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べ一ス ツ トに着脱自在であると共に、地図子一タを表示する子ィス プ レイ ( 1 4 b ) と地図子一タ上に測位さ
れた車両の位置を表示させるナ ピゲーシ ン機能を奏するマイクロコ ンピ ータを少な < とも有するフロン トパネ
ル - ツ ト ( 1 4 ) を備えたナ ピゲーシ ン装置において、フロン トパネル ツ トの前面をべ一ス - - ツ トの着
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目主

技術分野

０００1 この発明はナビゲーション装置に関し、より具体的には亜両に搭載されて目的地に

到達するための情報 (方向、地図、経路など) を逆伝者に伝達する装置に関する。

背景技術

０００2 上記したよぅなナビゲーション装置は、当初、亜両に一体的に固定されるタイプに限

られていたが、近時は持ち運びできるポータブルタイプも提案されており、さらにはナ

ビゲーション機能の部分のみを着脱可能にして使い勝手の良さを一屑向上させた分

離型のナビゲーション装置も提案されている (例えば、特許文献 および非特許文献

参照 )。

０００3 特許文献 記載の技術にあっては、GPS アンテナに接続したGPS レシーバとジャイ

ロセンザと亜速信号を含む亜両信号処理回路と、地図を表示する表示器と、全体を

制御する C とからなるナビゲーション装置において、亜両側に配設される亜両側

ュニットと亜両に対して着脱 自在に配設される着脱ュニットとを備えると共に、少なく

ともジャイロセンザと亜両信号処理回路を亜両側に配設する一方、表示器と C と

を着脱ュニット内に配設し、亜両から外して亜外における使用を可能にしている。

０００4 非特許文献 記載の技術にあっては、オーディオ一体型の本体 (亜両側ュニット)

から着脱可能に構成された部分 (着脱側ュニット) を備えると共に、GPS 号と亜輪

速センザの出力で自亜位置を補正可能としている。また、着脱可能に構成された部

分は本体から取り外してもナビゲーション機能を有するため、本体を装着している亜

以外での利用や自宅での目的地探索などを可能にしている。

特許文献 1 :特許第33768 3号

非特許文献 1 : 富上通テン :EC P E (イクリプス ) 「AVN2227P」発売 、 on n 」e 、平

成 9年4月 9 日、富上通テン株式会社、 平成 9年4月26 日検索」、インターネット

くUR :h p : www f s u en co p e ease 2００7 ０4 2００7０4 19 h m ノ

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００5 特許文献 記載の装置の場合、着脱ユニットに配置される表示器 (ディスプレイ) は

折りたたみ自在に構成されるため、亜両側ユニットへの装若や取り外しの度に折りた

たむ必要があり、煩項であった。

０００6 非特許文献 記載の装置の場合、ディスプレイは着脱ユニット側に固定されている

ために上記した不都合から免れているが、着脱ユニット側が亜両側ユニットの若脱面

に比して比較的狭降であり、その結果ディスプレイの面積も 、さくなって視認性にお

いて必ずしも満足し難いものであった。

０００7 従って、この発明の日的は上記した課題を解決し、ナビゲーション機能を奏するマ

イクロコンピュータを有する部分を亜両側ユニットであるべ一スユニットから着脱可能

に構成して使い勝手の良さを上げると共に、ディスプレイの大きさを可能な限り増加さ

せるょぅにしたナビゲーション装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

０００8 この発明は、上記の日的を解決するために、後述する如く、請求の範囲 項にあっ
ては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一ス

ユニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディ

スプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーシ

ョン機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備え

たナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユ

ニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記フロントパネルユニットの横方向の長さ

の7０ 以上を前記ディスプレイとする如く構成した。

０００9 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲2項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記フロントパネルユニットの前面に、前記フロントパネルユニットを前記べ一

スユニットから取り外すためのユーザの操作 自在な着脱ボタンを配置すると共に、前

記着脱ボタンにょって取り外し方向に移動可能なロックレバーを、前記ディスプレイの

前記横方向に直交する縦方向に複数個配置する如く構成した。

００1０ また、この発明は、後述する如く、請求の範囲3項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記ディスプレイが前記フロントパネルユニットの前面において前記横方向に



オフセットされると共に、前記着脱ボタンを前記オフセットされる方向と逆方向に配置

し、着脱ボタンスプリングによって前記フロントパネルユニットの前面に向けて付勢さ

せる如く構成した。

００11 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲4項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記フロントパネルユニットに配置される固定爪と、前記フロントパネルユニット

と係合すると何とに関わらず、前記固定爪と係全 自在に前記べ一スユニットの前面の

四部に位置させられるロックレバーを備えると共に、前記着脱ボタンは前記ロックレ
ーを移動させて前記固定爪との嵌合を解くことで前記フロントパネルユニットを前記

べ一スユニットから取り外させる如く構成した。

００12 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲5項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記フロントパネルユニットと係合すると何とに関わらず、前記べ一スユニットの

前面の四部に位置させられると共に、前記フロントパネルユニットを前記べ一スユニッ
トから取り外す方向に作用するリリースレバーと、前記リリースレバーを前記取り外す

方向に付勢するリリースレバースプリングを備える如く構成した。

００13 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲6項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記べ一スユニットにおいて前記ディスプレイの縦方向に複数個配置されたロ

ックレバーのぅち、前記着脱ボタンから遠い側に配置されたロックレバーの付近に前

記リリースレバーと前記リリースレバースプリングを備えると共に、前記リリースレバー

スプリングは、前記着脱ボタンの操作によって前記フロントパネルユニットと前記べ一

スユニットの係合が解かれるとき、前記着脱ボタンスプリングをさらに圧縮できる押圧

力に設定される如く構成した。

００14 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲7項に係るナビゲーション装置にあっ
ては、前記ロックレバーとリリースレバーは移動方向が相違させられると共に、前記リリ

ースレバースプリングの押圧力が前記着脱ボタンスプリングのそれよりも大きく設定さ

れる如く構成した。

００15 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲8項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユ

ニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと前記地図デ一



タ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロ

コンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置に

おいて、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に

構成して前記フロントパネルユニットの前面の例部の一方に着脱ボタンを配置すると

共に、前記べ一スユニットの、前記着脱ボタンの配置位置に対応する位置に可動パ

を配置し、さらに前記フロントパネルユニットケースに前記可動爪を受ける凹部を形

成する如く構成した。

００16 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲9項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユ

ニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと前記地図デー

タ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロ

コンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置に

おいて、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に

構成すると共に、前記フロントパネルユニットを固定保持する可動爪を両側部に設け

る如く構成した。

００17 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲 ０項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユ

ニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと前記地図デー

タ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロ

コンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置に

おいて、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に

構成すると共に、前記フロントパネルユニットにおいで液品パネルの後方に配置され

る某板む液品パネルよりも左右方向の長さを小さくし、よって生じたスペースにフロン

トパネルユニットのキヤソチスライドを収容する如く構成した。

００18 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲 項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユ

ニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと前記地図デー

タ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロ



コンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置に

おいて、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に

構成すると共に、スロットを備え、前記スロットは、フロントパネルユニットの液品パネ

ルの上部にその長辺の上端と水平に形成され、フロントパネルユニットがべ一スユニ

ットに装若されたとき、そこからユーザによって記憶媒体が挿入自在に構成されると

共に、フロントパネルユニットケースは背面側の上部において 、さく突出し、べ一スユ

ニットケースの残余の凹状部分に記憶媒体読み取り装置が収容 自在なよぅに形成さ

れる如く構成した。

００19 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲 2項にあっては、亜両に取付アーム

を介して取り付け自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユ

ニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディス

プレイと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーショ

ン機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備え

たナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユ

ニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記取付用アームは、アームユニットと、ア

ームユニットの例部に取り付けられるアームホルダと、アームユニットの底部に取り付

けられる取付パネルと、クレイドルユニットケースに取り付けられるボタンからなると共

に、クレイドルユニットを介してアームホルダでフロントパネルユニットを中央位置付近

において半分程度の高さで保持する如く構成した。

００2０ また、この発明は、後述する如く、請求の範囲 3項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、コネクタを介して電源に接続されるマイクロコンピュータを少なくとも有す

るべ一スユニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示

するディスプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記

べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記コネクタは、グラウンド接点が

フロントパネルユニットのコネクタと最初に接触するよぅに突出して配置される如く構

成した。



００2 1 また、この発明は、後述する如く、請求の範囲 4項にあっては、亜両に固定 自在で

あると共に、コネクタを介して電源に接続されるマイクロコンピュータを少なくとも有す

るべ一スユニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示

するディスプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記

べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記べ一スユニットに設けられる

前記コネクタをグラウンド端子と前記可動爪の中間に設ける如く構成した。

発明の効果

００22 請求の範囲 項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを

少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと前記地図データ上に測位された亜両の位置を表示さ

せるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネ

ルユニットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面

を前記べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記フロントパネルユニット

の横方向の長さの7０ 以上を前記ディスプレイとする如く構成したので、ナビゲーシ

ョン機能を奏するマイクロコンピュータを有するフロントパネルユニットをべ一スユニッ
トから着脱可能に構成して使い勝手の良さを上げることができると共に、フロントパネ

ルユニットに形成されるディスプレイの大きさ (面積 )を増加させることができ、視認性

を上げることができる。

００23 請求の範囲2項に係るナビゲーション装置にあっては、フロントパネルユニットの前

面に、フロントパネルユニットをべ一スユニットから取り外すためのユーザの操作 自在

な着脱ボタンを配置すると共に、着脱ボタンによって取り外し方向に移動可能なロッ

クレバーを、ディスプレイの横方向に直交する縦方向に複数個配置する如く構成した

ので、上記した効果に加え、フロントパネルユニットの若脱の容易性を保ちながらディ

スプレイを大きくすることができると共に、ディスプレイの表示面積を大きくするときも、

フロントパネルユニットを安定に把持しつつ、べ一スユニットに容易に装着 (係合 )す

ることができる。



００24 請求の範囲3項に係るナビゲーション装置にあっては、ディスプレイがフロントパネ

ルュニットの前面において横方向にオフセットされると共に、着脱ボタンをオフセットさ

れる方向と逆方向に配置し、着脱ボタンスプリングによってフロントパネルュニットの

前面に向けて付勢させる如く構成したので、上記した効果に加え、ュ一ザによって着

脱ボタンが操作されるまでフロントパネルュニットをべ一スュニットに確実に保持でき

ると共に、操作されると容易に取り外すことができる。

００25 また、ディスプレイがフロントパネルュニットの前面において横方向にオフセットされ

ると共に、着脱ボタンをオフセットされる方向と逆方向に配置するよぅに構成したこと

で、ディスプレイが大きくなった分フロントパネルュニットの重呈が増したとしても、ディ

スプレイから離れた側に着脱ボタンとそのスプリングが配置されるので、例えばフロン

トパネルュニットをべ一スュニットから押し出すよぅに作用する手段 (後述するリリース

レバーとそのスプリング) との力関係を調整することで、良好な操作感を与えることも

可能となる。

００26 請求の範囲4項に係るナビゲーション装置にあっては、フロントパネルュニットに配

置される固定爪と、フロントパネルュニットと係合すると何とに関わらず、固定爪と係

合 自在にべ一スュニットの前面の四部に位置させられるロックレバーを備えると共に

、着脱ボタンはロックレバーを移動させて前記固定爪との嵌合を解くことでフロントパ

ネルュニットをべ一スュニットから取り外させる如く構成したので、上記した効果に加

え、同様にュ一ザによって着脱ボタンが操作されるまでフロントパネルュニットをべ一

スュニットに確実に保持できると共に、操作されると容易に取り外すことができる。

００27 また、ロックレバーが、フロントパネルュニットと係合すると何とに関わらず、べ一スュ
ニットの四部に位置させられる、換言すれば突出しないよぅに構成されることで、着脱

操作のとき、他の物に引っ掛って破損するおそれがない。

００28 請求の範囲5項に係るナビゲーション装置にあっては、フロントパネルュニットと係

合すると何とに関わらず、べ一スュニットの前面の四部に位置させられると共に、フロ

ントパネルュニットをべ一スュニットから取り外す方向に作用するリリースレバーと、リリ

ースレバーを取り外す方向に付勢するリリースレバースプリングを備える如く構成した

ので、上記した効果に加え、リリースレバーを介することで、フロントパネルュニットを



べ一スユニットから一屑確実かつ容易に取り外すことができる。

００29 また、リリースレバーが、フロントパネルユニットと係合すると何とに関わらず、べ一ス

ユニットの四部に位置させられる、換言すれば突出しないよぅに構成されることで、着

脱操作のとき、他の物に引っ掛って破損するおそれがない。

００3０ 請求の範囲6項に係るナビゲーション装置にあっては、べ一スユニットにおいてディ

スプレイの縦方向に複数個配置されたロックレバーのぅち、着脱ボタンから遠い側に

配置されたロソクレバーの付近にりリースレバーとりリースレバースプリングを備えると

共に、リリースレバースプリングは、着脱ボタンの操作によってフロントパネルユニット

とべ一スユニットの係合が解かれるとき、着脱ボタンスプリングをさらに圧縮できる押

圧力に設定される如く構成したので、上記した効果に加え、フロントパネルユニットの

若脱ボタン側が力点、フロントパネルユニットの他端が支点として作用するとき、リリー

スレバーを作用点とすることができ、よってフロントパネルユニットをべ一スユニットか

ら一屑確実かつ容易に取り外すことができる。

００3 1 また、リリースレバーがディスプレイの縦方向に複数個配置されたロックレバーのぅ

ち、着脱ボタンから遠い側に配置されたロックレバーの付近に配置することで、フロン

トパネルユニットをべ一スユニットから取り外すのが一屑容易となる。

００32 請求の範囲7項に係るナビゲーション装置にあっては、ロックレバーとリリースレバー

は移動方向が相違させられると共に、リリースレバースプリングの押圧力が着脱ボタン

スプリングのそれよりも大きく設定される如く構成したので、上記した効果に加え、同

様にフロントパネルユニットをべ一スユニットから一屑確実かつ容易に取り外すことが

できる。

００33 また、ロックレバーとリリースレバーの移動方向が相違させられることで、リリースレバ

ーがフロントパネルユニットを押し出す際に両者の接触点にずれが生じることがない

ので、フロントパネルユニットを安定して押し出すことができる。

００34 請求の範囲8項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを

少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと地図データ上に測位された亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユ二



ットを備えたナビゲーション装置において、フロントパネルユニットの前面の例部の一

方に着脱ボタンを配置すると共に、べ一スユニットの、着脱ボタンの配置位置に対応

する位置に可動爪を配置し、さらにフロントパネルユニットケースに可動爪を受ける凹

部を形成するように構成したので、フロントパネルユニットをべ一スユニットに簡易な

機構で固定することができる。

００35 請求の範囲9項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを

少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと地図データ上に測位された亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ットを備えたナビゲーション装置において、フロントパネルユニットを固定保持する可

動爪を両側部に設けるように構成したので、簡易な機構でありながら、どのような方向

からでもフロントパネルユニットをべ一スユニットに取り付けることができる。

００36 請求の範囲 ０項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータ

を少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと地図データ上に測位された亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ットを備えたナビゲーション装置において、フロントパネルユニットにおいで液品パネ

ルの後方に配置される某板を液品パネルよりも左右方向の長さを 、さくし、よって生

じたスペースにフロントパネルユニットのキヤソチスライドを収容するように構成したの

で、簡易な構造でありながら、キヤソチスライドなどをフロントパネルユニットの前面に

近づけることができ、固定部分を重心位置に近づけることができるので、振動に対し

てフロントパネルユニットの回転方向の動きを抑制することができる。さらに、フロント

パネルユニットに増設ユニットを設けるのが容易となる。

００37 請求の範囲 項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータ

を少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと地図データ上に測位された亜両の位置を表示させるナ

ビゲーシゴン機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ットを備えたナビゲーション装置において、スロットは、フロントパネルユニットの液品



パネルの上部にその長辺の上端と水平に形成され、フロントパネルユニノトかへ一ス

ユニノトに装若されたとき、そこからユーザによって記惜媒体か挿入自在に構成され

ると共に、フロントパネルユニノトケースは背面側の上部において小さく突出し、へ一

スユニノトケースの残余の凹状部分に記惜媒体読み取り装置か収容 自在なように形

成されるように構成したのて、前方の化粧部分なとか不要となってフロントパネルユニ

ノトのスロノト付近の奥行きか小さくなり、その結果、百已
，盾媒体 (C )の挿入や排出か

安定すると共に、フロントパネルユニノトの剛 生を高めることかてきる。

００38 請大の範囲 2項にあっては、亜両に取付アームを介して取り付け自在てあると共

に、マイクロコンピュータを少なくとも有するへ一スユニノトと、へ一スユニノトに着脱 自

在てあると共に、地図テータを表示するティスプレイと地図テータ上に側位された亜

両の位置を表示させるナヒケーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも

有するフロントパネルユニノトを備えたナヒケーション装置において、取付用アームは

、アームユニノトと、アームユニノトの側部に取り付けられるアームホルタと、アームユ

ニノトの底部に取り付けられる取付パネルと、クレイトルユニノトケースに取り付けられ

るホタンからなると共に、クレイトルユニノトを介してアームホルタてフロントパネルユ

ニノトを中央位置付近において半分程度の高さて保持するように構成したのて、亜両

のフロントウイントウは後方 (座席側) に向かって傾いているか、アームホルタをこのよ

うに構成することて、亜両のタノシュホートに固定するのか容易となると共に、フロント

パネルユニノト、クレイトルユニノト、取付用アームの順て段階的に高さか減少するよ

うになるため、増設モシュールを抜き差しする場合なとユーザの操作に支障となるこ

とか一屑少ない。

００39 請大の範囲 3項にあっては、亜両に固定 自在てあると共に、コネクタを介して電源

に接続されるマイクロコンピュータを少なくとも有するへ一スユニノトと、へ一スユニノト

に着脱 自在てあると共に、地図テータを表示するティスプレイと地図テータ上に側位

された亜両の位置を表示させるナヒケーション機能を奏するマイクロコンピュータを少

なくとも有するフロントパネルユニノトを備えたナヒケーション装置において、コネクタ

は、クラなント接点か通常の接点に比して相手方、即ち、フロントパネルユ二外のコ

ネクタと最初に接触するように突出して配置されるように構成したのて、接続される電



子回路が保護されると共に、その動作が安定する。また、べ一スユニットの四部に中

央からオフセット位置に配置されるので、着脱時、グラウンド接点が最初に接触ある

いは最後まで接触することとなり、同様に電子回路の動作を安定させることができる。

００4０ 請求の範囲 4項にあっては、亜両に固定 自在であると共に、コネクタを介して電源

に接続されるマイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、べ一スユニット

に着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと地図データ上に測位

された亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少

なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置において、フロント

パネルユニットの前面をべ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、べ一スユ

ニットに設けられるコネクタをグラウンド端子と可動爪の中間に設けるように構成した

ので、請求の範囲 3項と同様の効果を得ることができる。

図面の簡単な説明

００4 1 図 にの発明の第 実施例に係るナビゲーション装置の内のべ一スユニットとフロン

トパネルユニットの正面側の斜視図である。

図2 図 に示すフロントパネルユニットの背面側の斜視図である。

図3 図 に示すフロントパネルユニット(背面側) とクレイドルユニットとクレイドルユニ

ット取付用アームの斜視図である。

図4 図 に示すべ一スユニットとクレイドルユニットを亜両に搭載した状態を示す説

明図である。

図5 (a) は亜両の連転席の説明図、(b) はそのステアリングホイール付近の側面図

である。

図6 図 に示すべ一スユニットとフロントパネルユニットを上方から見たときの断面図

で、フロントパネルユニットがべ一スユニットに装若されつつある状態を示す断面図で

ある。

図7 図 に示すべ一スユニットとフロントパネルユニットを上方から見たときの断面図

で、フロントパネルユニットがべ一スユニットに装若された状態を示す断面図である。

図8 図 に示すべ一スユニットとフロントパネルユニットを右側面から見たときの部分

断面図で、フロントパネルユニットがべ一スユニットに装若されつつある状態を示す部



分断面図である。

図9 図 に示すべ一スユニットとフロントパネルユニットを右側面から見たときの部分

断面図で、フロントパネルユニットがべ一スユニットに装若された状態を示す部分断

面図である。

図1０ (a) はフロントパネルユニットの側面図、(b) はその断面図、(c) は背面側の正

面図である。

図11 図 に示すフロントパネルユニットが装若された状態のべ一スユニットの右側面

断面図である。

図12 フロントパネルユニットの上面断面図である。

図13 図 に示すべ一スユニットに設置されるコネクタの拡大正面図である。

図14 図 に示すべ一スユニットに設置されるコネクタの部分拡大斜視図である。

図15 (a) は図3に示すクレイドルユニット(およびフロントパネルユニット)を取付用ア

ームに取り付けた状態を示す斜視図、(b)はその部分側面断面図である。

図16 (a) は図3に示すクレイドルユニット(およびフロントパネルユニット)を取付用ア

ームから外した状態を示す斜視図、(b)は外すときのその部分断面側面図である。

図17 (a) (b)は図 5などに示すアームユニットの構造を示す断面図である。

図18 図 5などに示すアームユニットの軸X回りの回伝を示す説明図である。

図19 図 5などに示すアームユニットの軸 ，z回りの回伝を示す説明図である。

図2０ (a) は図 5などに示すアームユニットの分解図、(b)は軸X回りの回伝を示す

説明図である。

図2 1 (a) は図 5などに示すアームユニットの分解図、(b)は軸 回りの回伝を示す

説明図である。

図22 (a) は図 5などに示すアームユニットの分解図、(b)は軸z回りの回伝を示す

説明図である。

図23 図 に示すべ一スユニットなどの内部構成を示すブロック図である。

図24 図3に示すクレイドルユニットなどの内部構成を示すブロック図である。

図25 図 に示すフロントパネルユニットが装若されたときのべ一スユニットを上方から

見た断面図である。



図26 図25に示すグラウンド端子などの拡大図である。

図27 図 に示すフロントパネルユニットが装若されつつあるときのべ一スユニットを

上方から見た断面図である。

図28 図27に示すグラウンド端子などの拡大図である。

図29 図25と同様、べ一スユニットを上方から見た断面図である。

図3０図29に示すべ一スユニットの正面図である。

図3 1にの発明の第2実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で示

す斜視図である。

図32 図3 からフロントパネルユニットを取り外した状態の正面図である。

図33 図32に示すフロントパネルユニットの説明横断面図である。

図34にの発明の第3実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で示

す斜視図である。

図35 図34に示す状態からフロントパネルユニットを取り外したときの正面図である。

図36 図34と同様に亜両に搭載した状態で示す斜視図である。

図37 図34と同様に亜両に搭載した状態で示す斜視図である。

図38 図34などに示すに示すフロントパネルユニット、べ一スユニット、ダッシュボー

ドとアッパーカバーとの相関を示す説明図である。

図39 (a) はこの発明の第4実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態

で示す斜視図、(b) はフロントパネルユニットの下端付近の側面図である斜視図であ

る。

図4０にの発明の第5実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で示

す斜視図である。

図4 1 図4０に示すフロントパネルユニットの正面図である。

図42にの発明の第6実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で示

す正面図である。

図43にの発明の第7実施例に係るナビゲーション装置の取り外し可能なィヒ粧パネル

を取り付けた状態で示す斜視図である。

図44 図4 3に示す状態からフロントパネルユニットを取り外したときの斜視図である。



図45にの発明の第8実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で示

す斜視図である。

図46 図4 5に示す状態からフロントパネルユニットを取り外してカバーを付けたとの

斜視図である。

図47 第8実施例などのさらなる変形例を示す説明図である。

図48 同様に第8実施例などのさらなる変形例を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

００42 以下、添付図面に即してこの発明に係るナビゲーション装置を実施するための最

良の形態について説明する。

実施例 1

００43 図 はこの発明の第 実施例に係るナビゲーション装置の内のべ一スユニットとフロ

ントパネルユニットの正面側の斜視図、図2はフロントパネルユニットの背面側の斜視

図、図3はフロントパネルユニット(背面側) とクレイドルユニットとクレイドルユニット取

付用アームの斜視図である。図4はそれを亜両に搭載した状態を示す説明図、図 (

a ) は亜両の連伝席の説明図、図5 ) はそのステアリングホイール付近の側面図で

ある。図6と図7はべ一スユニット ０とフロントパネルユニット 4を上方から見たときの

断面図、図8と図9はべ一スユニット ０とフロントパネルユニット 4を右側面から見た

ときの部分断面図、図 ０(a) (b) (c) はフロントパネルユニット 4の説明図である。

００44 図示の如く、この発明の実施例に係るナビゲーション装置は、亜両 のダッシュボ

ード(インストルメントパネル) に固定あるいは内藏される (固定 自在な) と共に、亜両

の電源 (バッテリ)から動作電源を供給されるべ一スユニット ０と、亜両 のダッシュ
ボード に固定される (固定 自在な) と共に、亜両 の電源 (バッテリ)から動作電源を

供給されるクレイドルユニット 2と、べ一スユニット ０あるいはクレイドルユニット 2に

着脱 自在なフロントパネルユニット 4とを備える。亜両 と亜両 は共に自動亜である

００45 この実施例に係るナビゲーション装置においてはべ一スユニット ０とフロントパネル

ユニット 4の細み合わせを某本とする。ただし、応用例としてフロントパネルユニット

4をクレイドルユニット 2に細み付けるようにしても良い。図4に示す如く、べ一スユ二



ット ０ ０ ０ あるいはクレイドルユニット 2 2 2

3， ・を対応する亜両 2 3， ・あるいは亜両 2 3， ・に着脱

自在にし、さらにユーザはフロントパネルユニット 4の画面設定を自分専用に前もっ
て設定し、亜両ごとのべ一スユニット ０またはクレイドルユニット 2の 番号に合わ

せて切り替えて使用することで、本装置の利便性を向上させることができる。

００ 6 べ一スユニット ０は全体としてボックス状を呈すると共に、亜両 のダッシュボード

に固定された状態で横長な矩形形状を呈するべ一スユニットケース ０aを備え、その

内部には亜両 のオーディオ機器を操作 自在なマイクロコンピュータなどを戴置する

某板などが収容される。べ一スユニットケース ０aの前面は2 ( :ドイソ工業

規格 ) ザイズに形成され、その大部分は後退して凹部 ０bが形成されると共に、その

一部はさらに後退して最凹部 b が形成される。べ一スユニットケース ０aの前面

の残余の凹状部分 a ほ、四部 ０bより浅く形成される。

００47 フロントパネルユニット 4はべ一スユニット ０の前面 (着脱面) とほぼ同大あるいは

それより若干大きいザイズであると共に、亜両 あるレソま のダッシュボードに固定さ

れた状態で横長な矩形状を呈するプレート状のフロントパネルユニットケース 4aを

備える。フロントパネルユニットケース 4aの前面にはほぼ全域にわたって地図デー

タを表示する、同様に横長な矩形状を呈する液品パネル (ディスプレイ) 4bが左方

向にオフセットされて配置される。このように、フロントパネルユニット 4、より具体的に

はフロントパネルユニットケース 4aをべ一スユニット ０の若脱面とほぼ同大のザイズ

とすると共に、後述する如く、その横方向の長さの7０ 以上を液品パネル 4bとし、

よっで液品パネル 4bの面積を増やして視覚性を上げるようにした。

００48 フロントパネルユニット 4においで液品パネル 4bの側方には幅狭な操作パネル

部が配置され、そこにはユーザ (操作者) の操作 自在に設けられたスイッチ類、例え

ば目的地入カスイッチ 4c、現在地入カスイッチ 4dなどが設けられる。符号 4e 刊

Pod (登録商標 ) に、符号 4fはアナログオーディオ機器に接続するためのジヤックで

ある。尚、操作パネル部は、右ハンドル亜への搭載を予定するとき、図示のように右

側に配置される。

００49 フロントパネルユニット 4は、べ一スユニットケース ０aの前面の凹状部分 a と



凹部 ０bに着脱 自在 (取り付け・取り外し自在) に構成される。その若脱機構の動作

の内、先ず装着について説明すると、フロントパネルュニット 4の背面には、図2に

示す如く、左側に固定爪 4 が上下に2箇所形成されると共に、右側に可動のキヤッ

チスライド 4 が上下に2個 ( 側は見えず)配置される。

００5０ 尚、この明細菩において「上下」方向はべ一スュニット ０およびフロントパネルュニ

ット 4などが亜両 ， に固定された状態における鉛直軸 (重力軸) 上での上下を意

味し、「左右」方向はそれに直交する方向を意味する。

００5 1 べ一スュニット ０の凹部 ０bには、右側に可動のロックレバー ０cが上下に2個配

置されると共に、べ一スュニット ０の凹状部分 a を形成する周囲の縁の左側には

固定爪 dが上下に2箇所形成され、フロントパネルュニット 4が装若されるとき、図

6と図7に示す如く、それぞれフロントパネルュニット 4の固定爪 4 とロックレバー

cが、また固定爪 dとキヤッチスライド 4 が嵌合する。

００5 2 図 に示す如く、べ一スユニット ０の凹部 ０bには中央からオフセットされた下方位

置には満 ０b2が穿設され、そこにコネクタ eが設けられる。フロントパネルュニット

4は、べ一スュニット ０に装若されるとき、コネクタ eを通じ、亜両 の電源 (バッテ

リ)から動作電源を供給されると共に、GPS信号受信装置 (後述 )を含む各種センザ

と 機器のデータや制御信号などが送受される。

００5 3 次いで取り外しについて説明すると、フロントパネルュニット 4の前面の操作パネ

ル部、即ち、前面の液品パネル 4bがオフセットされた(左方向) と逆の方向には、ジ

ヤック 4e 4 fの下部に、デタッチボタン(着脱ボタン(機械式ボタン) 4 がュ一ザ

の操作 自在に設けられる。べ一スュニット ０にはデタッチボタン 4 に対応する位置

に前記したロックレバー ０cが設けられる。

００54 べ一スュニット ０に装若された状態でュ一ザによってデタッチボタン 4 が押される

と、その動きはべ一スュニット ０に配置されたデタッチノブ fを介してロックレバー

cに伝えられ、図6に示す如く、ロックレバー ０cが外方に移動されて固定爪 4 と

の嵌合が解かれる。

００5 5 図6と図7に示す如く、フロントパネルュニット 4のキヤッチスライド 4 ほスプリング

カで外方 (図6などで左側) に付勢されてべ一スュニット ０の固定爪 dと嵌合され



ているに過ぎないため、反対側 (図6などで右側)でロックレバー ０cと固定爪 4 の

嵌合が解かれてュ一ザによってフロントパネルュニット 4がキヤッチスライド 4 と固

定爪 dがオーバラップする分より大きく(図6などで右方向に)移動させられれば、

べ一スュニット ０との嵌合が解かれ、よってフロントパネルュニット 4をべ一スュニッ
ト ０から取り外すことができる。

００56 尚、ロックレバー ０cは、フロントパネルュニット 4と係合 (装着 ) されると否とに関わ

らず、常にべ一スュニット ０の凹部 ０bの内部にある、換吉すれば突出しないことか

ら、他の物に引っ掛かることがない。

００5 7 図 に示す如く、べ一スユニット ０の前面の凹部 ０bにはリリースレバー ０が配

置される。図8と図9に示す如く、リリースレバー ０はスプリング を弾装されたキ

ックレバー を介し、フロントパネルュニット 4が装若されるとき、孔 4 から侵入し

てフロントパネルュニット 4と係合し、それを押し出す方向に付勢される。リリースレバ

ー ０にはパネルュニット検出スイッチ が取り付けられ、リリースレバー ０の位

置、即ち、フロントパネルユニット 4の若脱に応じた出力、例えばフロントパネルュニ

ット 4が装若されるときオン信号、取り外されるときオフ信号を生じる。

００58 また、図 に示す如く、べ一スュニット ０の凹状部分 a には防振用の弾性材、

例えばゴムからなるゴムダンパ a が4個設けられる。より具体的には、ゴムダンパ

a は凹状部分 a の右側においてロックレバー ０cの配置位置の外側に上下

2個設けられると共に、左側において固定爪 dの配置位置の外側に上下2個設け

られ、べ一スュニット ０とフロントパネルュニット 4の間で振動が伝わるのを防止する

００59 図2と図3に示す如く、フロントパネルュニット 4の背面には、クレイドルュニット 2

がフロントパネルュニット 4と着脱 自在に取り付けられる。フロントパネルュニット 4と

クレイドルュニット 2の間の若脱機構は図示を省略するが、図 を参照して説明した

フロントパネルュニット 4とべ一スュニット ０の若脱機構と同様であり、フロントパネ

ルュニット 4はロックレバー、キヤッチスライドなどを介してクレイドルュニット 2に取り

外し自在に装若される。クレイドルュニッ にもパネルュニット検出スイッチが配置

される。



００6０ クレイドルユニット 2は、クレイドルユニット取付用アーム (以下「取付用アーム」とい
う) 6を介して亜両 のダッシュボードに固定される。クレイドルユニット 2はフロント

パネルユニットケース 4aより高さにおいて 、さく、奥行きにおいて大きい(深い) クレ

イドルユニットケース 2aを備え、その内部にはマイクロコンピュータなどを戴置する

某板などが収容される。尚、符号 2a は開閉蓋を示す。

００6 1 図5に示す如く、この実施例に係るナビゲーション装置は亜両 あるいは の連伝

席付近、より具体的にほフロントパネルユニット 4 ダッシュボード に内蔵されるべ

一スユニット (図5では見えず) に装若されるか、クレイドルユニット 2を介してダッ

シュボード 上に配置される。フロントパネルユニット 4は、いずれの位置であっても

、フロントウインドウ 8に近い高さに配置される。

００62 より具体的には、フロントパネルユニット 4はべ一スユニット ０に装若されるとき、フ

ロントパネルユニット 4の液品パネルの長手方向中心線 4bc が、(平均的な座高を

有する)ユーザから見て、ステアリングホイール Wの回転中心 SWcより性かに、また

ステアリングシヤフトのダッシュボード面位置 (ほぼフロントパネルユニット 4の前面位

置)での回転中心 S cよりかなり高い位置、つまり回転中心 S cはフロントパネルユ

ニット 4の下面寄りに配置される。尚、符号S は変速機のシフトレバーを示す。

００63 この実施例に係るナビゲーション装置にあっては、上記した如く、フロントパネルユ

ニット 4がべ一スユニット ０あるいはクレイドルユニット 2と着脱 自在に構成される。

図6以降を参照して上記したフロントパネルユニット 4とべ一スユニット ０との若脱機

構をさらに詳細に説明する。

００64 前記した如く、図6と図7はべ一スユニット ０とフロントパネルユニット 4を上方から

見たときの断面図であり、その内、図6はフロントパネルユニット 4がべ一スユニット

0に装若されつつある状態あるいは取り外される状態を、図7はフロントパネルユニッ

ト 4がべ一スユニット ０に装若された状態を示す。

００65 また、図8と図9はべ一スユニット ０とフロントパネルユニット 4を右側面から見たと

きの部分断面図であり、うち図8はフロントパネルユニットがべ一スユニットに装若され

つつある状態を示す部分断面図、図9ほ装若された状態を示す部分断面図である。

００66 図6に示す如く、フロントパネルユニット 4は、べ一スユニット ０に装若されるとき、



右側の固定爪 4 がロックレバー ０cを外側 (同図で右方向) に押し拡げて進み、固

定爪 4 の某端側に形成された凹部 (あるいは肩部 ) 4 にロックレバー ０cが嵌合

することで、(図6において)右側は固定される。ロックレバー ０cは、図示しないスプリ

ングによって嵌合方向に付勢される。

００67 フロントパネルユニット 4の (図6において)左側に設けられるキヤソチスライド 4

は、図において左右方向に伸縮 自在であると共に、スプリングを介して左方向に付勢

される。キヤソチスライド 4 は、べ一スユニット ０に形成された固定爪 dに接触し

て押された状態で一且右側に縮退した後、フロントパネルユニット 4がべ一スユニッ
ト ０側にさらに進み、固定爪 dを超えると、スプリングカで左側に伸張し(戻り) 、図

6と図7に示す如く、固定爪 dと係合し、(図において)左側も固定される。

００68 図6に示す如く、フロントパネルユニット 4は上方から見て背面が突出すると共に、

左側の壁部 4 1と右の壁部 4 がべ一スユニット ０の四部 ０bの側壁に対応して

全体として台形形状に構成され、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット ０に装

若されるとき、べ一スユニット ０の方向への移動をガイドして装着を容易にする。

００69 また、図 (および図6) に示す如く、フロントパネルユニット 4においてフロントパネ

ルユニット 4の内側には液品パネル 4bの動作を制御するモニタ用の某板 4 と、

ナビゲーション機能を司るマイクロコンピュータなどを搭載するブリント基板 412が配

置される。それら某板 4 412は液品パネル 4bよりも左右方向の長さが あるい
は だけ 、さくされ、よって生じたスペースにフロントパネルユニット 4のキヤソチスラ

イド 4 を、前後方向 (厚み、奥行き)の位置関係においてオーバーラップさせつつ、

収容するよぅに構成される。尚、図で符号 413は外付け月のR 4はそのコネ

クタを示す。

００7０ 即ち、某板 4 412は液品パネル 4bよりも左側で だけ短くされ、そこにキヤッ

チスライド 4 と、それをその背後から噛み合い方向に押圧する板バネ (図示せず) と

、固定爪 dからなる嵌合機構のぅち、キヤソチスライド 4 と板バネが配置すると共

に、右側で だけ短くされ、そこにリリースレバー ０を収容するよぅに構成される。こ

のよぅに、前後方向 (厚み、奥行き)の位置関係においで液品パネル 4bにオーバー

ラップしてキヤソチスライド 4 と某板 4 412が収容される。



００7 1 図8と図9を参照してリリースレバー ０について説明を補足すると、前記した如く、

べ一スュニット ０の四部 ０bにはリリースレバー ０がスプリング を弾装された

キックレバー を介して配置される。リリースレバー ０は側面視 字状を呈し、その

先端側は図において下方に向けて後方に傾斜させられると共に、上端側 (べ一スュ
ニット ０側) にも上方に向けて後方に湾曲させられてフック が形成される。

００72 リリースレバー ０の先端側は上記のよぅに形成される結果、図8と図9に示す如く、

フロントパネルュニット 4がべ一スュニット ０に装若されるとき、フロントパネルュニッ
トケース 4aは、フック の高さ だけ (図で) 上方にずれ、壁面 4a がフック ０

を越えて図9に示す係止状態となるのを容易とする。

００73 尚、取り外しについては前記した如く、べ一スュニット ０に装若された状態でデタッ

チボタン 4 が押されると、そこを力点として人力された力はべ一スュニット ０に配置

されたデタッチノブ fを介してロックレバー ０cを移動させて固定爪 4 との嵌合が

解かれる。デタッチボタン 4 は、スプリング 4 で外方向に常時付勢される。

００74 また(図6において)左側のキヤソチスライド 4 はスプリングカで左側に付勢されて

べ一スュニット ０の固定爪 dと嵌合されているため、支点として作用するが、右側

が開放されてフロントパネルュニット 4が右方向に少し移動させられれば、べ一スュ
ニット ０との嵌合が解かれ、フロントパネルュニット 4をべ一スュニット ０から取り外

される。

００75 このとき、リリースレバー ０は作用点として機能し、フロントパネルュニット 4をべ

一スュニット ０から蹴りだすよぅに作用する。

００76 即ち、この実施例にあっては、ュ一ザによってデタッチボタン 4 がスプリング 4

に抗して押されるとき、その全ストローク (例えば5 とする) の適宜な位置、例えば3

、即ち、6０ f 近まで押されると、ロックレバー ０cと固定爪 4 との係合が解か

れ、リリースレバー ０が残りの2 に相当する距離だけスプリング 4 1を押し潰し

ながら、前方 (フロントパネルュニット 4をべ一スュニット ０から取り外す方向) に移

動するよぅに構成される。

００77 具体的にほ、キックレバー O を介してりリースレバー ０を前方 (取り外し方向) に

、デタッチボタン 4 の操作によっ



てへ一スユニノト ０とフロントパネルユニノト 4の間の係合か解かれたとき、フロント

パネルユニノト 4の側のテタノチホタン 4 のスプリンク 4 をさらに圧縮てきる強さ

に投定される。より具体的には、スプリンク 0 の付勢力は、テタノチホタン 4 のス

プリンク 4 よりも大きい、例えは3倍以上大きいように投定される。

００78 また、図 (およひ図6)から明らかな如く、フロントパネルユニノト 4において右側て

ロノクレハ一 ０cに係合する固定爪 4 の凹部 (あるいは肩部 ) 山の形成位置を、左

側てへ一スユニノト ０の固定爪 dと係合するキヤノチスライト 4 の配置位置よりも

奥側 (装若されたときへ一スユニノト ０側) とした、換言すれは図7において左右の形

成位置を相違させるように構成した。これにより、右側においてテタノチホタン 4 な

との配置か容易となると共に、フロントパネルユニノト 4とへ一スユニノト ０の若脱、

特にへ一スユニノト ０からの取り外しか容易となる。

００79 また、リリースレハ一 ０のフノク の高さ は、へ一スユニノトケース ０とフロン

トパネルユニノトケース 4aの離間距離 よりも 、さく形成されるため、離間距離 は

フノク の高さを超える隙間を持つこととなり、フロントパネルユニノト 4をへ一ス

ユニノト ０から取り外すのか容易にされる。

００8０ また、リリースレハ一 ０はロノクレハ一 ０cと移動方向か相違させられるのて、相

互に干渉することかなく、リリースレハ一 ０かフロントパネルユニノト 4を押し出す際

に両者の接触点にスレか生しることかない。

００8 1 尚、図8に破線て示す如く、リリースレハ一 ０の先端は ０bの内部にあり、凹状部

分 ０aを越えない、換言すれはリリースレハ一 ０は凹状部分 a より突出しないよ

うに構成されるのて、フロントパネルユニノト 4かへ一スユニノト ０に係合すると否と

を問わす、他の物に引っ掛かることかなく、邪魔になることかない。

００82 ここて、フロントパネルユニノト 4の重心について挽明する。図 ０(a) はフロントパ

ネルユニノト 4の側面図、図 ０(b)はその断面図、図 ０(c) は背面側の正面図てあ

る。

００83 図 ０(c) て符号 4 cは上下2個配置されるキヤノチスライト 4 の上下方向中心

線、符号 4 cは同様に上下2個配置される固定爪 4 の上下方向中心線、 4c は

フロントパネルユニノト 4の重心、 4 cはフロントパネルユニノト 4の左右方向中心



線である。図 ０(b) に示す如く、固定爪 4 の上下方向中心線は液品パネル 4bの

上下方向の中心線でもある。

００84 図 ０から明らかな如く、フロントパネルュニット 4の重心 4c は2種の上下にある

、左右方向に延びる中心線 4 c 4 cの間に位置、換言すれば重心 4c は中心

線 4 c 4 cに近接して位置するよぅに構成されることから、べ一スュニット ０に装

若されたとき、亜両 のどの方向から振れ(振動)を受けても、2種類の典なる中心線。

4 c 4 cにより、さらにキヤッチスライド 4 と固定爪 4 を段違いに配置したこと

により、回伝方向の動きが抑制され、安定した保持を維持することができる。

００85 また、図 ０(c) と図8の対比から明らかな如く、上下2個のキヤッチスライド 4 と固

定爪 4 のそれぞれのオーバーラップ呈 (前後方向長ぎは、図8に示す離間距離

より長く構成される。また、上下2個のキヤッチスライド 4 と固定爪 4 に嵌合される

、べ一スュニット ０側の上下2個の固定爪 dとロックレバー ０cのそれぞれのオー

バーラップ呈 (上 方向長刮も、図8に示す距離 より長く構成される。これにより、

フロントパネルュニット 4をべ一スュニット ０に確実に装着でき、さらにフロントパネ

ルュニット 4の取り外し時にも、フロントパネルュニット 4が安易に脱落することがな

００86 スロット 4 は、図 (あるいは図 および後述する図22) に示す如く、フロントパネ

ルュニット 4の液品パネル 4bの上部にその長辺側の上端と水平に、操作パネル部

に達する前の部位にまで形成され、フロントパネルュニット 4がべ一スュニット ０に

装若されたとき、スロット 4 とべ一スュニット ０の凹状部分 a に穿設された類似

形状のべ一ス側スロット a sを通してュ一ザによってC あるレソま (以下「C

」と総称 ) 2０が挿入可能なよぅに構成される。

００87 図 は、フロントパネルュニット 4が装若された状態のべ一スュニット ０の側面断

面図である。

００88 図示の如く、フロントパネルュニットケース 4aは背面側においてべ一スュニットケ

ース ０aの凹部 ０bに対応する部位で大きく突出して凹部 ０bに収容 自在とされると

共に、上部側を含む周囲側においてべ一スュニットケース ０aの残余の凹状部分 ０

a に対応して 、さく突出し、よってべ一スュニットケース ０aに装若されるよぅに形成



される。

００89 フロントパネルユニット 4に穿設されるスロット 4 は、後述する図22に良く示す如

く、正面視において中央が両端よりも僅かに膨られ形状を呈すると共に、側面視にお

いて、入口から内側に向けて緩やかに縮径する縮径部 4 と、それに続いてべ一

スユニット ０側に向けて緩やかに拡径する拡径部 4 2とから構成される。縮径部

4 は、フロントパネルユニットケース 4aの前側の壁面 4a に細み付けられる。

００9０ 縮径部 4 に連続する拡径部 4 2ほ、フロントパネルユニット 4がべ一スユニッ
ト ０に装若されるとき、凹状部分 a に収容され、凹状部分 a に穿設されるべ

一ス側スロット a s に近接するよぅに構成される。

００9 1 スロット 4 から挿入されるC 2０は、スロット 4 とべ一ス側スロット a sを通過し

た後、べ一スユニットケース ０aの凹部 ０bの残余の凹状部分 a からその後端に

向けて配置されるC (あるレソま )装置 ０に送られる。

００92 図示の如く、フロントパネルユニット 4に配置される前記した某板 4 412は高

さが比較的 、さく形成され、C 装置 (あるレ ま 装置) ０と干渉しないよぅに構

成される。尚、符号 ０ はべ一スユニット ０に配置される前記したマイクロコンピュ
ータが搭載される某板、符号 ０ 2はザブ某板である。

００93 また、符号 は地上デジタル放送受信用の増設モジュールであり、 ０ 2は交

通情報受信用の増設モジュールである。増設モジュール ０ 2は、最凹部 ０

b から抜き差し自在に配置される。

００94 また、フロントパネルユニット 4は、図5 (a) に関して示した例ではダッシュボードに

内藏されるべ一スユニット ０に装若されるとき、ダッシュボード のべ一スユニット ０

とフロントパネルユニット 4とを収容する凹部24は、フロントパネルユニットケース 4a

の壁面 4a の前面がダッシュボードの壁面 より長さ だけ内側に後退する位置と

なるよぅに形成される。

００95 ここで、縮径部 4 の幅Waは、拡径部 4 2の幅Wbよりも大きく形成されると共

に、フロントパネルユニットケース 4aの背面側カバーの前端面のぅち、縮径部 4

と接触する面に対し、外壁 4a と接触する面は、幅W。だけ前方に形成される。C

2０はC 装置 ０1からエジェクトされるとき、下方にある程度傾斜するが、かかる構成



によって傾斜程度を ０度以下に規制することかてきた。

００96 即ち、C 2０の傾斜程度を規制するには縮径部 4 の幅 aを可能な限り大きく

する必要かあるため、この実施例のあっては縮径部 4 を、外壁 4a とは別に設

けて外壁 4a に細み付け、それによって長さをW たけ延長するようにした。

００97 へ一ス側スロノト a s には繊維材からなるスクリーン(フラシ) ０a s sか設けられ、

外部から塵挨なとか侵入するのを防止する。また、拡径部 4 2に庫続するき日ィ立に

は開閉蓋 4 2 か左右2箇所に設けられ (図2) 、その開閉蓋 4 2 を開け、フロン

トパネルユニノト 4の背面側内部に着脱 自在に取り付けられる モシュール (B ue

oo h。2・45G zの電波を迭受信するモシュール) 4 と、同周波数帯域を使用する

無線モシュール 4 や、他の方式の無線モシュールを同様にユーザによって取り出

し可能に構成した。

００98 尚、図 ０(c) に示す如く、上下2個のキヤノチスライト 4 と固定爪 4 をスロノト 4

の下方に配置したのて、スペースを有効に活用することかてきる。

００99 また、 モシュール 4 あるいは無線モシュール 4 は、フロントパネルユニノトケ

ース 4 aの背面カハ一の凸部に形成される開閉蓋 4 2 を外してユーザによって上

方から挿入されるか、ユーザの挿入を容易にするため、図 に示す如く、背面カハ

一の拡径部 4 2の下部てへ一スユニノトの凹状部分 a に対面する部分を平面

にすると共に、その平面 4 22の延長線上に、 モシュール 4 あるいは無線モシ

ュール 4 を受けるコネクタか取り付けられる某板 4 を平行に配置したのて、同様

にスペースを有効に活用することかてきる。

０1００ 図 2はフロントパネルユニノト 4の上面断面図てある。同図から明らかな如く、開

閉蓋 4 2 か設けられる部分の上面に相当する前記した平面 4 22は、開閉蓋 4

2 か形成される位置て後方 (被品パネル 4bの方向) に後退させられ、背面カハ一

の凸部 (へ一スユニノト ０の凹部 ０bに嵌合する部分) の突出を減少させるようにし

た」０

０1０1 また、開閉蓋 4 2 か設けられる部分の左右方向の幅W2 は、拡径部 4 2の左

右開口端の幅W2より狭く形成されると共に、開閉蓋 4 2 はその幅W2内に配置さ

れる。これらによっても、同様にスペースを有効に活用することかてきる。



０1０2 また、先に図 と図2で示した通り、背面ヵバ一の山部 (べ一スユニット ０の四部 ０

bに嵌合する部分) は平坦面に形成されると共に、C 装置 ０の前面を覆う凹状部

分 a も平坦面に形成されることから、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット

0の中心からずれた位置から装若されるときも、それらの平坦面で一回受けてから取

り付けられるので、べ一スユニット ０の前面の四部 ０bにある部品に対して典なった

角度から強い力が加わることが少なくなり、それらの耐久性を高めることができる。

０1０3 図 3は図 を参照して前記したべ一スユニット ０aに設置されるコネクタ eの拡大

正面図、図 4はその部分拡大斜視図である。

０1０4 図 3に示す如く、コネクタ eは四部 ０bに穿設された満 ０b2 (図 ) の形状に相

似する横長の台座 e と、台座 e の上に配置された複数個の独立した電気接

点 ０e 2 ０e 22を備える。同区下部に示す如く、電気接点 ０e 2 と ０e 2 、お

よび ０e 22と ０e 22 は内部で接続される。

０1０5 電気接点 ０e 2 と ０e 22 はフロントパネルユニット 4のコネクタ 4 (図2) に接

続されると共に、電気接点 ０e 22と ０e 2 はべ一スユニット ０の内部機器に接続さ

れる。電気接点 ０e 2 の左右の接点 ０e 2 はグラウンド端子であり、残余の接点

０e 22 は通常の通信および電源用の接点である。

０1０6 図 3および図 4に示す如く、グラウンド接点 ０e 2 は通常の接点 ０e 22 に比

して相手方、即ち、フロントパネルユニット 4のコネクタ 4 と最初に接触するように

数 の距離だけ突出して配置される。

０1０7 次いで図3に示したクレイドルユニット 2の取付用アーム 6について説明する。

０1０8 図 (a) はクレイドルユニット (およびフロントパネルユニット 4)を取付用アーム

6に取り付けた状態を示す斜視図、図 b)はその部分側面断面図、図 6はクレ

イドルユニット (およびフロントパネルユニット 4)を取付用アーム 6から外した状

態を示す斜視図、図 6 (b)は外すときのその部分側面断面図である。

０1０9 図 (a) と図 6 (a) に示す如く、取付用アーム 6は、円柱状のアームユニット 6a

と、アームユニット 6aの上側部に取り付けられるアームホルダ 6bと、アームユニット

6 aの底部に取り付けられる取付パネル 6cと、クレイドルユニットケース 2aに取り

付けられるボタン 6dからなる。アームホルダ 6bは、クレイドルユニット 2を介してフ



ロントパネルユニット 4を中央位置付近において半分程度の高さで保持する。取付

パネル 6cは、粘着テープ (図示せず)などを介して亜両 のダッシュボード上に貼り

付けられて固定される。

０11０ 図 b と図 b に示す如く、クレイドルユニットケース 2aに取り付けられるボタ

ン 6dは、図において下方に延長されてレバー 6d が形成される。レバー 6d の

先端は、アームホルダ 6bに穿設された孔 6b に係合 自在とされ、係合されるとき、

図 b に示す如く、クレイドルユニットケース 2aは、アームホルダ 6bを介して取

付用アーム 6に保持される。

０111 ボタン 6dは、スプリング 6eにより図 b に示す取り付け位置に付勢されると共

に、ユーザによって押されると、スプリングカに抗して前進し、レバー 6d とアームホ

ルダ 6bの孔 6b との係合が解かれ、図 6 (a) に示す如く、クレイドルユニット 2は

上方にスライドされることにより、取付用アーム 6から取り外される。

０112 このようにクレイドルユニット 2は、アームホルダ 6bの孔 6b とボタン 6dとレバ

ー 6d とスプリング 6eからなる取付用アーム 6の若脱機構を介して亜両 のダッ

シュボード上に取り外し自在に固定される。

０113 次いで取付用アーム 6の回伝構造を説明する。

０114 図 a) (b)は図 5などに示すアームユニット 6aの構造を示す断面図である。ア

ームユニット 6aは、6個の力ムケース 6ac 6ac2 6ac3 6ac4 6ac5 6

ac6 (図22に示す)と、3個のスプリング 6as 6as2 6as3と、ノブ 6a とからな

り、同図 (a) に示す状態においてユーザによってノブ 6a が緩められると、同図 (b)

に示す状態となり、6個の力ムケースが開放されてクレイドルユニット (およびフロン

トパネルユニット 4)の軸X， ，Z回りの回伝が可能となる。図 8および図 9に軸X

， ，Zを示す。

０115 図2０(a) は軸X回りの回伝を示すアームユニット 6aの分解図、同図 (b)は軸X回り

の回伝を示す説明図である。同図 (a) に示す如く、力ムケース 6ac 6ac2 6ac

3， 6ac4の力ムにより、軸X回りのクレイドルユニット 2の回伝が可能となる。同図 (b

)はその回伝範囲を示す。

０116 図2 (a) は軸 回りの回伝を示すアームユニット 6aの分解図、同図 (b)は軸 回り



の回伝を示す脱明図てある。同図 (a) に示す如く、力ムケース a 6 ac 3 a c

5の力ムにより、軸 回りのクレイトルユニノト 2の回伝か可能となる。同図 (b)はその

回伝範囲を示す。

０117 図22 (a) は軸Z回りの回伝を示すアームユニノト 6 aの分解図、同図 (b)は軸Z回り

の回伝を示す脱明図てある。同図 (a) に示す如く、力ムケース 6ac2 6 ac4 a c

6の力ムにより、軸Z回りのクレイトルユニノト 2の回伝か可能となる。同図 (b)はその

回伝範囲を示す。

０118 上記の如く、クレイトルユニノト (およひフロントパネルユニノト 4)を軸X， ，Z回

りに回伝自在に構成したのて、タノシュホート上に取り付けたときも、図 9に示す如く

離間した位置にあり、ユーザかその操作、例えは、開閉蓋 2a を開閉して増設モシ

ュール なとを出し入れするのに支障となることかない。また、前記したようにクレ

イトルユニノト 2はフロントパネルユニノトケース 4 aより高さにおいて 、さレ亡とから

、ユーザの操作に支障となることか一屑少ない。

０119 図23はフロントパネルユニノト 4とへ一スユニノト ０の内部構成を示すフロノク図、

図24はフロントパネルユニノト 4とクレイトルユニノト 2の内部構成を示すフロノク図

てある。

０12０ 図23に示す如く、フロントパネルユニノト 4はマイクロコンピュータ ( 「ナヒマイコン」

とレぢ) を備えると共に、へ一スユニノト ０はマイクロコンピュータ ( 「システムマイコン」

とレぢ) を備える。また、図24に示す如く、クレイトルユニノト 2はマイクロコンピュータ

０12 1 へ一スユニノト ０はGPS (G oba os on ng s em)信号を受信するGPS 号受

信装置 ( 「GPS 」と示す) と、亜輪速センザ ( 「S P S」と示す) と、シヤイロセン

ザ ( 「シヤイロ」と示す) と、リハースキアスイノチ ( 「 S 」と示す) を備える。クレ

イトルユニノト 2はGPS 信号受信装置のみを備える。

０122 ナヒマイコンは、フロントパネルユニノト 4かへ一スユニノト ０に装若されるとき、G

S信号から得た位置清報を亜輪速センザとシヤイロセンザの出カて補正する自律

航怯に某ついて検出された位置に従ってナヒケーションを行う一方、クレイトルユ二



ット 2に装若されるとき、GPS 号から得た位置情報から検出される位置に従ってナ

ビゲーションを行ぅ。

０123 ここで、この実施例に係るナビゲーション装置における放電機構について説明する

と、図 に示す如く、べ一スュニット ０の凹部 ０bの下端にはコネクタ e に並んで

鋼材などの導電体からなるグラウンド端子 が複数個、より具体的には

2と2箇設けられる。

０124 図2に示す如く、フロントパネルュニット 4には対応する位置に、前記グラなンド拙

子と接触する接点 4 が複数個、より具体的には 4 4 2と2箇設けられる。グラ

ウンド端子 と接点 4 は、フロントパネルュニット 4の装着方向あるいは取り外し

方向に対して交差する方向、より具体的には横方向に並列して設けられる。

０125 図2 5はフロントパネルュニット 4が装若されたときのべ一スュニット ０を上方から

見た断面図、図26は図2 5に示すグラウンド端子 などの拡大図、図2 7はフロント

パネルュニット 4が装若されつつあるときのべ一スュニット ０を上方から見た断面図

、図28は図2 7に示すグラウンド端子 などの拡大図、図29は図2 5と同様、べ一ス

ュニット ０を上方から見た断面図、図3０は図2 9に示すべ一スュニット ０の正面図

である。

０126 図2 5と図2 7に示す如く、グラウンド端子 は某端側で鉄片などの導電体 に

固定されて電気的に接続されると共に、図2 7に良く示すよぅに先端側は凹部 ０bの

壁面から僅かに (例えば3 程度 ) 突出させられる。対応する接点 4 4 2はそ

れぞれ開孔 4 と、導電材から形成される板バネなどの弾性体 4 sと、弾性体バネ

4 sの両端を固定する固定部 4 fからなる。

０127 図26と図28に示す如く、装若されるとき、グラウンド端子 は開孔 4 に侵入し

て弾性体 4 sに接触する。弾性体 4 sは両端を固定部 4 fで固定されていること

から、内側 (フロントパネルュニット 4の内部側) に擁み、よってグラウンド端子 の

尖端に確実に接触するよぅに構成される。

０128 上記した構成において、ュ一ザが図2 5に示す装着状態からデタッチボタン 4凌
押してフロントパネルュニッ 4をべ一スュニッ Oから取り外そうとするとき、ュ一ザ

が静電気を帯電していたとすると、それは接点 4 からグラウンド端子 を介して導



電体 に伝えられ、導電体 に放電される。

０129 その場合、先に述べたように図2 7において左方のキヤソチスライド 4 に係合する

固定爪 dが支点として機能する結果、右側のグラウンド端子 ０ 2が接点 4 2から

外れても、左側のグラウンド端子 はある角度、即ち、コネクタ e とコネクタ 4

との接触が解かれた後まで接点 4 と接触し続けるので、ユーザが帯電していた静

電気は確実に導電体 に放電され、コネクタ eあるいは増設モジュール

０ 2に放電されることがない。

０13０ また、グラウンド端子 はコネクタ eあるいは増設モジュール ０ 2に近

接して位置するので、それらへの放電を効果的に予防することができる。さらに、増

設モジュール ０ 2は最凹部 b から挿入自在に配置されるので、一屑内

側に位置することとなり、増設モジュール ０ 2への放電を一屑効果的に予

防することができる。

０13 1 さらに、グラウンド端子 ０ (と接点 4 )を2個としたので、ユーザに帯電した静電気

を確実に放電することができる。尚、グラウンド端子 ０ (と接点 4 )の個数はそれに

限られるものではなく、 個であっても良く、あるレ ま3個以上であっても良い。

０132 また、図29に示す如く、グラウンド端子 の突出呈は、矩形で広い面を持つコネ

クタ eの突出呈より 、さく形成され、よってコネクタ eがフロントパネルユニット 4

の接点と接触するときに支障となることがない。

０133 また、図3０に示す如く、グラウンド端子 はコネクタ eよりも上下方向において

僅かのオフセットをもって配置される。

０134 第 実施例においては、上記の丸く、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピ

ュータを少なくとも有するべ一スユニット ０と、べ一スユニットに着脱 自在であると共

に、地図データを表示するディスプレイ(液品パネル) 4bと地図データ上に測位され

た亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なく

とも有するフロントパネルユニット 4を備えたナビゲーション装置において、フロントパ

ネルユニット 4の前面をべ一スユニット ０の若脱面と同大に構成すると共に、フロン

トパネルユニット 4の横方向の長さの7０ 以上、具体的にはフロントパネルユニット

4の横方向と縦方向の長さの7０ 以上を前記液品パネル 4bとした。



０135 即ち、図7に示す如く、フロントパネルユニット 4の横方向の長さを fとし、液品パ

ネル 4bの同じ方向の長さを とするとき、 が fの7０ 以上、より具体的に

は7 2 程度となるようにした。また、図 に示す如く、フロントパネルユニット 4の縦

方向の長さを fとし、液品パネル 4bの同じ方向の長さを とするとき、 が

fの7０ 以上、より具体的には7 2 程度とした。従って、面積比で示せば、フロントパ

ネルユニット 4の前面の面積の半分以上、より正確には前記前面の面積の5 2 8

を液品パネル 4bとした。

０136 これにより、ナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを有するフロントパネ

ルユニット 4をべ一スユニット ０から着脱可能に構成して使い勝手の良さを上げるこ

とができると共に、フロントパネルユニット 4に形成される液品パネル (ディスプレイ)

4 の大きさ (面積 ) を増加させることができ、視認性を上げることができる。

０137 また、フロントパネルユニット 4の前面の日的地入カスイッチ 4cなどが配置される

右側に、フロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外すためのユーザの

操作 自在なデタッチボタン(着脱ボタン) 4 を配置すると共に、デタッチボタン 4 に

よって取り外し方向に移動可能なロックレバー ０cを、液品パネル 4bの横方向に直

交する縦方向に複数個、具体的には2個配置する如く構成したので、上記した効果

に加え、上記した効果に加え、フロントパネルユニット 4の若脱の容易性を保ちなが

砧液品パネル 4bの面積を増加させることができる。

０138 また、フロントパネルユニット 4の若脱が容易となると共に、液品パネル 4bの大き

さを増加させるときも、フロントパネルユニット 4を安定に把持しつつ、べ一スユニット

０に容易に装着 (係合 )することができる。

０139 また、液品パネル 4bがフロントパネルユニット 4の前面において横方向にオフセ

ットされると共に、デタッチボタン 4 をオフセットされる方向と逆方向に配置し、スプリ

ング 4 によってフロントパネルユニット 4の前面に向けて付勢させる如く構成した

ので、上記した効果に加え、ユーザによってデタッチボタン 4 が操作されるまでフロ

ントパネルユニット 4をべ一スユニット ０に確実に保持できると共に、操作されると容

易に取り外すことができる。

０14０ また、液品パネル 4bがフロントパネルユニット 4の前面において横方向にオフセ



ットされると共に、デタッチボタン 4 をオフセットされる方向と逆方向に配置するよぅ

に構成したことで、液品パネル 4bが大きくなった分フロントパネルュニット 4の重呈

が増したとしても、液品パネル 4bから離れた側にデタッチボタン 4 とそのスプリング

4 が配置されるので、例えばフロントパネルュニット 4をべ一スュニット ０から押し

出すよぅに作用するリリースレバー ０のスプリング との力関係を調整、具体的

にはそれより性かに弱い設定にすることで、良好な操作感を与えることも可能となる。

０141 また、フロントパネルュニット 4に配置される固定爪 4 と、フロントパネルュニット

4と係合すると何とに関わらず、固定爪 4 と係全 自在にべ一スュニット ０の前面の

四部 ０bに位置させられるロックレバー ０cを備えると共に、デタッチボタン 4 はロッ

クレバー ０cを移動させて固定爪 4 との嵌合を解くことでフロントパネルュニット 4

をべ一スュニット ０から取り外させる如く構成したので、上記した効果に加え、同様

にュ一ザによってデタッチボタン 4 が操作されるまでフロントパネルュニット 4をべ

一スュニット ０に確実に保持できると共に、操作されると容易に取り外すことができる

０142 また、ロックレバー ０cが、フロントパネルュニット 4と係合すると何とに関わらず、

べ一スュニット ０の四部 ０bに位置させられる、換言すれば突出しないよぅに構成さ

れることで、着脱操作のとき、他の物に引っ掛って破損するおそれがない。

０143 また、フロントパネルュニット 4と係合すると何とに関わらず、べ一スュニットの ０前

面の四部 ０bに位置させられると共に、フロントパネルュニット 4をべ一スュニット ０

から取り外す方向に作用するリリースレバー ０ と、リリースレバー ０を取り外す方

向に付勢するリリースレバー ０のスプリング を備える如く構成したので、上記し

た効果に加え、リリースレバー ０を介することで、フロントパネルュニット 4をべ一ス

ュニット ０から一屑確実かつ容易に取り外すことができる。

０144 また、リリースレバー ０が、フロントパネルュニット 4と係合すると何とに関わらず、

べ一スュニット ０の四部 ０bに位置させられる、換言すれば突出しないよぅに構成さ

れることで、着脱操作のとき、他の物に引っ掛って破損するおそれがない。

０145 また、べ一スュニット ０においで液品パネル 4の縦方向に複数個、具体的には2

個配置されたロックレバー ０cのぅち、デタッチボタン 4 から遠い側に配置された口



ックレバー ０cの付近にリリースレバー ０ とリリースレバースプリング を備えると

共に、リリースレバー 4 のスプリング は、デタッチボタン 4 の操作によってフロ

ントパネルユニット 4とべ一スユニット ０の係合が解かれるとき、デタッチボタン 4

のスプリング 4 をさらに圧縮できる押圧力に設定される如く構成したので、上記し

た効果に加え、フロントパネルユニット 4のデタッチボタン側が力点、フロントパネル

ユニット 4の他端が支点として作用するとき、リリースレバー ０を作用点とすること

ができ、よってフロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から一屑確実かつ容易に

取り外すことができる。

０146 また、リリースレバー ０が液品パネル 4bの縦方向に複数個配置されたロックレバ

ーの ０c うち、着脱ボタンから遠い側に配置されたロックレバー ０cの付近に配置す

ることで、フロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外すのが一屑容易と

なる。

０147 また、ロックレバー ０cとリリースレバー ０は移動方向が相違させられると共に、リ

リースレバー ０のスプリング の押圧力がデタッチボタン 4 のスプリング 4 の

それよりも大きく設定される如く構成したので、上記した効果に加え、同様にフロント

パネルユニット 4をべ一スユニット ０から一屑確実かつ容易に取り外すことができる

０148 また、ロックレバー ０cとリリースレバー ０の移動方向が相違させられることで、リリ

ースレバー ０がフロントパネルユニット 4を押し出す際に両者の接触点にずれが

生じることがないので、フロントパネルユニット 4を安定して押し出すことができる。

０149 また、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一ス

ユニット ０と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示する

ディスプレイ(液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を

表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロン

トパネルユニット 4を備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニッ
ト 4の前面の例部の一方に着脱ボタン(デタッチボタン) 4 を配置すると共に、前記

べ一スユニットの、前記着脱ボタンの配置位置に対応する位置に可動爪 (ロソクレバ

ー ０c )を配置し、さらに前記フロントパネルユニットケース 4 aに前記可動爪を受け



る凹部 を形成するように構成したので、上記した効果に加え、

ット 4をべ一スユニット ０に簡易な機構で固定することができる。

０15０ また、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一ス

ユニット ０と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示する

ディスプレイ(液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を

表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロン

トパネルユニット 4を備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニッ
ト 4を固定保持する可動爪 (ロソクレバー ０c 、キヤソチスライド 4 )を両側部に設

けるようにしたので、簡易な機構でありながら、どのような方向からでもフロントパネル

ユニット 4をべ一スユニット ０に取り付けることができる。

０15 1 また、前記可動爪の一方 (ロソクレバー ０c ) は前記着脱ボタン 4 の動作を受けて

べ一スユニット ０の方向の移動のみを許容すると共に、他方 (キヤソチスライド 4 )

は固定方向に付勢されるように構成される。

０152 また、前記フロントパネルユニット 4は上方から見て背面が突出すると共に、左側

の壁部 4 1と右の壁部 4 がべ一スユニット ０の四部 ０bの側壁に対応して全体

として台形形状に構成されるので、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット ０に装

若されるとき、べ一スユニット ０の方向への移動をガイドして装着を容易にする。

０153 また、フロントパネルユニット 4において液品パネル 4bの後方に配置される某板 (

4 4 12 )を液品パネル 4bよりも左右方向の長さを小さくし、よって生じたスペー

スにフロントパネルユニット 4のキヤソチスライド 4 を収容するように構成したので、

簡易な構造でありながら、キヤソチスライド 4 などをフロントパネルユニット 4の前面

に近づけることができ、固定部分を重心位置に近づけることができるので、振動に対

してフロントパネルユニット 4の回転方向の動きを抑制することができる。さらに、フロ

ントパネルユニット 4に増設ユニットを設けるのが容易となる。

０154 また、図8で示した の幅より、キヤソチスライド 4 と固定爪 dのラップ幅の方が

広くなるように構成したので、フロントパネルユニット 4とべ一スユニット 5が独りでに

外れることがない。

０155 また、べ一スユニット ０において可動爪 (ロソクレバー ０c ) が配置される位置の内



側に、フロントパネルユニット 4の取出し時に、フロントパネルユニット 4を取り外し

方向に蹴り出すキックレバー を配置したので、フロントパネルユニット 4の背面の

某板収納空間を広くとることができ、回路設計の自由度を増加させることができる。

０156 また、キックレバー ０を可動爪の付近に配置すれば、反対側の固定部分を支点に

することができ、少ない力でフロントパネルユニット 4を取り外す方向に移動させるこ

とができる。

０157 また、スロット 4 は、フロントパネルユニット 4の液品パネル 4bの上部にその長

辺の上端と水平に形成され、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット ０に装若さ

れたとき、そこからユーザによってC 2０が挿入自在に構成されると共に、フロントパ

ネルユニットケース 4 aは背面側の上部において 、さく突出し、べ一スユニットケース

０aの残余の凹状部分 a に収容 自在なように形成されるように構成したので、前

方のィヒ粧部分などが不要となってフロントパネルユニット 4のスロット 4 付近の奥

行きが 、さくなり、その結果、C 2０の挿入や排出が安定すると共に、フロントパネル

ユニット 4の剛性を高めることができる。

０158 また、取付用アーム 6は、アームユニット 6 aと、アームユニット 6 aの例部に取り

付けられるアームホルダ 6bと、アームユニット 6 aの底部に取り付けられる取付パネ

ル 6 cと、クレイドルユニットケース 2aに取り付けられるボタン 6 dからなると共に、ク

レイドルユニット 2を介してアームホルダ 6bでフロントパネルユニット 4を中央位置

付近において半分程度の高さで保持するように構成した。

０159 図 9に示す如く、亜両のフロントウインドウは後方 (座席側) に向かって傾いている

が、アームホルダをこのように構成することで、亜両 のダッシュボードに固定するの

が容易となると共に、フロントパネルユニット 4、クレイドルユニット 2、取付用アーム

6の順で段階的に高さが減少するようになるため、増設モジュール を抜き差し

する場合などユーザの操作に支障となることが一屑少ない。

０16０ また、アームホルダ 6bは、アームホルダ 6bの孔 6b とボタン 6 dとレバー 6 d

とスプリング 6 eからなる取付用アーム 6の若脱機構を介して亜両 のダッシュボー

ドに取り外し自在に固定されるように構成したので、着脱が容易となる。

０16 1 また、アームユニット 6 aは複数個の力ムケースを備えて軸X， ，Z回りの回転が可



能となるように構成されるので、視覚性が向上する。

０162 また、コネクタ eは、グラウンド接点 ０e 2 が通常の接点 ０e 22 に比して相手

方、即ち、フロントパネルユニットのコネクタと最初に接触するように突出して配置され

るように構成したので、接続される電子回路が保護されると共に、その動作が安定す

る。また、べ一スユニット ０の四部 ０bに中央からオフセット位置に配置されるので、

着脱時、グラウンド接点が最初に接触あるいは最後まで接触することとなり、同様に

電子回路の動作を安定させることができる。

０163 また、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一ス

ユニット ０と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示する

ディスプレイ(液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を

表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロン

トパネルユニット 4を備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニッ
トと前記べ一スユニットの一方にグラウンド端子 を設けると共に、他方に前記グラ

ウンド端子 に接触される接点 4 を設けるように構成したので、ユーザがフロント

パネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外そうとするとき、ユーザが静電気を帯

電していたとすると、それは接点 4 からグラウンド端子 を介して放電、より具体

的には導電体 に伝えられて導電体 に放電される。

０164 また、前記接点 4 が弾性体からなる如く構成したので、グラウンド端子 に確実

に接触して放電することができる。

０165 また、前記グラウンド端子 と前記接点を複数個設けるように構成したので、一つ

のグラウンド端子 ０ 2が接点 4 2から外れても、他のグラウンド端子 はある角

度までは接点 4 と接触し続けるので、ユーザが帯電していた静電気は確実に導

電体 に放電される。

０166 また、グラウンド端子 はコネクタ eあるいは増設モジュール ０ 2に近

接して位置するように構成したので、それらへの放電を効果的に予防することができ

る。

実施例 2

０167 図3 はこの発明の第2実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で



示す斜視図、図3 2は図3 からフロントパネルユニット 4を取り外した状態の正面図

、図3 3ほ図3 2の説明横断面図である。

０168 図5および図 などに示す第 実施例と相違する点に焦点をおいて説明すると、第

2実施例にあっては、図3 2に示すようにべ一スユニット ０はダッシュボード に形成

された矩形状の四部24の内部に完全に埋没するように収容されると共に、フロントパ

ネルユニット 4が装若されたとき、図3 に示すようにフロントパネルユニット 4 、より

具体的にはフロントパネルユニットケース 4 aは上部がダッシュボード の壁面 か
ら突出するように構成される。

０169 即ち、べ一スユニット ０が亜両の連転席のダッシュボード に固定 自在、より具体

的にはダッシュボード に形成された凹部24に収容されてダッシュボード に固定日

在であると共に、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット ０に装若された装着位

置にあるとき、フロントパネルユニット 4の一部 (上部) が側面視においてダッシュボ

ード の壁面 (面) より逆転席に位置するユーザの方向に突出するように構成され

る。これにより、ナビゲーション装置としての外観を犠牲にすることなく、べ一スユニット

０に対するフロントパネルユニット 4の若脱の自在性を向上させることができる。

０17０ また、ダッシュボード に形成された凹部24の両側面24s は、図 と図 に示す

如く、フロントパネルユニット 4、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4 aの

側面と平行ではなく、上面視において開口側に向けて広がるように形成、より正確に

はテ一パ状に形成される。尚、前面24f はフロントパネルユニットケース 4 aの底面と

平行に形成される。

０17 1 尚、図3 2などで符号26はェアコンディショナの吹き出し口、2 はその風呈調整ダ

イアル、3０ほその操作パネル、3 2 その温度調整ダイアル、34 ハザード点灯スイ

、ソチである。

０172 このように、四部24においてフロントパネルユニット 4、より具体的にはそのケース

4 aなどとの間に間隙24 が設けられると共に、上部側では図3 に示す如く、フロン

トパネルユニットケース 4 aがダッシュボード の壁面 から半分以上突出しつつ下

方に向かって徐々に壁面 と側面視で重なり合い、最下部では図3 に示すように

四部24 に全て沈み込む一方、フロントパネルユニット 4が取り外し状態にあっては、



右側の最上部は全て凹部24と側面視で重ならない程度に前方に移動するように構

成したことから、ユーザがフロントパネルユニットケース 4 aを手で把持し、べ一スユニ

ット ０に装着したり、それから取り外したりするのが容易となる。

０173 即ち、ユーザによるデタッチボタン 4 の操作に応じてフロントパネルユニット 4が

装着位置から取り外し位置に移動させられたとき、フロントパネルユニット 4の下部 (

一部 ) が凹部24の内部にあるように構成したので、フロントパネルユニット 4の下部

を凹部24の内部に残すことで、フロントパネルユニット 4の不用意な脱落を防止でき

ると共に、残部、即ち、最上部などを凹部24から突出させることでユーザが把持して

取り外すのが容易となり、フロントパネルユニット 4の若脱の自在性を一屑向上させ

ることができる。尚、側面24s は上面視において開口側に広がれば良いので、テ一パ

状に限らず、湾曲状などであっても良い。

０174 また、フロントパネルユニット 4の最下部は少なくとも壁面 と一部が側面視で重

なりが残る程度となるように壁面 の深さを設定すると共に、前面24f を水平な面と

したことから、フロントパネルユニット 4が安易かつ不用意に外れるのが防止できる。

さらに、フロントパネルユニット 4の前面右側のスイッチ類に関しては、目的地入カス

イッチ 4c、現在地入カスイッチ 4 dなど、使用頻度が高い、あるいは重要なスイッチ

をそこに配置すると共に、壁面 より突出させたことで、スイッチ類の操作にあたっ
て壁面 が邪魔になることがないと共に、使い勝手の良さも上げることができる。

０175 このように、フロントパネルユニット 4がべ一スユニット ０に装若される装着位置に

あるとき、フロントパネルユニット 4の上部 (最上部 ) は側面視においてダッシュボード

の壁面 よりユーザの方向に突出する一方、ユーザの操作 自在に設けられたデ

タッチボタン 4 を側面視において凹部24の内部に位置するフロントパネルユニット

4の下部に配置するようにした。

０176 また、ジヤック 4 e 4 あるいはデタッチボタン 4 は壁面 で囲われることから、

ジヤック 4 eなどに無理な力が加わることが少なく、フロントパネルユニット 4の下部

近くにェアコンディショナの風呈ダイアル28、操作パネル3０などの操作機器が配置

されるような構造であっても、不用意な操作を防止することができる。残余の構成は第

実施例と典ならない。



０177 第2実施例においては、上記の丸く、亜両のダッシュボード に形成された凹部24

に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニット ０と

、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイ(

液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナ

ビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニ

ット 4を備えたナビゲーション装置あるいはナビゲーション装置の取付構造において

、前記フロントパネルユニット 4の前面を前記べ一スユニット ０の若脱面と同大に構

成すると共に、前記ダッシュボード に形成された凹部24は、前記べ一スユニット ０

に取り付けられるとき、前記フロントパネルユニット 4が前記ダッシュボード の壁面

からその一部、より具体的には上部を側面視において突出させる如く構成したの

で、第 実施例で述べた効果に加え、ユーザがフロントパネルユニット 4をべ一スユ

ニット ０に装着したり、それから取り外したりするのが容易となる。

０178 さらに、前記凹部24は側面245が上面視において開口側に広がるよぅに形成、より

具体的にはテ一パ状に形成されるので、ユーザがフロントパネルユニット 4をべ一ス

ユニット ０に装着したり、それから取り外したりするのが一屑容易となる。

０179 第2実施例にあっては、また、亜両の連転席のダッシュボード に固定 自在である

べ一スユニット ０と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表

示するディスプレイ(液品パネル) 4bを有するフロントパネルユニット 4と、前記地図

データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマ

イクロコンピュータ (ナビマイコン) とを備えたナビゲーション装置において、前記フロ

ントパネルユニット 4が前記べ一スユニット ０に装若された装着位置にあるとき、前

記フロントパネルユニット 4の一部が側面視において前記ダッシュボード の面 (壁

面 )より前記逆転席に位置するユーザの方向に突出するよぅに構成したので、ナ

ビゲーション装置としての外観性を犠牲にすることなく、べ一スユニット ０に対するフ

ロントパネルユニット 4の若脱の自在性を向上させることができる。

０18０ また、前記べ一スユニット ０が前記ダッシュボード に形成された凹部24に収容さ

れて前記ダッシュボード に固定 自在であると共に、ユーザによる着脱機構の若脱ボ

タン(デタッチボタン) 4 の操作に応じ、前記フロントパネルユニット 4が前記装着位



置から取り外し位置に移動させられたとき、前記フロントパネルユニット 4の一部が側

面視において前記凹部24の内部にあるように構成したので、上記した効果に加え、

フロントパネルユニット 4の一部を凹部24の内部に残すことでフロントパネルユニット

4の不用意な脱落を防止できると共に、残部を凹部24から突出させることで、ユー

ザが把持して取り外すのが容易となり、フロントパネルユニット 4の若脱の自在性を

一屑向上させることができる。

０181 また、前記べ一スユニット ０が前記ダッシュボード に穿設された凹部24に収容さ

れて前記ダッシュボード に固定 自在であると共に、前記フロントパネルユニット 4が

前記装着位置にあるとき、前記フロントパネルユニット 4の上部が側面視において前

記ダッシュボード の面 (壁面 )よりユーザの方向に突出する一方、ユーザの操作

自在に設けられた、前記フロントパネルユニット 4を前記装着位置から取り外し位置

に移動させる着脱機構の若脱ボタン(デタッチボタン) 4 を、側面視において前記凹

部の24内部に位置する前記フロントパネルユニット2 5の下部に配置するように構成

したので、上記した効果に加え、着脱ボタン(デタッチボタン) 4 を凹部24の内部に

位置させたことで誤操作を防止できてフロントパネルユニット 4の不用意な脱落を防

止することができる。また、フロントパネルユニット 4の上部をダッシュボード の壁面

より突出させることで、使用頻度が高い、あるいは重要なスイッチをそこに配置し

て使い勝手の良さを上げることも可能となる。

実施例 3

０182 図34はこの発明の第3実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で

示す斜視図、図3 5はその状態からフロントパネルユニット 4を取り外したときの正面

図、図3 6と図3 7は同様に亜両に搭載した状態で示す斜視図、図3 8は図34などに

示すフロントパネルユニット 4、べ一スユニット ０、ダッシュボード と後述するアッパ

ーカバーとの相関を示す説明図である。

０183 従前の実施例と相違する点に焦点をおいて説明すると、第3実施例にあっては、図

34 に示すような側面視において緩慢に傾斜するダッシュボード に形成された、図3

5に示す収容部3 8の内部にべ一スユニット ０を収容すると共に、べ一スユニット ０

より具体的にはべ一スユニットケース ０aの開口付近までを化粧パネル4０で囲むよう



にした。

０184 化粧パネル4０の開口端はべ一スユニットケース ０aの開口端と同一にされる。従っ
て、べ一スユニット ０にフロントパネルユニット 4が装若されたとき、フロントパネルユ

ニット 4、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4 aは図34 に示す如く、化粧

パネル4０から側面視において突出する。

０185 収容部3 8の上方にはアッパーカバー4 2が設けられる。図34と図3 5に示す如く、ア

ッパーカバー4 2ほ上面視においてフロントパネルユニット 4の前拙を越えて逆転席

(図示せず) に延びると共に、幅方向においてもフロントパネルユニット 4、より具体

的にはフロントパネルユニットケース 4 aのそれよりも大きいように形成される。

０186 ユーザによってフロントパネルユニット 4のデタッチボタン 4 が押され、図3 6と図3

7に示す如く、フロントパネルユニット 4がユーザに把持されるとき、アッパーカバー4

2とフロントパネルユニット 4の間にはユーザの指が入る大きさの間隙42a が形成さ

れる。また、図3 8に示す如く、フロントパネルユニット 4の下部には、ユーザの指が

入る程度の間隙 ac が形成される。

０187 より具体的には、図3 8に示す如く、アッパーカバー4 2の下面はフロントパネルユニ

ット 4、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4 aから開口側に向かって徐々

に離間し、その離間距離 a も開口側に向かって拡大、換言すれば間隙42a も拡大

するように形成される。

０188 尚、図8を参照して先に説明したようにフロントパネルユニット 4がべ一スユニット

0から取り外されるとき、リリースレバー ０のフック ０ の高さ を少なくとも超えて

上方にフロントパネルユニット 4を移動させる必要があるが、離間距離 a は、フロン

トパネルユニットケース 4 aの前端付近にあっても、その高さ とユーザの指を十分に

超える大きさに形成される。

０189 さらに、図3 5に示すようにアッパーカバー4 2は両端側が中央に比して低い山形に

形成されると共に、図3 6、図3 8に示すようにフロントパネルユニット 4が取り外された

状態にあっては、右側の角がアッパーカバー4 2と上面視で少なくとも一部は重なる

程度にアッパーカバー4 2を突出させている。

０19０ 第3実施例にあっては、図3 8に示す如く、水平面に対してべ一スユニット ０の取り



付け角度 s は僅かに上方に傾き、タノシュホート のフロントパネルユニノト 4の

直下の平面は僅かに下方に s3たけ傾き、さらに変曲点より先のタノシュホート は

より下方に s4たけ傾き、傾きの大きい面の先に 、適信、ナヒケーションなとの制

御用のスイノチあるいはタイアル (符号4 3て示す) を配置した。

０19 1 また、アノパーカハ一4 2の上方への傾き s2は s より大きく、それらの角度は s

3く s く s2く s4の順とした。尚、変曲点位置より性かに前方か、フロントパネル

ユニノト 4か取り外される位置てある。尚、図3 8において線 cは、テタノチホタ

ン 4 か押されてフロントパネルユニノト 4かへ一スユニノト ０から蹴り出された取り

外し位置にあるときの、フロントパネルユニノト 4の前端を示す線てある。それを考慮

し、湾曲形状を呈するアノパーカハ一4 2の最前端42c の某端42d (湾曲開始点。フ

ロントパネルユニノト 4の右端相当き日ィ立)からの突出度合いを決定した。第3実施例

の残余の構成は、従前の実施例と典ならない。

０192 第3実施例においては、上記の如く、亜両のタノシュホート に形成された収容部3

8に収容 自在てあると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するへ一スユニノト ０

と、前記へ一スユニノトに着脱 自在てあると共に、地図テータを表示するテイスプレイ

(被品パネル) 4bと前記地図テータ上に側位された前記亜両の位置を表示させる

ナヒケーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユ

ニノト 4を備えたナヒケーション装置あるいはナヒケーション装置の取付構造におい
て、前記フロントパネルユニノト 4の前面を前記へ一スユニノト ０の若脱面と同大に

構成すると共に、前記タノシュホート に形成された収容部28の上部に上面視にお

いてフロントパネルユニノト 4の前端を越えて庫伝席に延ひるアノパーカハ一4 2を

設ける如く構成したのて、第 実施例て述へた効果に加え、フロントパネルユニノト 4

の被品パネル 4bに外光なとか写りこむのを防止することかてきると共に、フロントパ

ネルユニノト 4を取り外すときにユーザの指のカイトにもなり、取り外しか容易となる。

さらに、アノパーカハ一4 2は上部に設けたのて、両側面と下面は自由となり、比較的

大柄なユーザても容易にフロントパネルユニノト 4をへ一スユニノト ０に装着したり、

それから取り外したりすることかてきる。

０193 さらに、アノパーカハ一4 2とフロントパネルユニノト 4の間にはユーザの指か入る



大きさの間隙42a が形成されるようにしたので、取り外しが一屑容易となると共に、間

隙42a は開口側に向かって拡大するように形成されるので、取り外しがなお一屑容易

となる。

実施例 4

０194 図3 9 (a) はこの発明の第4実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状

態で示す斜視図、(b) はフロントパネルユニット 4の下端付近の四部の側面図であ

る。

０195 第4実施例は2段水平面を持つダッシュボード に形成された収容部44の内部に

収容されたべ一スユニット (図示せず) にフロントパネルユニット 4を装着すると共

に、フロントパネルユニット 4を側面視において亜両進行方向に向けて大きく傾斜さ

せつつ、フロントパネルユニット 4の下端を下げ、フロントパネルユニット 4の上方へ

の突出を可能な限り回避するようにした。

０196 第3実施例と同様、べ一スユニット ０、より具体的にはべ一スユニットケース ０a (図

示せず) の開口付近までを化粧パネル4０で囲むと共に、化粧パネル4０の開口端は

べ一スユニットケース ０aのそれとほぼ同一にされるように構成した。べ一スユニット

0にフロントパネルユニット 4が装若されたとき、フロントパネルユニット 4、より具体

的にはフロントパネルユニットケース 4 aは図示の丸く、化粧パネル4０から側面視に

おいて突出する。

０197 ダッシュボード にはフロントパネルユニット 4の下部において凹部4 8が形成され

、フロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外すとき、ユーザが指を入れ

ることができるようにされる。

０198 尚、同図 (b) に示す如く、四部4 8の縁はフロントパネルユニット 4の角部を超えて

デタッチボタン 4 の中程の高さにされるが、同図に想像線で示す如く、デタッチボタ

ン 4 の上端付近の高さとしても良い。要は、それを超えてジヤック 4 e ( 4f) にケー

ブルを差し込むのに支障となる高さ以下であれば良い。尚、残余の構成は従前の実

施例と典ならない。符号 4 はデタッチボタン 4 のストローク幅を示す。

０199 第4実施例においては、上記の丸く、亜両のダッシュボード に形成された収容部4

4に収容 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニット ０



と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイ

(液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させる

ナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユ

ニット 4を備えたナビゲーション装置あるいはナビゲーション装置の取付構造におい
て、前記フロントパネルユニット 4の前面を前記べ一スユニット ０の若脱面と同大に

構成すると共に、前記ダッシュボード に凹部を形成する如く構成したので、第 実

施例で述べた効果に加え、フロントパネルユニット 4の取り外しが容易となる。

０2００ 尚、第4実施例においてフロントパネルユニット 4の下端にあるデタッチボタン 4

の少なくとも一部を凹部4 8の内部まで下げ、フロントパネルユニット 4の上方への矢

出をさらに回避するようにし、さらにデタッチボタン 4 の誤操作を防止するようにして

も良い。

実施例 5

０2０1 図4０はこの発明の第5実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で

示す斜視図、図4 はその状態の正面図である。

０2０2 第5実施例は取り外し可能な化粧パネル5０を設け、それをダッシュボード に取り

付けるようにした。

０2０3 図4０に示す如く、ィヒ粧パネル5０はべ一スユニット ０、より具体的にはべ一スユニッ
トケース ０a (図示せず) の開口付近を越え、フロントパネルユニット 4、より具体的に

はフロントパネルユニットケース 4aまでを部分的に囲むように形成される。従って、

第5実施例にあっては、図4０に示す如く、側面視においてフロントパネルユニット 4

のィヒ粧パネル5０からの突出感が低減するように構成される。

０2０4 ダッシュボード にはフロントパネルユニット 4の下部において傾斜部 52が形成さ

れ、フロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外すとき、ユーザが指を入

れることができるようにされる。残余の構成は第2実施例と典ならない。

０2０5 尚、スロット 4 と目的地入カスイッチ 4cはフロントパネルユニット 4の最上部に

配置されており、現在地入カスイッチ 4dが配置されるフロントパネルユニット 4の上

部はダッシュボード より突出させられる。尚、符号 4dd はボリュームスイッチを示す



０2０6 第5実施例においては、上記の如く、亜両のタソシュホート に収容 自在てあると

共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するへ一スユニソト ０と、前記へ一スユニソ

トに着脱 自在てあると共に、地図データを表示するディスプレイ(被品パネル) 4bと

前記地図データ上に側位された前記亜両の位置を表示させるナヒケーション機能を

奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニソト 4を備えたナヒ

ケーション装置あるいはナヒケーション装置の取付構造において、前記フロントパネ

ルユニソト 4の前面を前記へ一スユニソト ０の若脱面と同大に構成すると共に、前

記タソシュホート に取り外し可能てあると共に、前記へ一スユニソト ０に前記フロン

トパネルユニソト 4か装若されるとき、前記フロントパネルユニソト 4を部分的に囲む

化粧パネル5０を設け、前記ィヒ粧パネル5０を介して前記タソシュホート に収容する

如く構成したのて、第 実施例て述へた効果に加え、夜間にスピートメータなとの、

走行時に必要な表示装置の光か回り込まないように、その表示装置よりユーザ側に

せり出すようにフロントパネルユニソト 4を配置することて、フロントパネルユニソト 4

を凹部に深く収容するようにレイアウトする必要かなく、フロントパネルユニソト 4の取

り外しに必要な傾斜部 52を長く設ける必要もなくなると共に、突出感を低減すること

かてきる。

実施例 6

０2０7 図4 2はこの発明の第6実施例に係るナヒケーション装置を亜両に搭載した状態て

示す正面図てある。

０2０8 第6実施例は、上記とほぼ同様の構成てあり、フロントパネルユニソト 4の取り付け

角度をユーザの目線に合わせるため、スピートメータ5 5を寝かせる一方、タソシュホ

ート の面より立たせた角度とした。

０2０9 ィヒ粧パネル5 6の開口端はへ一スユニソトケース ０a (図示せす) のそれと同一にさ

れ、へ一スユニソト ０にフロントパネルユニソト 4か装若されたとき、フロントパネルユ

ニソト 4、より具体的にはフロントパネルユニソトケース 4aはィヒ粧パネル56から側面

視において上部か突出する。

０2 1０ 上記した実施例においては、収容部 54の上方にアソパーカハ一58を設けるように

した。第3実施例と同様、アソパーカハ一58は上面視に



4の前端を越えて逆転席に延びると共に、幅方向においてもフロントパネルユニット

4、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4aのそれよりも大きいように形成さ

れるので、液品パネル 4bがより傾いても、走行時に液品パネル 4bの画面がフロン

トウインドウ 8に映ることがない。

０2 11 また、アッパーカバー58とフロントパネルユニット 4の間にはユーザの指が入る大

きさの間隙58a が形成されると共に、アッパーカバー58の下面がフロントパネルユニ

ット、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4aから開口側に向かって徐々に

離間し、その離間距離も開口側に向かって拡大、換言すれば間隙58a も拡大するよ

うに形成されることも同様である。

０2 12 第6実施例において特徴的なことは、ィヒ粧パネル56の図において右側面には仕切

板が一体的に形成される。即ち、ィヒ粧パネル56の右側面は仕切り56a として機能さ

せられる。ステアリングホイール側にある仕切り56a は、反対側の仕切りよりフロントパ

ネルユニット 4に対して多く突出するように仕切り56a を高く形成するか、べ一スユニ

ット ０をダッシュボード に対して少し傾けて取り付けるようにした。

０2 13 尚、他の図では図示は省略するが、図4 2および第 実施例の図5から明らかな如く

、ナビゲーション装置、より具体的にはフロントパネルユニット 4の図において右側に

はスピードメータ5 5などの表示機器が隣接して配置される。

０2 14 第6実施例の残余の構成は、従前の実施例と典ならない。

０2 15 第6実施例においては、上記の丸く、亜両のダッシュボード に形成された収容部 5

4に収容 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニット ０

と、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイ

(液品パネル) 4bと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させる

ナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユ

ニット 4を備えたナビゲーション装置あるいはナビゲーション装置の取付構造におい
て、前記フロントパネルユニット 4の前面を前記べ一スユニット ０の若脱面と同大に

構成すると共に、仕切り56a を設ける如く構成したので、第 実施例で述べた効果に

加え、フロントパネルユニット 4の液品パネル 4bからの光が隣接する表示機器に写

りこむのを防止することができる。



実施例 7

０2 16 図4 3はこの発明の第7実施例に係るナビゲーション装置の取り外し可能な化粧パ

ネルを取り付けた状態で示す斜視図、図44はフロントパネルユニットを取り外したとき

の斜視図である。

０2 17 第7実施例にあっても、第5実施例と同様、取り外し可能な化粧パネル6０を設け、

化粧パネル6０を通してフロントパネルユニット 4をダッシュボード に取り付け自在と

した。

０2 18 図4 3に示す如く、フロントパネルユニット 4は化粧パネル6０の内部に収容されると

共に、べ一スユニット ０にフロントパネルユニット 4が装若されたとき、フロントパネル

ユニット 4、より具体的にはフロントパネルユニットケース 4aは下部が側面視におい

て化粧パネル6０から突出するよぅに構成される。フロントパネルユニット 4の前面に

配置されるデタッチボタン 4 は、少なくとも前記したストローク分 (例えば5 )だけ

化粧パネル6０の前端から突出するよぅに構成される。

０2 19 また、図44に示す如く、ィヒ粧パネル6０とフロントパネルユニット 4の間に上下左右

に間隙6０aが形成され、フロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０から取り外すと

き、即ち、デタッチボタン 4 を操作してフロントパネルユニット 4の右側が取り外し位

置まで出た状態では、少なくともフロントパネルユニット 4の上下を容易に大人の指

で掴めるよぅに形成する。残余の構成は従前の実施例と典ならない。

０22０ 第7実施例においては、上記の丸く、亜両のダッシュボード に収容 自在であると

共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニット ０と、前記べ一スユニッ
トに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイ(液品パネル) 4bと

前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を

奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニット 4を備えたナビ

ゲーション装置あるいはナビゲーション装置の取付構造において、前記フロントパネ

ルユニット 4の前面を前記べ一スユニット ０の若脱面と同大に構成すると共に、前

記ダッシュボード に収容 自在な化粧パネル6０は、前記べ一スユニット ０に取り付

けられるとき、前記フロントパネルユニット 4がその一部、より具体的には下部を側面

視において突出させる如く構成したので、第 実施例で述べた効果に加え、ユーザ



がフロントパネルユニット 4をべ一スユニット ０に装着したり、それから取り外したりす

るのが容易となる。

実施例 8

０22 1 図4 5はこの発明の第8実施例に係るナビゲーション装置を亜両に搭載した状態で

示す斜視図、図4 6はそれからフロントパネルユニットを取り外してカバーを付けたと

の斜視図である。

０222 第8実施例にあっては、ダッシュボード の一部に凹部6 2を形成し、そこにべ一ス

ユニット (図示せず) とフロントパネルユニット 4を収容するようにした。四部6 2の

縁部には左右と下方位置に傾斜面62a が形成され、ユーザが指を入れるのを容易と

する。

０223 第8実施例にあっては、フロントパネルユニット 4の前面を凹部6 2より一部突出さ

せた配置にしてあるので、その上部にある空気吹き出し口26の風向きを調整するとき

や、他のスイッチ類を操作するとき、フロントパネルユニット 4の角にユーザの袖など

が引っ掛かることのないように、四部6 2の左右下角を丸くしてフロントパネルユニット

4の左右下角に接近させた外形形状、即ち、 字形状とすることで、フロントパネルユ

ニット 4と凹部6 2の左右下角との間の隙間をほとんどなくし、よって袖などとの干歩

を防止した。

０224 フロントパネルユニット 4の右側が取り外し位置まで出た状態でも、両角が接近し

て一部でも重なっていれば、袖などの引っ掛かりを防止でき、フロントパネルユニット

4が誤って外れることもなく、特に右下角にデタッチボタン 4 を配置した場合、より

好ましい。

０225 図4 6はカバー64を示す。即ち、べ一スユニットからフロントパネルユニット 4が取り

外されたとき、図44などに示す如く、べ一スユニット ０が剥き出しとなる。そこで、カ

バー64を設けてべ一スユニット ０を体裁良く、遮蔽するようにした。カバー64は、従

前の実施例にも適用可能である。残余の構成は従前の実施例と典ならない。

０226 第8実施例においては、上記の丸く、亜両のダッシュボード に収容 自在であると

共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニット ０と、前記べ一スユニッ
トに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイ(液品パネル) 4bと



前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を

奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニット 4を備えたナビ

ゲーション装置あるいはナビゲーション装置の取付構造において、前記フロントパネ

ルユニット 4の前面を前記べ一スユニット ０の若脱面と同大に構成すると共に、前

記ダッシュボード の表面に正面視において 字形状の四部6 2を形成し、そこに横

長矩形状のべ一スユニット ０を収容し、そのべ一スユニット ０にフロントパネルユニ

ット 4が取り付け可能とし、さらに 字形状の四部6 2の縁部に傾斜面62a が形成さ

れる如く構成したので、第 実施例で述べた効果に加え、取り外しの容易性を犠牲に

することなく、ユーザの袖などが引っ掛かるのを防止することができる。

０227 尚、ダッシュボード と装着時のフロントパネルユニット 4との位置関係、特に側面

視においてフロントパネルユニット 4が下部から突出する構造は図示のものに止まら

ず、例えば図4 7に示すような構造であっても良い。さらには、図4 8に示すように、フロ

ントパネルユニット 4が中央部分で突出するような構造であっても良い。

０228 尚、上記した実施例においては、べ一スユニット ０とクレイドルユニット 2とフロント

パネルユニット 4を説明したが、請求の範囲 項において、「亜両に固定 自在である

と共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユニット

に着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレイと前記地図データ上に
。測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンヒ

ュ一夕を少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置において

」と記載した如く、請求の範囲 項に係る発明はクレイドルユニット 2がなくても成立

する。

０229 また、上記においてべ一スユニット ０あるいはクレイドルユニット 2が複数個ある場

合を説明したが、べ一スユニット ０あるいはクレイドルユニット 2は 個であっても良

いことはいうまでもない。

産業上の禾 用可能，生

０23０ この発明によれば、亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも

有するべ一スユニットと、べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示

するディスプレイと地図データ上に測位された亜両の位置を表示させるナビゲーショ



ン機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備え

たナビゲーション装置において、フロントパネルユニットの前面をべ一スユニットの若

脱面と同大に構成すると共に、フロントパネルユニットの横方向の長さの7０ 以上を

ディスプレイとする如く構成したので、ナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュー

タを有するフロントパネルユニットをべ一スユニットから着脱可能に構成して使い勝手

の良さを上げることができると共に、フロントパネルユニットに形成されるディスプレイ

の大きさ (面積 )を増加させることができ、視認性を上げることができる。



請求の範囲

亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニッ
トと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレ

イと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機

能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナ

ビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニット

の若脱面と同大に構成すると共に、前記フロントパネルユニットの横方向の長さの7０

以上を前記ディスプレイとしたことを特徴とするナビゲーション装置。

2 前記フロントパネルユニットの前面に、前記フロントパネルユニットを前記べ一スユ

ニットから取り外すためのユーザの操作 自在な着脱ボタンを配置すると共に、前記着

脱ボタンによって取り外し方向に移動可能なロックレバーを、前記ディスプレイの前記

横方向に直交する縦方向に複数個配置したことを特徴とする請求の範囲 項記載の

ナビゲーション装置。

3 前記ディスプレイが前記フロントパネルユニットの前面において前記横方向にオフ

セットされると共に、前記着脱ボタンを前記オフセットされる方向と逆方向に配置し、

着脱ボタンスプリングによって前記フロントパネルユニットの前面に向けて付勢させる

ことを特徴とする請求の範囲2項記載のナビゲーション装置。

4 前記フロントパネルユニットに配置される固定爪と、前記フロントパネルユニットと係

合すると何とに関わらず、前記固定爪と係全 自在に前記べ一スユニットの前面の凹

部に位置させられるロックレバーを備えると共に、前記着脱ボタンは前記ロックレバー

を移動させて前記固定爪との嵌合を解くことで前記フロントパネルユニットを前記べ

一スユニットから取り外させることを特徴とする請求の範囲2項または3項記載のナビ

ゲーション装置。

5 前記フロントパネルユニットと係合すると何とに関わらず、前記べ一スユニットの前

面の四部に位置させられると共に、前記フロントパネルユニットを前記べ一スユニット

から取り外す方向に作用するリリースレバーと、前記リリースレバーを前記取り外す方

向に付勢するリリースレバースプリングを備えることを特徴とする請求の範囲2項から4

項のいずれかに記載のナビゲーション装置。



6 前記べ一スユニットにおいて前記ディスプレイの縦方向に複数個配置されたロック

レバーのぅち、前記着脱ボタンから遠い側に配置されたロックレバーの付近に前記リリ

ースレバーと前記リリースレバースプリングを備えると共に、前記リリースレバースプリ

ングは、前記着脱ボタンの操作によって前記フロントパネルユニットと前記べ一スユニ

ットの係合が解かれるとき、前記着脱ボタンスプリングをさらに圧縮できる押圧力に設

定されることを特徴とする請求の範囲5項記載のナビゲーション装置。

7 前記ロックレバーとリリースレバーは移動方向が相違させられると共に、前記リリース

レバースプリングの押圧力が前記着脱ボタンスプリングのそれよりも大きく設定される

ことを特徴とする請求の範囲6項記載のナビゲーション装置。

8 亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニッ
トと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレ

イと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機

能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナ

ビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニット

の若脱面と同大に構成して前記フロントパネルユニットの前面の例部の一方に着脱

ボタンを配置すると共に、前記べ一スユニットの、前記着脱ボタンの配置位置に対応

する位置に可動爪を配置し、さらに前記フロントパネルユニットケースに前記可動爪

を受ける凹部を形成するよぅに構成したことを特徴とするナビゲーション装置。

9 亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニッ
トと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレ

イと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機

能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナ

ビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニット

の若脱面と同大に構成すると共に、前記フロントパネルユニットを固定保持する可動

爪を両側部に設けるよぅに構成したことを特徴とするナビゲーション装置。

０ 亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニッ
トと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレ

イと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機



能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナ

ビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニット

の若脱面と同大に構成すると共に、前記フロントパネルユニットにおいで液品パネル

の後方に配置される某板を液品パネルよりも左右方向の長さを小さくし、よって生じ

たスペースにフロントパネルユニットのキヤソチスライドを収容するよぅに構成したこと

を特徴とするナビゲーション装置。

亜両に固定 自在であると共に、マイクロコンピュータを少なくとも有するべ一スユニッ
トと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図データを表示するディスプレ

イと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表示させるナビゲーション機

能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロントパネルユニットを備えたナ

ビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの前面を前記べ一スユニット

の若脱面と同大に構成すると共に、スロットを備え、前記スロットは、

ニットの液品パネルの上部にその長辺の上端と水平に形成され、

ットがべ一スユニットに装若されたとき、そこからユーザによって記憶媒体が挿入自在

に構成されると共に、フロントパネルユニットケースは背面側の上部において 、さく突

出し、べ一スユニットケースの残余の凹状部分に記憶媒体読み取り装置が収容 自在

なよぅに形成されるよぅに構成したことを特徴とするナビゲーション装置。

2 亜両に取付アームを介して取り付け自在であると共に、マイクロコンピュータを少な

くとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共に、地図デ

ータを表示するディスプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両の位置を表

示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有するフロント

パネルユニットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネルユニットの

前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記取付用アームは、

アームユニットと、アームユニットの例部に取り付けられるアームホルダと、アームユニ

ットの底部に取り付けられる取付パネルと、クレイドルユニットケースに取り付けられる

ボタンからなると共に、クレイドルユニットを介してアームホルダでフロントパネルユニ

ットを中央位置付近において半分程度の高さで保持するよぅに構成したことを特徴と

するナビゲーション装置。



3 亜両に固定 自在であると共に、コネクタを介して電源に接続されるマイクロコンピュ
ータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユニットに着脱自在であると共

に、地図データを表示するディスプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両

の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有

するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネ

ルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記コネ

クタは、グラウンド接点がフロントパネルユニットのコネクタと最初に接触するよぅに突

出して配置されるよぅに構成したことを特徴とするナビゲーション装置。

4 亜両に固定 自在であると共に、コネクタを介して電源に接続されるマイクロコンピュ
ータを少なくとも有するべ一スユニットと、前記べ一スユニットに着脱 自在であると共

に、地図データを表示するディスプレイと前記地図データ上に測位された前記亜両

の位置を表示させるナビゲーション機能を奏するマイクロコンピュータを少なくとも有

するフロントパネルユニットを備えたナビゲーション装置において、前記フロントパネ

ルユニットの前面を前記べ一スユニットの若脱面と同大に構成すると共に、前記べ一

スユニットに設けられる前記コネクタをグラウンド端子と前記可動爪の中間に設けるよ

ぅに構成したことを特徴とするナビゲーション装置。
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国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 (権限のある職員 ) 3 D 2 9 1 9

日本国特許庁 ( I S A ノ J P ) 三宅 達
郵便番号 1 0 0 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三丁目4 番 3 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 4 1

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 第 -- ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号

C (続き) ・ 関連する と認められる文献
引用文献の 関連する
テ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する ときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

Y JP 2007-66297 A (イ ・イ ・ ピ ・ディ ・ ク ト 二ック イ
クイップメ y ト プ ダク ョy ア y ド ディス ト ] ビ ョ

ゲ ム ) 2007. 03. 15, 図 3 , 4 & US 2007/0018955

A l & EP 1752858 A2 & DE 102005033950 A

Y JP 2004-168125 A (株式会社ケ y ウッド) 2004. 06. 17, [ O O 2 O ] ,
図 i ァ な し)

Y JP 2006-282124 A (株式会社ケ y ウッド) 2006. 10. 19, [ 0 0 1 3 ] 12

- [ 0 0 2 9 ]，図 1 - 7 (7 ァ な し)

Y 日本国実用新案登録出願 3-44108 号 ( 本国実用新案登録出願公開 13, 14

4-132685 号) の願菩に添付 した明細菩及び図面の内容を撮影 した
イク ィJ ム (ア / イ y 株式会社 ) 1992. 12. 09, [ 0 0 1 1 ]
- [ o o i 3 ] , [ 0 0 2 0 ] 7 ァ な し)

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 - の続き 2 0 0 7 午 4 月



国際調査報告 国際出願番r号

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 第 1 の の続き

怯第 8条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

i ・ r 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。

ま り、

・ 汗 請求の範囲 1 1 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま り、

請求の範囲 1 1 に rおける ス ットケ ス の残余の凹状部分に記，憶媒体読み取
り装置が収容 自在なよ に形 戎 される J の記 は、 どのよ な構 戎を意味するの 明
稲 でな 。

・ 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第 欄 発明の単一性か欠如して る ときの意見 (第 1 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある とこの国際調査機関は詔、めた。

1・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査することかてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

4・ r 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 と共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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