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(57)【要約】
【課題】電子機器装置において、組み立て性に優れたも
のにする。
【解決手段】電子機器装置である光ディスク再生装置１
は、画像を表示するための表示ユニット３がヒンジユニ
ット４を介して本体ユニット２に取付けられている。本
体ユニット２は、本体ケース２３とヒンジ結合部２４と
を有する。ヒンジ結合部２４は、本体ユニット２に形成
されたヒンジ収納部２５内に設けられている。ヒンジ収
納部２５は、本体ケース２３における周囲の部分より下
側に窪み、本体ケース２３の外側に向けて開口している
。ヒンジユニット４の本体側結合部４２は、本体ケース
２３の上ケース２３ｂと下ケース２３ａとを結合した状
態（本体ユニット２を組み立てた状態）で、本体ケース
２３の外側からヒンジ収納部２５に導入され、ヒンジ収
納部内２５に収納された状態で、ヒンジ結合部２４に結
合される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表示するための表示ユニットがヒンジユニットを介して本体ユニットに取付けら
れた電子機器装置において、
　前記ヒンジユニットは、前記表示ユニットに結合される表示側結合部と、前記本体ユニ
ットに結合される本体側結合部と、前記表示側結合部と前記本体側結合部とを回動可能に
連結したヒンジ機構部とを有し、
　前記本体ユニットは、制御基板と、前記制御基板を収納する本体ケースと、前記ヒンジ
ユニットの本体側結合部が結合されるヒンジ結合部とを有し、
　前記本体ケースは、該本体ケースの下側部分を占める下ケースと、該本体ケースの上側
部分を占める、前記下ケースに結合される上ケースとを有し、
　前記本体ユニットには、前記ヒンジユニットの本体側結合部が収納されるヒンジ収納部
が形成され、
　前記ヒンジ結合部は、前記ヒンジ収納部内に設けられ、
　前記ヒンジユニットの本体側結合部は、前記ヒンジ収納部内に収納された状態で、前記
ヒンジ結合部に結合され、
　前記ヒンジ収納部は、前記本体ケースにおける周囲の部分より下側に窪み、前記本体ケ
ースの外側に向けて開口した部分であり、
　前記ヒンジ収納部の開口面は、前記本体ケースの上ケースと下ケースとを結合した状態
で、前記ヒンジユニットの本体側結合部を、前記本体ケースの外側から前記ヒンジ収納部
に導入して前記ヒンジ結合部に結合し得る大きさである、
　ことを特徴とする電子機器装置。
【請求項２】
　前記ヒンジユニットの本体側結合部は、ヒンジ取付ネジを用いて、ネジ止めにより前記
ヒンジ結合部に結合され、
　前記ヒンジ収納部の開口面は、前記ヒンジ取付ネジの頭部側において、前記ヒンジ取付
ネジをネジ止めするための工具を前記ヒンジ収納部に導入し得る大きさである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器装置。
【請求項３】
　前記制御基板には、前記表示ユニットに接続される電気配線を該制御基板に接続するた
めのコネクタが設けられており、
　前記コネクタは、前記ヒンジ収納部内に配置されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器装置。
【請求項４】
　前記本体ケースに装着されて、前記ヒンジユニットの表示側結合部及びヒンジ機構部を
前記本体ケースの外部に位置させた状態で、前記ヒンジ収納部の開口面を塞ぐカバーをさ
らに備える、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器装置。
【請求項５】
　前記本体ユニットは、光ディスクから記録データを読取る光ディスク読取ユニットをさ
らに備え、
　前記本体ケースは、前記制御基板と共に、前記光ディスク読取ユニットを収納し、
　前記表示ユニットは、前記光ディスク読取ユニットにより光ディスクから読取った記録
データに基く画像を表示する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像を表示する機能を備える電子機器装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、画像を表示する機能を備える電子機器装置において、画像を表示するための
表示ユニットがヒンジユニットを介して本体ユニットに取付けられ、表示ユニットが本体
ユニットに対して回動可能になっているものがある（例えば特許文献１乃至特許文献５参
照）。
【０００３】
　このような電子機器装置では、一般的に、本体ユニットは、本体ケースに制御基板を収
納しており、本体ケースは、相互に結合される上ケースと下ケースとにより構成されてい
る。また、ヒンジユニットは、本体ユニットとの結合において、本体ケース（上ケース又
は下ケース）の内面に設けられたヒンジ結合部に、本体ケースの内面側からネジ止め等に
よって結合するようになっている。すなわち、従来の電子機器装置では、本体ケースの上
ケースと下ケースとが結合された状態では、ヒンジユニットを本体ユニットに結合するこ
とができず、本体ケースの上ケースと下ケースとが分離された状態でのみ、ヒンジユニッ
トを本体ユニットに結合できるようになっている。
【０００４】
　従って、従来の電子機器装置においては、本体ケースの上ケースと下ケースとを結合す
る前（すなわち、本体ユニットを組み立てる前）に、ヒンジユニットを本体ケース（上ケ
ース又は下ケース）の内側からヒンジ結合部に結合し、その後、本体ケースの上ケースと
下ケースとを結合して、電子機器装置を組み立てるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１５２３５７号公報
【特許文献２】特表２００７－５３５２２４号公報
【特許文献３】特開２００４－１６２８８８号公報
【特許文献４】特開２００７－３２８５２９号公報
【特許文献５】特開２００７－３００４４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の電子機器装置においては、電子機器装置を組み立てると
き、本体ケースの上ケースと下ケースとを結合する前に、ヒンジユニットを本体ケース（
上ケース又は下ケース）の内側からヒンジ結合部に結合し、その後、本体ケースの上ケー
スと下ケースとを結合しなければならないため、組み立て性が悪い。しかも、組み立ての
難易度が高く、傷や不具合が発生し易い。また、ヒンジユニットを本体ケースに結合する
ときに、本体ケースを反転させたり、傾けたりする必要があり、専用の台や治具が必要で
ある。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、組み立て性に優れた電子機
器装置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】
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、画像を表示するための表示ユニットがヒ
ンジユニットを介して本体ユニットに取付けられた電子機器装置において、ヒンジユニッ
トは、表示ユニットに結合される表示側結合部と、本体ユニットに結合される本体側結合
部と、表示側結合部と本体側結合部とを回動可能に連結したヒンジ機構部とを有し、本体
ユニットは、制御基板と、制御基板を収納する本体ケースと、ヒンジユニットの本体側結
合部が結合されるヒンジ結合部とを有し、本体ケースは、該本体ケースの下側部分を占め
る下ケースと、該本体ケースの上側部分を占める、下ケースに結合される上ケースとを有
し、本体ユニットには、ヒンジユニットの本体側結合部が収納されるヒンジ収納部が形成
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され、ヒンジ結合部は、ヒンジ収納部内に設けられ、ヒンジユニットの本体側結合部は、
ヒンジ収納部内に収納された状態で、ヒンジ結合部に結合され、ヒンジ収納部は、本体ケ
ースにおける周囲の部分より下側に窪み、本体ケースの外側に向けて開口した部分であり
、ヒンジ収納部の開口面は、本体ケースの上ケースと下ケースとを結合した状態で、ヒン
ジユニットの本体側結合部を、本体ケースの外側からヒンジ収納部に導入してヒンジ結合
部に結合し得る大きさであるものである。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の電子機器装置において、ヒンジユニットの本体側
結合部は、ヒンジ取付ネジを用いて、ネジ止めによりヒンジ結合部に結合され、ヒンジ収
納部の開口面は、ヒンジ取付ネジの頭部側において、ヒンジ取付ネジをネジ止めするため
の工具をヒンジ収納部に導入し得る大きさであるものである。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１に記載の電子機器装置において、制御基板には、表示ユニ
ットに接続される電気配線を該制御基板に接続するためのコネクタが設けられており、コ
ネクタは、ヒンジ収納部内に配置されているものである。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１に記載の電子機器装置において、本体ケースに装着されて
、ヒンジユニットの表示側結合部及びヒンジ機構部を本体ケースの外部に位置させた状態
で、ヒンジ収納部の開口面を塞ぐカバーをさらに備えるものである。
【００１２】
　請求項５の発明は、請求項１に記載の電子機器装置において、本体ユニットは、光ディ
スクから記録データを読取る光ディスク読取ユニットをさらに備え、本体ケースは、制御
基板と共に、光ディスク読取ユニットを収納し、表示ユニットは、光ディスク読取ユニッ
トにより光ディスクから読取った記録データに基く画像を表示するものである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１の発明によれば、本体ケースの上ケースと下ケースとを結合した状態（本体ユ
ニットを組み立てた状態）で、ヒンジユニットの本体側結合部を、本体ケースの外側から
（ヒンジ収納部の開口面を通して）ヒンジ収納部に導入して、本体ユニットのヒンジ結合
部に結合することができる。従って、電子機器装置を組み立てるとき、本体ユニットを組
み立てた状態（本体ケースの上ケースと下ケースとを結合した状態）で、ヒンジユニット
を本体ユニットに結合することができ、組み立て性を優れたものにすることができる。し
かも、ヒンジ収納部は、本体ケースにおける周囲の部分より下側に窪んだ部分であり、こ
のようなヒンジ収納部に、ヒンジユニットの本体側結合部が収納された状態となるため、
電子機器装置の薄型化を保つことができる。また、容易に組み立てることができ、傷や不
具合の発生を抑えることができる。また、ヒンジユニットを本体ケースに結合するときに
、本体ケースを反転させたり、傾けたりする必要がなく、専用の台や治具が不要となる。
【００１４】
　請求項２の発明によれば、ヒンジユニットの本体側結合部を、容易に、ネジ止めにより
本体ユニットのヒンジ結合部に結合することができ、組み立て性をより優れたものにする
ことができる。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、表示ユニットに接続される電気配線を、容易に、制御基板に
接続することができ、組み立て性をより優れたものにすることができる。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、本体ユニットのヒンジ結合部及びヒンジユニットの本体側結
合部をカバーで隠すことができ、デザイン性を優れたものにすることができる。
【００１７】
　請求項５の発明によれば、光ディスクから読取った記録データに基く画像を表示する装
置において、請求項１と同様の効果が得られる。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】（ａ）は本発明の一実施形態に係る光ディスク再生装置の概略構成を示す斜視図
、（ｂ）は同光ディスク再生装置の分解斜視図。
【図２】（ａ）は同光ディスク再生装置の平面図、（ｂ）は同光ディスク再生装置の断面
図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を具体化した実施形態による電子機器装置について図面を参照して説明す
る。図１（ａ）（ｂ）、図２（ａ）（ｂ）は、本実施形態による電子機器装置である光デ
ィスク再生装置の構成を示す。光ディスク再生装置１は、例えばＤＶＤやＢＤ等の光ディ
スクから画像を再生する装置である。
【００２０】
　光ディスク再生装置１は、本体ユニット２と、表示ユニット３と、ヒンジユニット４と
を備えており、表示ユニット３がヒンジユニット４を介して本体ユニット２に取付けられ
ている。また、光ディスク再生装置１は、カバー５と、内蓋６と、電池パック７等を備え
ている。
【００２１】
　ヒンジユニット４は、表示ユニット３に結合される表示側結合部４１と、本体ユニット
２に結合される本体側結合部４２と、表示側結合部４１と本体側結合部４２とを相対的に
回動可能に連結したヒンジ機構部４３等を有している。このヒンジユニット４は、２軸ス
イーベルヒンジと呼ばれるヒンジユニットであり、ヒンジ機構部４３は、表示側結合部４
１と本体側結合部４２とを相対的に２軸に回動可能に連結している。光ディスク再生装置
１は、ヒンジユニット４の表示側結合部４１が表示ユニット３に結合され、ヒンジユニッ
ト４の本体側結合部４２が本体ユニット２に結合されていることにより、表示ユニット３
が本体ユニット２に対して２軸に回動可能になっている。
【００２２】
　本体ユニット２は、光ディスク再生装置１の動作を制御する制御基板２１と、光ディス
クから記録データを読取る光ディスク読取ユニット２２と、制御基板２１及び光ディスク
読取ユニット２２を収納する本体ケース２３と、ヒンジユニット４の本体結合部４２が結
合されるヒンジ結合部２４等を有する。また、本体ユニット２には、ヒンジユニット４の
本体側結合部４２が収納されるヒンジ収納部２５が形成されている。本体ケース２３は、
本体ケース２３の下側部分を占める下ケース２３ａと、本体ケース２３の上側部分を占め
る上ケース２３ｂとを有しており、下ケース２３ａと上ケース２３ｂが相互に結合されて
いる。
【００２３】
　制御基板２１は、本体ケース２３の下面（底面）と平行に配置されている。光ディスク
読取ユニット２２は、制御基板２１の上方に配置されている。光ディスク読取ユニット２
２は、本体ケース２３の外側から光ディスクを装着して、光ディスクから記録データを読
取ることができるように、その一部（光ディスクが装着されて、光ディスクを回転させる
ためのスピンドルモータ２２ａ、及び光ディスクに記録されている記録データを読取る光
読取ヘッド２２ｂ等）が上ケース２３ｂに設けられた読取開口２３ｃに臨んでいる。
【００２４】
　ヒンジ結合部２４は、ヒンジ収納部２５内に設けられている。ヒンジ収納部２５は、本
体ケース２３における周囲の部分より内側に窪み、本体ケース２３の外側に向けて開口し
た部分であり、本体ケース２３の形状によって形成されている。ヒンジ収納部２５の開口
面は、ヒンジユニット４の本体側結合部４２よりも大きく、本体ケース２３の上ケース２
３ｂと下ケース２３ａとを結合した状態（すなわち、本体ユニット２を組み立てた状態）
で、ヒンジユニット４の本体側結合部４２を、本体ケース２３の外側からヒンジ収納部２
５に導入してヒンジ結合部２４に結合し得る大きさになっている。
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【００２５】
　本実施形態では、ヒンジ収納部２５は、本体ケース２３の上ケース２３ｂにおける周囲
の部分より下側（下ケース２３ａ側）に窪み、本体ケース２３の外側に向けて開口してい
る。また、本実施形態では、ヒンジ収納部２５は、本体ケース２３の上ケース２３ｂを窪
ませた形状によって形成されている。ヒンジ結合部２４は、このようなヒンジ収納部２５
内の底の部分に設けられている。本実施形態では、ヒンジ結合部２４は、本体ケース２３
の上ケース２３ｂと一体的に形成されている。
【００２６】
　上記ヒンジユニット４の本体側結合部４２は、ヒンジ収納部２５内に収納された状態で
、ヒンジ結合部２４に結合されている。また、ヒンジユニット４の本体側結合部４２は、
ヒンジ取付ネジ４９を用いて、ネジ止めによりヒンジ結合部２４に結合されている。ヒン
ジ収納部２５の開口面は、ヒンジ取付ネジ４９の頭部側において、ヒンジ取付ネジ４９を
ネジ止めするための工具をヒンジ収納部２５に導入し得る大きさ（例えば直径１０ｍｍ以
上の大きさ）になっている。
【００２７】
　また、上記制御基板２１には、表示ユニット３に接続される電気配線９ａ、９ｂを制御
基板２１に接続するためのコネクタ２７ａ、２７ｂが設けられている。制御基板２１は、
コネクタ２７ａ、２７ｂの設けられた部分が、上ケース２３ｂに設けられた配線開口２３
ｄからヒンジ収納部２４に出されており、コネクタ２７ａ、２７ｂは、ヒンジ収納部２４
内に配置されている。電気配線９ａ、９ｂは、ヒンジユニット４の内部を通って、一端側
が表示ユニット３内の回路基板（不図示）に接続されており、他端側がコネクタ２７ａ、
２７ｂに接続されている。
【００２８】
　表示ユニット３は、画像を表示するためのものであり、画像を表示する液晶パネル３１
と、液晶パネル３１を収納する表示ケース３２等を有する。表示ケース３２は、表示ケー
ス３２の前側部分を占める前ケース３２ａと、表示ケース３２の後側部分を占める後ケー
ス３２ｂとを有しており、前ケース３２ａと後ケース３２ｂが相互に結合されている。液
晶パネル３１は、前ケース３２ａに設けられた表示開口３２ｃに臨んでいる。表示ユニッ
ト３は、光ディスク読取ユニット２２により光ディスクから読取った記録データに基く画
像を表示する。上記ヒンジユニット４の表示側結合部４１は、表示ケース３２の後ケース
３２ｂの内面に設けられたヒンジ取付部（不図示）に結合されている。
【００２９】
　カバー５は、ヒンジ収納部２５の開口面を塞ぐものである。カバー５は、本体ケース２
３の上ケース２３ｂに装着されて、ヒンジユニット４の表示側結合部４１及びヒンジ機構
部４３を本体ケース２３の外部に位置させた状態で、ヒンジ収納部２５の開口面を塞いで
いる。カバー５は、カバー取付ネジ６９を用いて、ネジ止めにより本体ケース２３の上ケ
ース２３ｂに装着されている。
【００３０】
　内蓋６は、本体ユニット２の光ディスク装着領域（光ディスクが光ディスク読取ユニッ
ト２２のスピンドルモータ２２ａに装着されたときに、光ディスクが存在する領域）に対
して開閉可能なように、本体ケース２３の上ケース２３ｂに回動自在に支持されている。
内蓋６を閉じているときには、本体ユニット２の光ディスク装着領域及びカバー５の一部
が内蓋６により覆われた状態となる。内蓋６を開くことにより、本体ユニット２の光ディ
スク装着領域が露呈した状態となって、本体ユニット２に対して（スピンドルモータ２２
ａに対して）光ディスクを着脱することができる。
【００３１】
　電池パック７は、光ディスク再生装置１に電力を供給するものである。電池パック７は
、本体ユニット２（本体ケース２３の下ケース２３ａ）に対して着脱自在に構成されてい
る。電池パック７は、２次電池を内蔵しており、本体ユニット２に装着されることにより
、２次電池の電力を本体ユニット２に供給するようになっている。
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【００３２】
　次に、上記光ディスク再生装置１の組み立て方法について説明する。光ディスク再生装
置１は、以下のようにして組み立てられる。
【００３３】
　まず、表示ユニット３をヒンジユニット４と結合した状態に組み立てる。すなわち、ヒ
ンジユニット４の内部に電気配線９ａ、９ｂを通して、表示ケース３２の前ケース３２ａ
と後ケース３２ｂとを分離した状態で、電気配線９ａ、９ｂの一端側を表示ユニット３の
回路基板（不図示）に接続すると共に、ヒンジユニット４の表示側結合部４１を後ケース
３２ｂの内面に設けられたヒンジ取付部（不図示）に結合し、そして、液晶パネル３１及
び回路基板を収納した状態に、前ケース３２ａと後ケース３２ｂとを結合する。
【００３４】
　また、本体ユニット２を組み立てる。すなわち、制御基板２１及び光ディスク読取ユニ
ット２２を収納した状態に、本体ケース２３の上ケース２３ｂと下ケース２３ａとを結合
する。
【００３５】
　そして、ヒンジユニット４を本体ユニット２に結合する。すなわち、表示ユニット３に
結合されたヒンジユニット４の本体側結合部４２を、組み立てられた（上ケース２３ｂと
下ケース２３ａとが結合された）本体ユニット２の本体ケース２３の外側から、ヒンジ収
納部２５の開口面を通して、ヒンジ収納部２５内に導入し、そして、ヒンジユニット４の
本体側結合部４２を、ヒンジ取付ネジ４９を用いて、ネジ止めにより本体ユニット２のヒ
ンジ結合部２４に結合する。
【００３６】
　また、ヒンジユニット４の内部に通されている電気配線９ａ、９ｂの他端側を、制御基
板２１に設けられているコネクタ２７ａ、２７ｂに接続する。続いて、カバー５を本体ユ
ニット２に装着する。すなわち、カバー５を、カバー取付ネジ６９を用いて、ネジ止めに
より本体ケース２３の上ケース２３ｂに装着する。最後に、内蓋６を本体ユニット２に装
着する。これにより、光ディスク再生装置１が完成する。光ディスク再生装置１は、この
ようにして組み立てられる。
【００３７】
　このような構成の光ディスク再生装置１によれば、本体ケース２３の上ケース２３ｂと
下ケース２３ａとを結合した状態（本体ユニット２を組み立てた状態）で、ヒンジユニッ
ト４の本体側結合部４２を、本体ケース２３の外側から（ヒンジ収納部２５の開口面を通
して）ヒンジ収納部２５に導入して、本体ユニット２のヒンジ結合部２４に結合すること
ができる。従って、光ディスク再生装置１を組み立てるとき、本体ユニット２を組み立て
た状態（本体ケース２３の上ケース２３ｂと下ケース２３ａとを結合した状態）で、ヒン
ジユニット４を本体ユニット２に結合することができ、組み立て性を優れたものにするこ
とができる。
【００３８】
　しかも、ヒンジ収納部２５は、本体ケース２３における周囲の部分より下側に窪んだ部
分であり、このようなヒンジ収納部２５に、ヒンジユニット４の本体側結合部４２が収納
された状態となるため、光ディスク再生装置１の薄型化を保つことができる。また、容易
に組み立てることができ、傷や不具合の発生を抑えることができる。また、ヒンジユニッ
ト４を本体ケース２３に結合するときに、本体ケース２３を反転させたり、傾けたりする
必要がなく、専用の台や治具が不要となる。
【００３９】
　また、ヒンジ収納部２５の開口面は、ヒンジ取付ネジ４９の頭部側において、ヒンジ取
付ネジ４９をネジ止めするための工具をヒンジ収納部２５に導入し得る大きさ（例えば直
径１０ｍｍ以上の大きさ）になっているため、ヒンジユニット４の本体側結合部４２を、
容易に、ネジ止めにより本体ユニット２のヒンジ結合部２４に結合することができ、組み
立て性をより優れたものにすることができる。
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【００４０】
　また、制御基板２１にコネクタ２７ａ、２７ｂが設けられ、そのコネクタ２７ａ、２７
ｂがヒンジ収納部２４内に配置されているため、表示ユニット３に接続される電気配線９
ａ、９ｂを、容易に、制御基板２１に接続することができ、組み立て性をより優れたもの
にすることができる。
【００４１】
　また、カバー５がヒンジ収納部２５の開口面を塞いでいるため、本体ユニット２のヒン
ジ結合部２４及びヒンジユニット４の本体側結合部４２をカバー５で隠すことができ、デ
ザイン性を優れたものにすることができる。
【００４２】
　なお、本発明は、上記実施形態の構成に限られず、種々の変形が可能である。例えば、
本体ユニットのヒンジ結合部は、本体ケースの上ケースと一体的に形成した構成に限られ
ず、本体ケースと別体に形成したものを本体ケースの上ケースに取付けた構成であっても
よい。また、本体ユニットのヒンジ収納部は、本体ケースの上ケースを窪ませた形状によ
って形成した構成に限られず、本体ケース内の空間と本体ケースの上ケースに設けた開口
とによって形成した構成であってもよい。この場合、本体ユニットのヒンジ結合部は、本
体ケースの下ケースの内面に設ければよく、本体ケースの下ケースと一体的に形成した構
成であってもよく、また、本体ケースと別体に形成したものを本体ケースの下ケースに取
付けた構成であってもよい。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　光ディスク再生装置（電子機器装置）
　２　　本体ユニット
　３　　表示ユニット
　４　　ヒンジユニット
　５　　カバー
　６　　内蓋
　７　　電池パック
　９ａ、９ｂ　　電気配線
　２１　　制御基板
　２２　　光ディスク読取ユニット
　２２ａ　　スピンドルモータ
　２２ｂ　　光読取ヘッド
　２３　　本体ケース
　２３ａ　　下ケース
　２３ｂ　　上ケース
　２３ｃ　　読取開口
　２３ｄ　　配線開口
　２４　　ヒンジ結合部
　２５　　ヒンジ収納部
　２７ａ、２７ｂ　　コネクタ
　３１　　液晶パネル
　３２　　表示ケース
　３２ａ　　前ケース
　３２ｂ　　後ケース
　３２ｃ　　表示開口
　４１　　表示側結合部
　４２　　本体側結合部
　４３　　ヒンジ機構部
　４９　　ヒンジ取付ネジ
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　６９　　カバー取付ネジ

【図１】 【図２】
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