンテナンス時等においてメモリ基板１９の交換を行なう場合、先ず電池１５を
取り外し、次いでＨＤＤ収納部用カバー１６を取り外し、さらにメモリ基板収納部用カバ
ー１８を取り外してメモリ基板１９を交換するという作業手順が必須となる。従って、電
池１５から供給される電力でメモリ基板１９に実装されているメモリ１９ａ等の電子部品
が劣化したり損傷したりすることを防止することができる。また、この図８に示すように
、ノートＰＣ１の底面における、メモリ基板収納部用カバー１８の、取外し不能なロック
位置から取外し可能なアンロック位置への移動が許容される部分Ａ（スライドしろ）は、
このメモリ基板収納部用カバー１８で覆われるため、外観性が高められている。
【００４３】
　以上で、図８，図９を参照した変形例についての説明を終了し、以下では、図８，図９
を除くノートＰＣ１に戻って説明を続ける。
［ＨＤＤ取付用部品］
　図１０は、ＨＤＤ取付用部品が取り付けられたＨＤＤを表面からみた斜視図、図１１は
、ＨＤＤ取付用部品が取り付けられたＨＤＤを裏面からみた斜視図である。
【００４４】
　図１０，図１１に示すように、ＨＤＤ４０にはＨＤＤ取付用部品４１が取り付けられて
いる。このＨＤＤ４０は、図１０に示すように、両側面４０ａ，４０ａ’と、前端４０ｂ
と、後端４０ｃとを有する。このＨＤＤ取付用部品４１は板金で一体成形されている。従
って、ＨＤＤ取付用部品４１の製造コストの削減化が図られるとともに薄型化および軽量
化が実現されている。また、ＨＤＤ取付用部品４１にバネ性を持たせるということも実現
されている。
【００４５】
　このＨＤＤ取付用部品４１は、ＨＤＤ４０の両側面４０ａ，４０ａ’に沿って延びＨＤ
Ｄ４０に固定される、ＨＤＤ４０の高さ以下の幅を有する一対の部品固定部４１ａ，４１
ａ’を有する。
【００４６】
　また、このＨＤＤ取付用部品４１は、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’に連続してＨ
ＤＤ４０の前端４０ｂから離間した位置まで延びその前端４０ｂから離間した位置でノー
トＰＣ１の本体ユニット１０に固定される第１のＨＤＤ固定部４１ｂ，４１ｂ’を有する
。
【００４７】
　さらに、このＨＤＤ取付用部品４１は、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’に連続して
ＨＤＤ４０の後端４０ｃから離間した位置まで延びその後端４０ｃから離間した位置で本
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体ユニット１０に固定される第２のＨＤＤ固定部４１ｃを有する。
【００４８】
　このＨＤＤ取付用部品４１は、ＨＤＤ４０の両側面４０ａ，４０ａ’に沿って延びその
ＨＤＤ４０の高さ以下の幅を有する一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’でＨＤＤ４０を固
定するものであるため、ＨＤＤ取付用部品４１によりノートＰＣ１の厚みを増やさずに済
む。従って、従来の、ＨＤＤの上面に天板を配備する技術と比較し、ノートＰＣ１の薄型
化に寄与している。
【００４９】
　また、このＨＤＤ取付用部品４１は、上述したように、一対の部品固定部４１ａ，４１
ａ’に連続してＨＤＤ４０の前端４０ｂ，後端４０ｃから離間した位置まで延びた第１，
第２のＨＤＤ固定部４１ｂ：４１ｂ’，４１ｃを有する。このため、図１１に示すように
、いわゆるバネ性を有するたわみ腕Ａが形成されることとなり、従ってこのＨＤＤ取付用
部品４１で固定されたＨＤＤ４０に外部から振動や衝撃が与えられた場合であっても、こ
のたわみ腕Ａによりこれらの振動や衝撃を吸収することができる。また、これとは逆に、
ＨＤＤ取付用部品４１で固定されたＨＤＤ４０が振動を発生しても、やはりこのたわみ腕
Ａによりこの振動を吸収することができる。
【００５０】
　さらに、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’は、ＨＤＤ４０の側面４０ａ，４０ａ’か
ら離間して側面４０ａ，４０ａ’に沿って延びる第１部位４１ａ＿１，４１ａ’＿１と、
第１部位４１ａ＿１，４１ａ’＿１から側面４０ａ，４０ａ’側に窪んで側面４０ａ，４
０ａ’に接しＨＤＤ４０に締結される第２部位４１ａ＿２，４１ａ’＿２とを有するもの
でもある。このため、ＨＤＤ４０の側面４０ａ，４０ａ’が凸凹であったり公差が大きい
場合であっても、これらの凸凹や公差を第１部位４１ａ＿１，４１ａ’＿１で吸収しつつ
第２部位４１ａ＿２，４１ａ’＿２でＨＤＤ４０を確実に固定している。
【００５１】
　ここで、上述したことを換言すれば、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’は、ＨＤＤ４
０の側面４０ａ，４０ａ’に沿ってＨＤＤ４０の前端４０ｂから後端４０ｃにまで延びる
側面沿線部位（第１部位４１ａ＿１，４１ａ’＿１と第２部位４１ａ＿２，４１ａ’＿２
とで形成されている部位）と、その側面沿線部位に連続してＨＤＤ４０の前端４０ｂ側に
折れ曲がりその前端４０ｂの一部を覆う前端側折曲部位（第１のＨＤＤ固定部４１ｂ，４
１ｂ’）と、その側面沿線部位に連続してＨＤＤ４０の後端４０ｃ側に折れ曲がりその後
端４０ｃの一部を覆う後端側折曲部位（第２のＨＤＤ固定部４１ｃ）とを有する。
【００５２】
　また、第２のＨＤＤ固定部４１ｃは、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’の双方に連続
した１つの部位からなるものである。さらに、第１のＨＤＤ固定部４１ｂ，４１ｂ’それ
ぞれは、一対の部品固定部４１ａ，４１ａ’それぞれに連続した部位からなるものである
。
［ヒンジ部材とパネル取付部材との接触構造］
　図１２は、ノートＰＣの表示ユニットの前枠を外して示した図である。
【００５３】
　図１２には、情報を表示する表示画面２１ａを有する表示パネル２１を備え、その表示
画面２１ａの前面を露出した表示ユニット２０が示されている。また、表示ユニット２０
を本体ユニット１０に開閉自在に連結するヒンジ部材３０が示されている。さらに、表示
パネル２１の、表示ユニット２０への締結に介在するパネル取付部材５０が示されている
。また、図１２には、後述する、表示パネル２１を点灯させるための回路基板６０も示さ
れている。
【００５４】
　図１３は、図１２に示すヒンジ部材およびパネル取付部材を拡大して示す斜視図である
。
【００５５】
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　図１３には、ヒンジ部材３０が有するヒンジ締結部３１が示されている。このヒンジ締
結部３１は、表示ユニット２０に締結されている。また、図１３には、パネル取付部材５
０が有するパネル締結部５１が示されている。このパネル締結部５１は、表示パネル２１
の側面に沿って延びてその側面に締結されている。
【００５６】
　詳細には、パネル取付部材５０は、パネル締結部５１から本体ユニット１０側に延在し
、ヒンジ締結部３１に隣接して配置され、そのヒンジ締結部３１とは独立に表示ユニット
２０に締結されるパネル締結部５１を有する。また、このパネル締結部５１は、一部に、
ヒンジ締結部３１側に延びてそのヒンジ締結部３１に表示画面２１ａの前面側から重なっ
てヒンジ締結部３１に接触する舌片５１ａを有する。
【００５７】
　このノートＰＣ１は、表示ユニット２０を本体ユニット１０に開閉自在に連結するヒン
ジ部材３０を、ヒンジ部材３０が有するヒンジ締結部３１で表示ユニット２０に締結し、
また表示パネル２１ａの側面に締結されるパネル締結部５１を有するパネル取付部材５０
を、ヒンジ締結部３１とは独立に表示ユニット２０に締結するものである。即ち、ヒンジ
部材３０が有するヒンジ締結部３１とパネル取付部材５０が有するパネル締結部５１とを
表示ユニット２０に別々に取り付ける構成である。また、パネル締結部５１は、上述した
舌片５１ａを有する。この舌片５１ａは、図１３に示すように、ヒンジ締結部３１に接触
するだけの小さな形状および小さな厚み寸法を有する。このため、表示ユニット２０の厚
み方向の寸法が小さく抑えられており、従ってノートＰＣ１の薄型化に寄与している。ま
た、表示パネル２１の交換にあたり、ヒンジ部材３０が有するヒンジ締結部３１を取り外
す必要はなく、パネル取付部材５０が有するパネル締結部５１のみ取り外せば済む。
【００５８】
　図１４は、表示ユニットから表示パネルを取り外す様子を示した図である。
【００５９】
　表示ユニット２０から表示パネル２１を取り外す場合は、図１４に示すように、ヒンジ
部材３０が有するヒンジ締結部３１を取り外す必要はなく、パネル取付部材５０が有する
パネル締結部５１のみ取り外せば済む。従って、表示パネル２１の交換にあたり、ヒンジ
部材３０の取付状態まで調整する必要を生じる恐れもなく、表示パネル２１を簡単に交換
することができる。
【００６０】
　また、ヒンジ部材３０が有するヒンジ締結部３１と、パネル取付部材５０が有するパネ
ル締結部５１はいずれも導電性材料である金属からなり、舌片５１ａの接触により電気的
に導通している。このため、本体ユニット１０と表示ユニット２０とのグランドの導通を
舌片５１ａの接触により確保することができる。従って、電磁波ノイズや静電気ノイズの
対策にあたり、別途、ガスケットや金属性のバネ等の導電部材を用いて本体ユニット１０
と表示ユニット２０とのグランドを確保する必要はなく、従ってコストの低減化が図られ
ている。尚、電磁波ノイズや静電気ノイズの対策にあたり、本体ユニット１０と表示ユニ
ット２０とのグランドの導通を確保する必要がない場合も考えられる。このような場合、
舌片５１ａは簡単に除去することができるため、本体ユニット１０と表示ユニット２０と
のグランドの導通を簡単に遮断することができる。
【００６１】
　また、表示ユニット２０は、表示パネル２１の周囲よりも大面積であってその表示パネ
ル２１を収容する背面板２３（図１４参照）と、表示パネル２１の周囲を表示画面２１ａ
の前面側から覆う前枠２６（図１参照）とを有する。さらに、図１３に示すように、ヒン
ジ締結部３１は、ネジ部材３２で、背面板２３とヒンジ締結部３１とを前枠２６は別にし
てネジ止めするための第１の孔３３ａと、ヒンジ締結部３１を背面板２３と前枠２６とで
挟んだ状態で前枠２６を含めてネジ止めするための第２の孔３３ｂを有する。このため、
ノートＰＣ１の組立てにあたり、第１の孔３３ａを使用して背面板２３とヒンジ締結部３
１をネジで仮止めしておき、第２の孔３３ｂを使用してヒンジ締結部３１を背面板２３と
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前枠２６とで挟んだ状態で、前枠２６を含めて完全にネジ止めすることができる。従って
、ノートＰＣ１を簡単に組み立てることができる。
【００６２】
　さらに、図１３に示すように、パネル締結部５１は、ヒンジ締結部３１よりも本体ユニ
ット１０側に回り込んで、ヒンジ締結部３１の、本体ユニット１０側に隣接した位置に配
置されている。このため、十分に大きな表示パネル２１が表示ユニット２０に備えられて
いる。
［ヒンジ部材とパネル取付部材とのクロス構造］
　図１２，図１３，図１４を参照して説明したように、表示パネル２１が取り付けられた
パネル取付部材５０は、表示パネル２１の側面に沿って本体ユニット１０側にまで延在し
、表示ユニット２０に締結されるヒンジ締結部３１の本体ユニット１０側にまで回り込ん
でヒンジ締結部３１に隣接して配置され表示ユニット２０に締結されるパネル締結部５１
を有する。このため、表示ユニット２０の側面に沿ってその表示ユニット２０の下部にま
でパネル締結部５１が行き渡っており、本体ユニット１０に対して表示ユニット２０を開
閉するにあたり、表示ユニット２０の下部にかかる大きな負荷は、パネル締結部５１で受
けとめられることとなる。従って、ノートＰＣ１の薄型化を実現しつつ、表示ユニット２
０の下部における強度が高められ、表示ユニット２０の下部が破損するということが防止
されている。
【００６３】
　また、図１３に示すように、ヒンジ部材３０は、回転軸を構成する軸部３３を有する。
また、ヒンジ締結部３１は、その軸部３３の回転軸方向端縁に取り付けられその軸部３３
よりも本体ユニット１０から離れる側に偏倚した位置で表示ユニット２０に締結されてい
る。このため、表示パネル２１の締結に介在するパネル締結部５１を、ヒンジ締結部３１
との干渉を避け本体ユニット１０側に近接した位置で表示ユニット２０に締結されている
。
【００６４】
　また、図１３に示すパネル締結部５１は、ヒンジ締結部３１の本体ユニット１０側に回
り込み、軸部３３を回転軸方向に延長した位置で表示ユニット２０に締結されている。こ
のため、ヒンジ部材３０の軸部３３の延長部分の強度がさらに高められ、表示ユニット２
０をスムーズに開閉することができる。
【００６５】
　さらに、ヒンジ締結部３１およびパネル締結部５１は、表示ユニット２０に互いに独立
に締結されている。このため、前述したように、表示パネル２１の交換にあたり、パネル
締結部３１のみ取り外せば済み、従って表示パネル２１を簡単に交換することができる。
【００６６】
　また、パネル締結部５１は、ヒンジ締結部３１側に延びそのヒンジ締結部３１に表示画
面２１ａの前面側から重なってヒンジ締結部３１に接触する舌片５１ａを有する。ここで
、ヒンジ締結部３１とパネル締結部５１はいずれも金属からなり、舌片５１ａの接触によ
り電気的に導通している。このため、本体ユニット１０と表示ユニット２０とのグランド
の導通を舌片５１ａの接触により確保することができ、従って、電磁波ノイズや静電気ノ
イズの対策にあたり、別途、ガスケットや金属性のバネ等の導電部材を用いて本体ユニッ
ト１０と表示ユニット２０のグランドの接続を確保する必要はなく、コストの低減化が図
られている。尚、電磁波ノイズや静電気ノイズの対策にあたり、本体ユニット１０と表示
ユニット２０とのグランドの導通を確保する必要がない場合、舌片５１ａは簡単に除去す
ることができるため、本体ユニット１０と表示ユニット２０とのグランドの導通を簡単に
遮断することができる。
【００６７】
　さらに、表示ユニット２０は、表示パネル２１よりも大面積であってその表示パネル２
１を収容する背面板２３と、その表示パネル２１の周囲を表示画面２１ａの前面側から覆
う前枠２６とを有する。また、ヒンジ締結部３１は、ネジ部材３２で、背面板２３とパネ
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ル締結部３１とを前枠２６は別にしてネジ止めするための第１の孔３３ａと、パネル締結
部３１を背面板２３と前枠２６とで挟んだ状態で前枠２６を含めてネジ止めするための第
２の孔３３ｂを有する。このため、ノートＰＣ１の組立てにあたり、第１の孔３３ａを使
用して背面板２３とヒンジ締結部５１をネジ３２で仮止めしておき、第２の孔３３ｂを使
用してヒンジ締結部３１を背面板２３と前枠２６とで挟んだ状態で前枠２６を含めて完全
にネジ止めすることができる。従って、ノートＰＣ１を簡単に組み立てることができる。
［表示パネル点灯用回路基板の固定構造］
　図１に示すノートＰＣの組立にあたり、ノートＰＣの機種や機能に見合った表示パネル
を選択し、選択された表示パネルを表示ユニット２０に備えるということが行なわれる。
具体的には、バックライト用の光を発する光源を一灯備えた第１の表示パネルと、バック
ライト用の光を発する光源を二灯備えた第２の表示パネルとの中から選択された一方の表
示パネルを表示ユニット２０に備えるということが行なわれる。このため、第１の表示パ
ネルが選択されるときに選択される相対的に小面積の第１の回路基板と、第２の表示パネ
ルが選択されるときに選択される相対的に大面積の第２の回路基板とが用意される。
【００６８】
　図１５は、相対的に小面積の第１の回路基板を表示ユニットから取り外して示す図であ
る。
【００６９】
　ここでは、表示パネル２１は、バックライト用の光を発する光源を一灯備えた第１の表
示パネルに相当し、図１５には、この表示パネル２１を点灯させるための相対的に小面積
の第１の回路基板６０が示されている。第１の回路基板６０には、一灯の光源の点灯を制
御する複数の電子部品からなる点灯制御回路６１が搭載されている。
【００７０】
　図１６は、バックライト用の光を発する光源を二灯備えた表示パネルを点灯させるため
の第２の回路基板を示す図である。
【００７１】
　図１６に示す第２の回路基板７０には、二灯の光源の点灯を制御する複数の電子部品か
らなる点灯制御回路７１が搭載されている。即ち、第２の回路基板７０には二灯分の電子
部品が搭載されているため、第２の回路基板７０は幅も長さも、第１の回路基板６０より
も大きな寸法を有する。なお、第１の回路基板６０、第２の回路基板７０ともに、基板の
表面側に搭載されている部品の高さが基板の裏面側に搭載されている部品の高さよりも高
いものとする。または、この基板において、その裏面側には、配線が形成されているだけ
で、部品が搭載されていないものであってもよい。
【００７２】
　再び図１５に戻って説明を続ける。図１５に示す表示ユニット２０には、第１の回路基
板６０を支持する第１の支持構造８１と、第２の回路基板７０を支持する第２の支持構造
８２とを有する基板支持部８０が備えられている。
【００７３】
　第１の支持構造８１は、第１の回路基板６０を、その第１の回路基板６０の表面を上に
向けた状態で支持する支持爪８１ａを有する。また、第１の支持構造８１は、第１の回路
基板６０の裏面を受け止める受止部８１ｂを有する。
【００７４】
　一方、第２の支持構造８２は、第２の回路基板７０を、その第２の回路基板７０の表面
を下に向けた状態で載せる台８２ａを有する。
【００７５】
　図１７は、第１の支持構造の一部と第１の支持構造に支持された第１の回路基板の一部
とを拡大して示す図である。
【００７６】
　図１７に示す第１の回路基板６０は、その第１の回路基板６０の表面を上に向けた状態
で、第１の支持構造８１が有する支持爪８１ａで支持されている。一方、第２の回路基板
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７０は、その第２の回路基板７０の表面を下に向けた状態で、第２の支持構造８２が有す
る台８２ａに載置される。
【００７７】
　このように基板支持部８０は、相対的に小面積の第１の回路基板６０を支持する第１の
支持構造８１と、相対的に大面積の第２の回路基板７０を支持する第２の支持構造８２と
を有するものである。このため、第１の回路基板６０と第２の回路基板７０のうちのいず
れの回路基板が選択された場合であっても、その選択された回路基板を、１つの基板支持
部８０で支持することができる。従って、表示パネルを内蔵する表示ユニット２０に、第
１の回路基板６０を支持するための基板支持部と第２の回路基板７０を支持するための基
板支持部との双方を別々に備えた場合と比較し、表示ユニット２０のスペースが小さく抑
えられている。
【００７８】
　また、第１の回路基板６０が選択された場合は、第１の回路基板６０の表面を上に向け
て第１の支持構造８１の爪８１ａで支持し、第２の回路基板７０が選択された場合は、第
２の回路基板７０の表面を下に向けて第２の支持構造８２の台８２ａに載せて支持する。
このようにすることにより、基板支持部８０の上下のスペースを有効に利用して、第１，
第２の回路基板６０，７０のうちの選択されたいずれの回路基板であっても支持すること
ができる。
【００７９】
　また、表示ユニット２０は、表示パネルよりも大面積であって、その表示パネルを収容
する背面板２３と、その表示パネルの周囲をその表示画面前面側から覆う前枠２６とを有
し、基板支持部８０は、背面板２３の、表示パネルとの重なりを避けた位置に設けられて
いる。このため、表示パネルと重なる位置に設けた場合と比べ、薄型化に寄与し、また基
板支持部８０で支持された回路基板と表示パネルとの間は比較的短い配線で接続されてい
る。
［ＣＤ／ＤＶＤドライブユニットの枠体とボタンの構造］
　図１８は、ノートＰＣの開状態の左側面を見た斜視図、図１９は、ノートＰＣの本体ユ
ニットに備えられたＣＤ／ＤＶＤドライブユニットを取り外して示す斜視図である。
【００８０】
　図１８に示す本体ユニット１０の左側面には、ＣＤやＤＶＤ等の記憶媒体が装填され装
着された記憶媒体をドライブするＣＤ／ＤＶＤドライブユニット１４が備えられている。
【００８１】
　このＣＤ／ＤＶＤドライブユニット１４には、図１９に示す、記憶媒体が着脱自在に装
填され装填された記憶媒体をドライブするトレイ１４１と、トレイ１４１をスライド自在
に収納する収納体１４２が備えられている。また、このＣＤ／ＤＶＤドライブユニット１
４には、トレイ１４１の、収納体１４２からスライドにより突出する側の前端面を覆い、
ノートＰＣ１に装着されたときのそのノートＰＣ１の本体ユニット１０の一部を成す枠体
１４３が備えられている。この枠体１４３は、後述する撓み部１４３ａを有する。また、
この枠体１４３は、メンテナンス時には、工具を使って収納体１４２からスライドにより
トレイ１４１を突出させるための開口１４３ｂを有する。さらに、図２０，図２１を参照
して説明を続ける。
【００８２】
　図２０は、トレイから枠体を取り外しその枠体の裏面を示した図、図２１は、枠体が取
り外されたトレイの前端面を示す図である。
【００８３】
　図２１に示すトレイ１４１の前面には、トレイ１４１が、このトレイ１４１の前端面に
、押下を受けてこのトレイ１４１を収納体１４２からスライドにより突出させるためのボ
タン１４１ａが備えられている。また、枠体１４３の撓み部１４３ａは、図２０に示すよ
うに、枠体１４３の、トレイ１４１側を向いた裏面に、トレイ１４１に向いて突出し先端
がボタン１４１ａに近接した位置にある突起１４３ｃを有し、外側を向いた表面側からの
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押下を受けてトレイ１４１側に撓んで突起１４３ａの先端でボタン１４１ａを押す。これ
により、収納体１４２からスライドによりトレイ１４１が突出する。ここで、トレイ１４
１側に撓む撓み部１４３ａ、およびボタン１４１ａを押下する突起１４３ｃは枠体１４３
に設けられており、枠体１４３は一体成形されている。従って、コストの低減化が図られ
ている。また、トレイ１４１に備えられたボタン１４１ａは、枠体１４３の裏面に設けら
れた突出してなる突起１４３ｃの先端で押下される。このため、トレイ１４１は枠体１４
３から十分に奥まった位置に配置されている。従って、枠体１４３がトレイ１４１側に撓
んでも、その隙間からトレイ１４１が見え難くなっており、外観性が損なわれるというこ
とが防止されている。
【００８４】
　さらに詳細には、図２０に示すように、枠体１４３は、突起１４３ｃを取り巻いて一周
に渡って周回して撓み部１４３ａを画定する輪郭線に沿って、その輪郭線の一部領域を除
いた領域に延在する、枠体１４３の表裏面に貫通するスリット１４３ｄを有する。また、
撓み部１４３ａは、押下を受けて、上記一部領域で弾性的に折れ曲がるように撓むように
なっている。このため、枠体１４３の撓み部１４３ａは簡単に形成されている。
【００８５】
　また、枠体１４３は、トレイ１４１側の裏面に立設し、このトレイ１４１の前端面に当
接するリブ１４３ｅを有する。このため、枠体１４３の強度を高めたまま、枠体１４３の
軽量化および材料費の削減化が図られている。
【００８６】
　さらに、枠体１４３は、撓み部１４３ａを含む全体が一体成形された樹脂モールド品か
らなるものである。このため、ＣＤ／ＤＶＤドライブユニット１４の製造コストの削減化
が図られている。
［放熱ユニットの構造］
　図２２は、本体ユニットに備えられた放熱ユニットの斜視図、図２３は、図２２に示す
放熱ユニットを裏面からみた図、図２４は、図２３に示す放熱ユニットの分解斜視図であ
る。
【００８７】
　図２２に示す放熱ユニット９０は、本体ユニット１０の、ＣＰＵ等の発熱部品が搭載さ
れた回路基板１００上に配備されている。この放熱ユニット９０には、送風用のファン９
１と、通過する空気に熱を渡す複数の放熱フィン９２ａが配列されてなる金属製の放熱部
材９２が備えられている。
【００８８】
　また、この放熱ユニット９０は、図２３，図２４に示すように、ファン９１が固定され
るファン固定部９３と、そのファン固定部９３と空気吹出口１０１（図２２参照）との間
であって回路基板１００上において下方に開口し放熱部材９２を回路基板１００側に付勢
する放熱部材付勢部９４とを有し本体ユニット１０とともに空気流路を形成する金属製の
支持部材９５を備えている。
【００８９】
　ここで、放熱部材９２は、下面に、回路基板１００上の第１の発熱部品上面に接してそ
の第１の発熱部品から吸熱する吸熱部９２ａを有する。
【００９０】
　また、支持部材９５は、回路基板１００上の、第１の発熱部品とは上面の高さが異なる
第２の発熱部品上面に延びてその第２の発熱部品上面に接しその第２の発熱部品から吸熱
する吸熱アーム９５ａを有する。
【００９１】
　この放熱ユニット９０では、第１の発熱部品からの発熱は放熱部材９２の吸熱部９２ａ
で吸熱されるとともに、第１の発熱部品とは上面の高さが異なる第２の発熱部品からの発
熱は支持部材９５の吸熱アーム９５ａで吸熱される。従って、簡単な構成で、上面の高さ
が異なる第１，第２の発熱部品からの発熱を吸熱することができる。
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【００９２】
　また、放熱部材付勢部９４は、第１の発熱部品上面に押し当て得るだけの変形ストロー
クを有する板バネ９４ａを備えている。このため、放熱部材９２は第１の発熱部材上面に
確実に押し当てられている。
【００９３】
　ここで、図１に示すノートＰＣの組立にあたり、第１の発熱部品として、高さが異なる
複数種類の発熱部品（例えばＣＰＵ）の中からノートＰＣの機種や機能に見合った第１の
発熱部品を選択し、選択された第１の発熱部品を回路基板１００に実装するということが
行なわれる場合がある。このような場合であっても、板バネ９４ａで、その選択された第
１の発熱部品上面に放熱部材９２を確実に押し当てることができる。
【００９４】
　また、上述したように、放熱部材９２および支持部材９５は、いずれも金属製の部材で
あるため、上面の高さが異なる第１，第２の発熱部品からの発熱を十分に吸熱することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】ノートＰＣの外観を示す、開状態の斜視図である。
【図２】図１に示すノートＰＣの閉状態の斜視図である。
【図３】図１に示すノートＰＣの閉状態の底面側を見た斜視図である。
【図４】ノートＰＣの本体ユニットの底面の一部を、電池を外して示した図である。
【図５】本体ユニットの底面の一部を、電池およびＨＤＤ収納部用カバーを外して示した
図である。
【図６】ＨＤＤ収納部用カバーが有する爪部を拡大して示す図である。
【図７】ＨＤＤ収納部用カバーが有する係合部を拡大して示す図である。
【図８】図３に示すノートＰＣとは異なるノートＰＣの、閉状態の底面側を見た斜視図で
ある。
【図９】図８に示すノートＰＣの本体ユニット底面を、電池とＨＤＤ収納部用カバーとメ
モリ基板収納部用カバーとを外して示した図である。
【図１０】ＨＤＤ取付用部品が取り付けられたＨＤＤを表面からみた斜視図である。
【図１１】ＨＤＤ取付用部品が取り付けられたＨＤＤを裏面からみた斜視図である。
【図１２】ノートＰＣの表示ユニットの前枠を外して示した図である。
【図１３】図１２に示すヒンジ部材およびパネル取付部材を拡大して示す斜視図である。
【図１４】表示ユニットから表示パネルを取り外す様子を示した図である。
【図１５】相対的に小面積の第１の回路基板を表示ユニットから取り外して示す図である
。
【図１６】バックライト用の光を発する光源を二灯備えた表示パネルを点灯させるための
第２の回路基板を示す図である。
【図１７】第１の支持構造の一部と第１の支持構造に支持された第１の回路基板の一部と
を拡大して示す図である。
【図１８】ノートＰＣの開状態の左側面を見た斜視図である。
【図１９】ノートＰＣの本体ユニットに備えられたＣＤ／ＤＶＤドライブユニットを取り
外して示す斜視図である。
【図２０】トレイから枠体を取り外しその枠体の裏面を示した図である。
【図２１】枠体が取り外されたトレイの前端面を示す図である。
【図２２】本体ユニットに備えられた放熱ユニットの斜視図である。
【図２３】図２２に示す放熱ユニットを裏面からみた図である。
【図２４】図２３に示す放熱ユニットの分解斜視図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　ノートＰＣ
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　１０　本体ユニット
　１０ａ　電池収納部
　１０ｂ　ＨＤＤ収納部
　１０ｃ　メモリ基板基板収納部
　１１　キーボード
　１２　トラックパッド
　１３　係合穴
　１４　ＣＤ／ＤＶＤドライブユニット
　１５　電池
　１６　ＨＤＤ収納部用カバー
　１６ａ　爪部
　１６ｂ　爪係合部
　１７，１８　メモリ基板収納部用カバー
　１９　メモリ基板
　１９ａ　メモリ
　２０　表示ユニット
　２１　表示パネル
　２１ａ　表示画面
　２３　背面板
　２６　前枠
　３０　ヒンジ部材
　３１　ヒンジ締結部
　３２　ネジ部材
　３３　軸部
　３３ａ　第１の孔
　３３ｂ　第２の孔
　４０　ＨＤＤ
　４０ａ，４０ａ’　側面
　４０ｂ　前端
　４０ｃ　後端
　４１　ＨＤＤ取付用部品
　４１ａ，４１ａ’　部品固定部
　４１ａ＿１，４１ａ’＿１　第１部位
　４１ａ＿２，４１ａ’＿２　第２部位
　４１ｂ，４１ｂ’　第１のＨＤＤ固定部
　４１ｃ　第２のＨＤＤ固定部
　５０　パネル取付部材
　５１　パネル締結部
　５１ａ　舌片
　６０　第１の回路基板
　６１，７１　点灯制御回路
　７０　第２の回路基板
　８０　基板支持部
　８１　第１の支持構造
　８１ａ　支持爪
　８１ｂ　受止部
　８２　第２の支持構造
　８２ａ　台
　９０　放熱ユニット
　９１　ファン
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　９２　放熱部材
　９２ａ　放熱フィン
　９２ｂ　吸熱部
　９３　ファン固定部
　９４　放熱部材付勢部
　９４ａ　板バネ
　９５　支持部材
　９５ａ　吸熱アーム
　１００　回路基板
　１０１　空気吹出口
　１４１　トレイ
　１４１ａ　ボタン
　１４２　収納体
　１４３　枠体
　１４３ａ　撓み部
　１４３ｂ　開口
　１４３ｃ　突起
　１４３ｄ　スリット
　１４３ｅ　リブ
　２２１　フック
　２２２　ロック解除用の操作子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】
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