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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動により音を放出する放音面と、該放音面に対する裏面である背面とを有するスピー
カと、
　前記スピーカが配置されるスピーカ配置部を有する基板と、
　前記基板上の前記スピーカ配置部を前記スピーカの、前記背面の周縁に断続的に重なる
経路で取り巻く形状を有し、前記スピーカの、前記背面の周縁に粘着して該スピーカを前
記基板に支持させるクッション性の両面粘着テープとを備えたことを特徴とする電子機器
。
【請求項２】
　前記スピーカが、前記放音面に対し垂直方向から見たときに略矩形形状を有し、
　前記両面粘着テープが、前記スピーカ配置部を、前記矩形の４隅では前記背面に重なり
、該矩形の４辺それぞれの中央部では該スピーカから外に外れた経路で取り巻く形状を有
することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記両面粘着テープが、前記スピーカ配置部を継ぎ目なく一周する形状を有することを
特徴とする請求項１又は２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記基板が、前記スピーカ配置部に開口を有し、前記両面粘着テープは該開口の周縁を
取り巻いてい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。
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【請求項５】
　前記基板が前記スピーカ配置部周縁に立設した、前記スピーカの位置決め用のピンを有
し、
　前記スピーカが前記ピンを受け入れる穴を有し、該スピーカは、前記ピンを該穴に受け
入れた状態で、前記両面粘着テープを介して前記基板に支持されてい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】
　当該電子機器がさらに、ハードディスク媒体が搭載され該ハードディスク媒体上に情報
を記録するハードディスクドライブユニットを搭載した電子機器であることを特徴とする
請求項１から５のうちいずれか１項記載の電子機器。
【請求項７】
　当該電子機器が上面にキーボードを有する演算ユニットと、表示画面を有し前記演算ユ
ニットに開閉自在に支持された表示ユニットとを備えた電子機器であり、
　前記スピーカが、前記演算ユニットに搭載され該演算ユニットの上面から放音するスピ
ーカであ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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、スピーカを備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば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）には、Ｃ
ＰＵを始めとする様々な電子部品やハードディスクドライブユニット（以下、「ＨＤＤユ
ニット」と略記する）に代表される記憶装置など、様々な部品が備えられており、さらに
、近年ではスピーカを備えていることが一般的となっている。
【０００３】
　スピーカは、振動により放音する振動物体であり、このスピーカの振動が他の部品に伝
わって悪影響を及ぼすことが懸念される。特にＨＤＤユニットは機械的な可動部を有し振
動を嫌う部品の１つである。スピーカについては大音量化が求められており、一方では装
置の小型化が要求されている現状で、スピーカの振動が他の部品に伝わるのを如何にして
防止するかが問題となる。
【０００４】
　ここで、スピーカ放音面の周縁に弾性体を配置して音漏れを防ぐ構造が提案されている
。ただし、この提案は音漏れを防いでスピーカからの音を効果的に伝達するものであって
、振動防止の観点はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－２０１７８９号公報
【特許文献２】特開２００２－１８９５３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本件開示の電子機器は、スピーカを内蔵した電子機器においてスピーカからの振動の伝
達を有効に低減させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本件開示の電子機器は、スピーカと、基板と、両面粘着テープとを備えている。
【０００８】
　ここで、基板は、スピーカが配置されるスピーカ配置部を有する。
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【０００９】
　また、両面粘着テープは、基板上のスピーカ配置部を取り巻いて、スピーカの、放音面
に対する背面の周縁に粘着してスピーカを基板に支持させるクッション性の両面粘着テー
プである。
【発明の効果】
【００１０】
　本件開示の電子機器によれば、スピーカの背面の周縁がクッション性の両面粘着テープ
を介して基板に支えられており、その両面粘着テープにより、スピーカの振動の、基板へ
の伝達が抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ノートＰＣの閉状態の斜視図である。
【図２】図１に閉状態を示すノートＰＣの開状態の斜視図である。
【図３】開状態のノートＰＣの右側面を示した斜視図である。
【図４】開状態のノートＰＣの左側面を示した斜視図である。
【図５】開状態のノートＰＣの底面を眺めたときの斜視図である。
【図６】開状態のノートＰＣの底面を別の角度から眺めたときの斜視図である。
【図７】演算ユニット底面の、バッテリ収容開口の部分を、バッテリを取り外して示した
図である。
【図８】取り外されたバッテリを裏返して示した図である。
【図９】ＨＤＤユニットを覆う蓋体の延在部の周りを示した拡大斜視図である。
【図１０】ＨＤＤユニット収容開口内に収容された状態のＨＤＤユニットを示す図である
。
【図１１】ＨＤＤユニット収容開口から取り外した状態の蓋体を示す斜視図である。
【図１２】蓋体の内面を示す斜視図である。
【図１３】ＨＤＤユニットを取り外した後のＨＤＤユニット収容開口の斜視図である。
【図１４】ＨＤＤユニットを取り外した後のＨＤＤユニット収容開口を別の視点から見て
示した斜視図である。
【図１５】ＨＤＤユニットの斜視図である。
【図１６】ＨＤＤユニットを別の視点から見て示した斜視図である。
【図１７】ＨＤＤユニットの底面を示した図である。
【図１８】ＨＤＤユニットをＨＤＤ本体とカバー部材とに分けて示した斜視図である。
【図１９】ＨＤＤユニットのカバー部材の斜視図である。
【図２０】ＨＤＤユニットのカバー部材を別の視点から見たときの斜視図である。
【図２１】ＨＤＤユニットのカバー部材をさらに別の視点から見たときの斜視図である。
【図２２】演算ユニットの上面の奥側のカバー部材を取り外し、さらにスピーカも取り外
した状態のノートＰＣを示す図である。
【図２３】左側のスピーカ配置部を示した拡大斜視図である。
【図２４】右側のスピーカ配置部を示した拡大斜視図である。
【図２５】スピーカを背面側から見たときの斜視図である。
【図２６】左側のスピーカ配置部にスピーカが配置された状態を示した拡大斜視図である
。
【図２７】右側のスピーカ配置部にスピーカが配置された状態を示した拡大斜視図である
。
【図２８】スピーカ等を覆うカバー部材とキーボードの双方を取り外した状態の演算ユニ
ット上面側を示した図である。
【図２９】図２８に示す状態からさらにスピーカを取り外した状態の演算ユニット上面側
を示した図である。
【図３０】スピーカの支持を担う基板を兼ねた上面カバーの裏面側を示した図である。
【図３１】上面カバー裏面の、支持金具の部分を示す拡大斜視図である。
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【図３２】支持金具を前面カバーから取り外して、その支持金具の上面側を示した拡大斜
視図である。
【図３３】回路基板付きの支持金具を取り外して指紋センサを間に挟む２つの操作ボタン
の内面を示した斜視図である。
【図３４】右側の操作スイッチの内面を示す拡大斜視図である。
【図３５】左側の操作スイッチの内面を示す拡大斜視図である。
【図３６】演算ユニットの、上面カバーを取り外した状態の斜視図である。
【図３７】メイン基板を示す斜視図である。
【図３８】メイン基板の、図３７に示す側の面の、電源用のコネクタの部分の拡大斜視図
である。
【図３９】メイン基板の、図３７に示す側の面を別の視点から見たときの、電源用のコネ
クタの部分の拡大斜視図である。
【図４０】メイン基板の、図３７に示す面に対する裏面の、電源用コネクタの部分の拡大
斜視図である。
【図４１】電源用コネクタ単独の斜視図である。
【図４２】支持金具を示した斜視図である。
【図４３】支持金具を別の視点から見て示した斜視図である。
【図４４】電源用のコネクタに支持金具を組み合わせた状態の斜視図である。
【図４５】放熱モジュールを取り外した状態のメイン基板の第１面を示す斜視図である。
【図４６】メイン基板を取り外した状態の、底面カバーの内側を示した斜視図である。
【図４７】放熱モジュールを示す斜視図である。
【図４８】放熱モジュールを、メイン基板から取り外した状態のまま、底面カバー内の規
定位置に置いた状態を示す斜視図である。
【図４９】図４８のＸ－Ｘ断面図である。
【図５０】係止解除ボタンが、表示ユニットの上面（前端面）から突出した状態を示した
図である。
【図５１】係止解除ボタンが押下された状態を示した図である。
【図５２】フックおよび係止解除ボタンの部分の断面図である。
【図５３】比較例を示した、図５２に対応する図である。
【図５４】表示ユニットの前カバーの内面を示した斜視図である。
【図５５】前カバー内面のフック等からなるフック構造の部分の拡大斜視図である。
【図５６】フック構造の部分の分解斜視図である。
【図５７】第２フック部材のフックホルダ側の面（Ａ）と第１フック部材側の面（Ｂ）を
示した平面図である。
【図５８】第２フック部材のフックホルダ側の面（Ａ）と第１フック部材側の面（Ｂ）を
示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下本件の実施形態について説明する。
【００１３】
　（外観）
　図１は、電子機器の一実施形態であるノート型パーソナルコンピュータ（ノートＰＣ）
の閉状態の斜視図である。また、図２は、図１に閉状態を示すノートＰＣの開状態の斜視
図である。また、図３，図４は、その開状態のノートＰＣの、それぞれ右側面、左側面を
示した斜視図である。さらに、図５，図６は、開状態のノートＰＣの底面を、それぞれ別
の角度から眺めたときの斜視図である。
【００１４】
　ここでは、これらの図１～図６を参照して、一実施形態としてのノートＰＣの外観につ
いて説明する。
【００１５】
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　このノートＰＣ１０は、演算ユニット２０と表示ユニット３０を有する。この表示ユニ
ット３０は、演算ユニット２０の奥側に回動軸４０を有し、その回動軸４０を中心に、図
１に示す、演算ユニットに重ねられた閉状態と、図２に示す、演算ユニット２０から開い
た開状態との間で回動する。表示ユニット３０が閉状態から開状態に移行するには、表示
ユニット３０の、閉状態における前端面３１１側を持ち上げるようにして、表示ユニット
３０を回動軸４０の回りに回動させる。この閉状態における表示ユニット３０の前端面は
、表示ユニット３０を直角に開いた開状態（以下、特に断らずに単に開状態と表現するこ
とがある）における上面のことである。ここで、回動軸４０は、表示ユニット３０を、フ
リクションを伴って回動させる構造を有し、表示ユニット３０は、演算ユニット２０に対
し任意の角度に開いた状態でその開き角を維持するように構成されている。図１から分か
るように、演算ユニット２０および表示ユニット３０は、それぞれ概略直方体の外形をも
つ。
【００１６】
　演算ユニット２０は、内部にＣＰＵチップ等が搭載された、演算処理機能を持つ回路基
板や、情報を記憶しておくハードディスクドライブユニット（ＨＤＤユニット）などの多
数の部品が搭載されている。また、ＣＰＵチップは、発熱を伴って動作する発熱電子部品
であり、そのＣＰＵチップを空冷するための、ファン等からなる放熱モジュールも搭載さ
れている。
【００１７】
　また、この演算ユニット２０の上面奥側には、電源ボタン２２や各種のファンクション
ボタン２３が設けられており、また、この演算ユニット２０の筐体２１には左右一対の放
音口２４が形成されている。これら左右一対の放音口２４の内側には、それぞれスピーカ
が置かれており、それらのスピーカから発せられた音は、これら放音口２４から外に放音
される。
【００１８】
　また、演算ユニット２０の上面中央には、このノートＰＣ１０に対し各種の情報や指示
を入力するためのキーボード２５が配置されている。
【００１９】
　さらにその手前には、トラックパッド２６、トラックパッド用の左右の操作ボタン２７
、および左右の操作ボタン２７の中央に指紋センサ２８が設けられている。
【００２０】
　トラックパッド２６は、その上に指を当てて動かす操作に応じて、後述する表示画面３
２上のカーソルを移動させるためのものである。また、左右の操作ボタン２７は、マウス
（図示せず）の左右のボタンに相当し、表示画面上の任意の位置に移動させたカーソルと
重なったアイコン等を指定したり、表示画面３２上にメニュー画面を表示させたりする役
割りを有する。また、指紋センサ２８は、登録されている指紋と一致する指紋が検出され
た場合にのみこのノートＰＣを起動させるなどの、セキュリティ用のものである。
【００２１】
　また、演算ユニット２０の上面の手前側には、その演算ユニット２０の筐体２１に設け
られたロック用の穴２９を有する。このロック用の穴２９には、開状態（図２参照）から
閉状態（図１参照）に移行したときに、後述する表示ユニット３０の開状態における前面
上部に設けられたフック３３が入り込んで係止する。この係止により、表示ユニット３０
は演算ユニット２０上に重ねられた閉状態を維持して、不用意には開かないようになって
いる。表示ユニット３０の閉状態における前端面（開状態における上面）３１１からは係
止解除ボタン３４が突出している。この係止解ボタン３４が前端面（上面）３１１に向か
って押されると、それに連動してフック３３が係止解除位置（後述する）に移動してロッ
ク用の穴２９との係止が外れる。そこで、この係止解除ボタン３４を押したままその前端
面（上面）３１１側を持ち上げることにより表示ユニット３０を図２に示す状態に開くこ
とができる。
【００２２】
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　また、図３に示す演算ユニット２０の右側面には、ＡＣ電力をＤＣ電力に変換してこの
ノートＰＣ１０に供給するＡＣアダプタ（図示せず）のコネクタが差し込まれる電源差込
口２１１が形成されている。この電源差込口２１１の内部には、そのＡＣアダプタのコネ
クタと組み合う電源用コネクタが配置されている。このノートＰＣは、ＡＣアダプタのコ
ネクタが電源差込口２１１に差し込まれて電源用コネクタと組み合って電力の供給を受け
、その電力で動作する。また、このノートＰＣ１０には、ＡＣアダプタからの供給電力を
受けて充電されるバッテリが内蔵されている。このバッテリは後述するように演算ユニッ
ト２０に対して着脱可能である。このノートＰＣ１０は、そのバッテリの電力だけで動作
し続けることもできる。なお、ＡＣアダプタは、一般的に、ＡＣ／ＤＣ変換部、ＡＣ／Ｄ
Ｃ変換部と商用電源コンセント間を接続し先端にそのコンセントに差し込まれるプラグを
有する第１ケーブル部、ＡＣ／ＤＣ変換部とノートＰＣ１０間を接続し先端に電源差込口
２１１の電源用コネクタに差し込まれるコネクタを有する第２ケーブル部で構成される。
【００２３】
　また、この演算ユニット２０の右端面には、電源差込口２１１以外の、ＵＳＢコネクタ
やオーディオ用のマイクロホン／イヤホーン用のジャックなどの差込口も形成されている
。
【００２４】
　また、図４に示す演算ユニット２０の左側面には、ＣＤ／ＤＶＤドライブユニットの外
面４１１やカードスロット４１２などが設けられている。
【００２５】
　さらに、図５，図６に示す、演算ユニット２０の底面には、バッテリの蓋部４２２、内
部にＨＤＤユニットが収容された開口を塞ぐ蓋体４３９、および、内部にメモリ基板が差
し込まれるコネクタが配置された開口を塞ぐ蓋体４４０が設けられている。さらに、演算
ユニット２０の筐体２１の底面から背面にかけて内部のファンから送風を外部に放出する
空気放出開口４４１（図６参照）が形成されている。演算ユニット２０の背面には、いく
つかのコネクタ等が配列されている。
【００２６】
　また、表示ユニット３０の開状態の前面には演算ユニット２０の指示に応じた画像を表
示する表示パネルである表示画面３２が広がっており、その表示画面３２の周囲は、表示
ユニット３０の筐体３１を形成する前面カバー３１１で覆われている。
【００２７】
　この表示ユニット３０の筐体３１は、その前面カバー３１１と、表示画面の背面側を覆
う背面カバー３１２（図１参照）とで構成されている。表示パネルである表示画面３２は
、この前面カバー３１１と背面カバー３１２に挟まれて筐体３１内に収納される。この前
面カバー３１１は、表示ユニット３０の筐体３１のうち前面筐体を形成する。また、背面
カバー３１２は、表示ユニット３０の筐体３１のうち背面筐体を形成する。
【００２８】
　この表示ユニット３０の開状態における前面上部には、フック３３が突出している。こ
のフック３３は、上述したとおり、閉状態において、演算ユニット２０の筐体２１に設け
られたロック用の穴２９に入り込んで係止される。また、この表示ユニット３０の開状態
における上面（閉状態における前端面）３０１（図１参照）からは係止解除ボタン３４が
突出している。その係止解除ボタン３４を開状態における上面（閉状態における前端面）
３０１に向けて押下すると、フック３３がロック用穴２９との係止が解除される位置に移
動する。したがって、図１に示す閉状態にあるときに係止解除ボタン３４を押しながら表
示ユニット３０の前端面３０１上に持ち上げるように表示ユニット３０を回動させること
により、図２に示すように開くことができる。
【００２９】
　また、表示ユニット３０の開状態の前面上部には、表示ユニット３０を演算ユニット２
０上に重ねたときに演算ユニット２０の上面に当たる複数のパッド３５が配置されている
。
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【００３０】
　（ＨＤＤカバー取付構造）
　図７は、演算ユニット底面（図５、図６参照）の、バッテリ収容開口の部分を、バッテ
リを取り外して示した図である。
【００３１】
　また図８は、その取り外されたバッテリを裏返して示した図である。
【００３２】
　図７には、演算ユニット２０の筐体２１の底面に形成されたバッテリ収容開口２１２が
あらわれている。バッテリ４２０は、本体部４２１と蓋部４２２とを有する。この本体部
４２１にバッテリセルが収納されている。バッテリ４２０は、バッテリ収容開口２１２に
対して着脱可能なユニットである。本体部４２１はバッテリ収容開口２１２に収容される
。バッテリ収容開口４１２内にはコネクタ５０１が露出しており、このコネクタ５０１は
図８に示すバッテリ４２０の本体部４２１に設けられたコネクタ４２３と結合する。バッ
テリ４２０はそれらのコネクタ５０１，４２３を経由して充電され、また、バッテリ４２
０に蓄えられた電力がそれらのコネクタ５０１，４２３を経由してノートＰＣ１０の各部
へと供給される。
【００３３】
　また蓋部４２２は本体部４２１に重なって広がり筐体の外面の一部を成す。この蓋部４
２２は、本体部４２１からはみ出して本体部４２１の周面に沿って延在する鍔部４２２ａ
を有する。一方、筐体２１には、バッテリ収容開口２１２の周りに筐体２１の底面から一
段下がってバッテリ収容開口に沿って延在する支持縁２１３を有する。バッテリ４２０の
鍔部４２２ａは、バッテリ４２０の本体部４２１がバッテリ収容開口２１２に収容された
ときに、そのバッテリ収容開口２１２の周りに形成された支持縁２１３に支持され、係止
部４２２ｂによりバッテリ収容開口２１２に係止される。
【００３４】
　また、演算ユニット２０の筐体２１の底面には、バッテリ収容開口２１２ａに隣接して
、ＨＤＤユニットが収容されるＨＤＤユニット収容開口４１４（図１０参照）が形成され
ている。そのＨＤＤユニット収容開口４１４にはＨＤＤユニット４３０が収容され（図１
０参照）、そのＨＤＤユニット４３０が蓋体４３９（図８参照）で覆われている。この蓋
体４３９には、ＨＤＤユニット収容開口４１４に収容されたＨＤＤユニット４３０を覆う
覆い部４３９ａとバッテリ収容開口側に延在する延在部４３９ｂとを有する。
【００３５】
　図９は、ＨＤＤユニットを覆う蓋体の延在部の周りを示した拡大斜視図である。この図
９ではバッテリ４２０がバッテリ収容開口２１２から少しだけ浮かせた状態が示されてい
る。
【００３６】
　蓋体４３９の延在部４３９ｂは、バッテリ収容開口２１２の周りに形成された、支持縁
２１３に隣接してその支持縁２１３と同一面を形成している。バッテリ４２０は、バッテ
リ４２０の蓋部４２２の周縁部分である鍔部４２２ａが、支持縁２１３と延在部４３９ｂ
との双方に被さるようにして、バッテリ収容開口２１２内に収容される。
【００３７】
　このため、蓋体４３９は、バッテリ４２０がバッテリ収容開口４１２に収容されている
限り、取外すことができない。したがってその蓋体４３９の内側の、ＨＤＤユニット収容
開口４３１（図１０参照）内に収容されているＨＤＤユニット４３０もそのＨＤＤユニッ
ト収容開口４３１から取り外すことはできない。したがって、バッテリ４２０とＨＤＤユ
ニット４３０の取外し順序は必ずバッテリ４２０の方が先である。これにより、ＨＤＤユ
ニット４３０に通電したままＨＤＤユニット４３０が取り外されることに起因する、ＨＤ
Ｄユニット４３０の破損やそのＨＤＤユニット４３０に記憶された情報の棄損が防止され
る。
【００３８】
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　図１０は、ＨＤＤユニット収容開口内に収容された状態のＨＤＤユニットを示す図であ
る。また図１１はＨＤＤユニット収容開口から取り外した状態の蓋体を示す斜視図、図１
２はその蓋体の内面を示す斜視図である。
【００３９】
　ＨＤＤユニット収容開口４３１を覆う蓋体３４９（図５、図６参照）を取り外すと、図
１０に示すようにＨＤＤユニット収容開口４１４内に収容されたＨＤＤユニット４３０が
あらわれる。
【００４０】
　ＨＤＤユニット収容開口４１４は、演算ユニット２０の筐体２１の底面の、バッテリ４
２０（図８参照）が収容されるバッテリ収容開口２１２に隣接した位置に形成されている
。このＨＤＤユニット収容開口４１４は、バッテリ収容開口２１２に隣接する側壁４１４
ａと、その側壁４１４ａと角部４１４ｂを共有する前壁４１４ｃを含んで形成されている
。また、このＨＤＤユニット収容開口４１４の前壁４１４ａには、蓋体４３９に形成され
た２つの爪部４３９ｃ（図１２参照）が入る込む２つの穴４１４ｄが形成されている。さ
らに蓋体４３９には、爪部４３９ｃが形成された側とは反対側に、ＨＤＤユニット収容開
口４１４に形成された２つの窪み４１４ｅに入り込む突部４３９ｄが形成されている。さ
らにＨＤＤユニット収容開口４１４には、２つの窪み４１４ｅにそれぞれ隣接する位置に
２つのネジ穴４１４ｆが形成されている。これに対応して、蓋体４１９には、２つのネジ
穴４１４ｆに対応する位置に２つの穴４３９ｅが形成されている。蓋体４３９は、爪部４
３９ｃが穴４１４ｄに入り込み、突部４３９ｄが窪み４１４ｅに入り込んで位置決めされ
、穴４３９ｅを貫いてネジ穴４１４ｆに螺入するネジにより、ＨＤＤユニット収容開口４
１４を覆うように固定される。したがって、固定された状態の蓋体４３９を取り外すには
、その蓋体４３９を固定しているネジを外した後、その蓋体４３９のネジを外した側を持
ち上げるように回動させながら取り外すことになる。ここで、蓋体４３９の、前述した延
在部４３９ｂは、ＨＤＤユニット収容開口４１４の、バッテリ収容開口２１２側の側壁４
１４ａと前壁４１４ｃとで共有する角部４１４ｂから離れた側の端部に対応する位置に形
成されている。すなわち、この延在部４３９ｂは蓋体４３９を取り外す際に持ち上げられ
る側に形成されている。このため、バッテリ４２０の鍔部４２２ａがその延在部４３９ｂ
に被さっていることによりバッテリ４２０を取り外すよりも先に蓋体４３９が取り外され
ることが確実に防止される。
【００４１】
　なお、本実施形態は上述のようにＨＤＤユニットを対象にしているが、メモリ基板や通
信モジュールなど他の種類の電子部品を対象にしても本技術は有効である。
【００４２】
　（ＨＤＤユニット取付構造）
　図１３、図１４は、ＨＤＤユニットを取り外した後のＨＤＤユニット収容開口をそれぞ
れ異なる視点から見て示した斜視図である。
【００４３】
　このＨＤＤ収容開口４１４は、前述したバッテリ収容開口２１２側の側壁４１４ａおよ
び前壁４１４ｃに加え、さらに反対側の側壁４１４ｇおよび底面４１４ｉを有する。また
前面４１４ｃにはコネクタ４１５が配置されている。さらに、バッテリ収容開口２１２か
ら離れた側の側面４１４ｇにはＨＤＤユニット収容開口４１４内に突起した突起部４１４
ｈを有する。また底面４１４ｉの前面４１４ｃから離れた側の端部では接地用部材４１６
が底面４１４ｉから突き出ている。
【００４４】
　図１５、図１６はＨＤＤユニットを互いに異なる視点から見て示した斜視図である。ま
た、図１７は、ＨＤＤユニットの底面を示した図である。さらに、図１８は、ＨＤＤユニ
ットをＨＤＤ本体とカバー部材とに分けて示した斜視図である。さらに、図１９、図２０
、図２１はＨＤＤユニットのカバー部材をそれぞれ異なる視点から見たときの斜視図であ
る。



(9) JP 5321212 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

【００４５】
　ＨＤＤユニット４３０は、ＨＤＤ本体４３１とカバー部材４３２とで構成されている。
【００４６】
　ＨＤＤ本体４３１は、図１８に示すようにカバー部材４３２に覆われる第１面４３１ａ
と、第１面４３１ａと平行に広がりＨＤＤドライブ収容開口４１４の底面４１４ｉ（図１
３、図１４参照）に接する第２面４３１ｂ（図１７参照）とを有する。また、このＨＤＤ
本体４３１はさらに、第１面４３１ａと第２面４３１ｂを取り巻く、前端面４３１ｃと左
右の側面４３１ｄ，４３１ｅと、後端面４３１ｆとを有する。
【００４７】
　図１７に示すように、第２面４３１ｂには剥き出しの回路基板４３１ｇが広がっており
、その回路基板４３１ｇの前端には、コネクタ４３１ｈが設けられている。このコネクタ
４３１ｈは、ＨＤＤユニット収容開口４１４の前面４１４ｃ（図１３、図１４参照）に配
置されてコネクタ４１５と組み合うコネクタである。また、ＨＤＤ本体４３１の第２面４
３１ｂに広がる回路基板４３１ｇは、幅方向の一部分はＨＤＤ本体４３１の長さいっぱい
に広がっており、ＨＤＤ本体４３１の底面の後端側の一部領域については、ＨＤＤ本体４
３１の樹脂製の基体４３１ｉが広がっている。
【００４８】
　また、ＨＤＤユニット４３０を構成するカバー部材４３２は、板金加工で形成された部
材である。このカバー部材４３２はＨＤＤ本体４３１の第１面４３１ａ（図１８参照）を
覆う覆い部４３２ａとＨＤＤ本体４３１の左右の側面４３２ｄ，４３２ｅにそれぞれ沿っ
て折れ曲がった左右の折曲部４３２ｂ，４３２ｃを有する。さらにこのカバー部材４３２
は、ＨＤＤ本体４３１の後端面４３１ｆに沿って折れ曲がった接地部４３２ｄを有する。
この接地部４３２ｄは、ＨＤＤユニット収容開口４１４の底面４１４ｉから突出した接地
用部材４１６（図１３、図１４参照）に接する部分である。尚、接地用部材４１６は、Ｈ
ＤＤユニット４３０がＨＤＤユニット収容開口４１４に収容された状態における、そのＨ
ＤＤユニット４３０を構成するＨＤＤ本体４３１の後端面４３１ｆの直ぐ外側に外れた位
置にある。このため、ＨＤＤユニット４３０を構成するカバー部材４３２の接地部４３２
ｄがその接地用部材４１６の上に乗り、その接地部４３２ｄと接地用部材４１６が導通す
る状態となる。
【００４９】
　このカバー部材４１２の右側の側面４３２ｂには、鉤形の切欠部４３２ｅが形成されて
いる。この切欠部４３２ｅは、ＨＤＤユニット収容開口４１４の右側面４１４ｇからその
ＨＤＤユニット収容開口４１４内に突出している突起部４１４ｈを受け入れる切欠部であ
る。この切欠部４３２ｅは第１の切欠部４３２ｆと第２の切欠部４３２ｇとからなる。第
１の切欠部４３２ｆは、突起部４１４ｈを受け入れ易いように受入口が広がった形状を有
している。この第１の切欠部４３２ｆは、ＨＤＤ本体４３１の第２面４３１ｂをＨＤＤユ
ニット収容開口４１４の底面４１４ｉに対面させてＨＤＤユニット４３０を底面４１４ｉ
に近づけていったときに、突起部４１４ｈを収容する切欠部である。ＨＤＤ本体４３１の
第２面４３１ｂがＨＤＤユニット収容開口４１４の底面４１４ｉに接するまで移動させた
後、今度はＨＤＤ本体４３１の前端面４３１ｃがＨＤＤユニット収容開口４１４の前壁４
１４ｃに近づく方向に移動させる。第２の切欠部４３２ｇは、第１の切欠部４３２ｆに連
なる切欠部であって、この後半の移動の際に突起部４１４ｈを受け入れる切欠部である。
ＨＤＤ本体４３１の前端面４３１ｃを前壁４１４ｃに近づける方向にＨＤＤユニット４３
０を移動させると、コネクタ４３１ｈ（図１７参照）がＨＤＤユニット収容開口４１４の
前壁４１４ｃのコネクタ４１５と組み合う。これにより、このＨＤＤユニット４３０に必
要な電力供給が行なわれ、またこのＨＤＤユニット４３０とノートＰＣ１０の本体との間
で信号の送受信が行なわれる。
【００５０】
　このように、第２面４３１ｂをＨＤＤユニット収容開口４１４の底面４１４ｉに向け、
かつＨＤＤ本体４３１の前端面４３１ｃをＨＤＤユニット収容開口４１４の前壁４１４ｃ
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に向けて、ＨＤＤユニット４３１を底面４１４ｉ側に移動させる。ここではこれを「第１
の移動」と称する。この第１の移動の後、前端部４３１ｃが前壁４１４ｃに近ずく方向に
ＨＤＤユニット４３０を移動させる。ここではこれを「第２の移動」と称する。ＨＤＤユ
ニット４３０は、このような第１の移動と第２の移動との２段階の動きによりＨＤＤ収容
開口４１４に収容される。ここで突起部４１４ｈおよび第１の切欠部４３２ｆは、上記の
第１の移動により接地用部材４１６がＨＤＤ本体４３１の第２面４３１ｂの基体４３１ｉ
に接する位置に設けられている。したがって、その第１の移動に続く第２の移動でも、接
地用部材４１６はＨＤＤ本体４３１の基体４３１ｉのみと擦れる。すなわち、このＨＤＤ
ユニット４３０をＨＤＤユニット収容開口４１４に収容させる動き、およびその逆の取り
出す動きにおいて、接地用部材４１６は、剥き出しに配置されている回路基板４３１ｇに
は接触しない。このように、回路基板４３１ｇは、接地用部材４１６との接触や擦れを免
れ、破損が防止される。すなわち、突起部４１４ｈと切欠部４３２ｃを形成したことで、
ＨＤＤユニット収容開口４１４の底面４１４ｉに接地用部材４１６という部材を安全に配
置することを可能としている。このように、この突起部４１４ｈと切欠部４３２ｅとによ
り部品又は部材のレイアウトの自由度を向上させている。
【００５１】
　ここで、突起部４１４ｈはＨＤＤユニット収容開口４１４の左右の両側面４１４ａ，４
１４ｇのうちの右側の側面４１４ｇにのみ形成されており、バッテリ収容開口２１２に隣
接した左側の側面４１４ａには形成されていない。ＨＤＤユニット４３０は比較的振動に
弱い部品であり、周囲の振動をできる限り受け難くすることが必要である。この突起部４
１４ｈを左右の両側面４１４ａ，４１４ｇのうちの一方の側面４１４ｇのみに形成したの
もこの振動を受けるのを抑えるための工夫の１つである。このように一方の側面４１４ｇ
のみがＨＤＤユニット４３０と接触するようにすることで、ＨＤＤユニット４３０への振
動伝達量を抑制している。また、突起部４１４ｈと切欠部４３２ｅとによるＨＤＤユニッ
ト４３０の動きの規制は片側のみで十分だからである。
【００５２】
　また、図１８に示すようにＨＤＤ本体４３１には、左右の両側面４３１ｄ，４３１ｅそ
れぞれについて、前端面４３１ｃ寄りの位置と後端面４３１ｆ寄りの位置との２箇所にネ
ジ穴４３１ｎが形成されている。これに対し、カバー部材４３２には、ネジ止め用の穴４
３２ｈはその左右の折曲部４３２ｂ，４３２ｃに１つずつしか形成されていない。しかも
その穴４３２ｈは左右の折曲部４３２ｂ，４３２ｃに形成された片持ち梁形状に延びたア
ーム４３２ｉに形成されている。カバー部材４３２は、左右に１つずつ形成されている穴
４３２ｈと、ＨＤＤ本体４３１の左右の前端面４３１ｃ寄りのネジ穴４３１ｎを使い、左
右１ヵ所ずつだけネジ止めによりＨＤＤ本体４３１に固定されている。これも振動をＨＤ
Ｄ本体に伝え難くするための１つの工夫である。
【００５３】
　さらに、図２１に示すように、カバー部材４３２の覆い部４３２ａの接地部４３２ｄ側
の内面および左右の折曲部４３２ｂ，４３２ｃの接地部４３２ｄ側の内面には、クッショ
ン材４３２ｋが貼着されている。これらのクッション材４３２ｋにより、ＨＤＤ本体４３
１の第１面４３１ａの後端面４３１ｆ寄りの部分および左右の側面４３１ｄ，４３１ｄの
後端面４３１ｆ寄りの部分が支持される。これらのクッション材４３２ｋも、ＨＤＤ本体
４３１への振動の伝達を低減するための工夫の１つである。
【００５４】
　（スピーカ取付構造）
　前述した図２、図３に示すように演算ユニット２０の上面の奥側には左右一対の放音口
２４が形成されている。これに放音口２４の直ぐ内側には各スピーカ（後述する）が配置
されており、それらのスピーカから発せられる音は放音口２４から外部に放音される。
【００５５】
　図２２は、演算ユニット２０の上面の奥側のカバー部材を取り外し、さらにスピーカも
取り外した状態のノートＰＣを示す図である。図２、図３に示す電源ボタン２２、ファン
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クションボタン２３、放音口２４は、そのカバー部材に設けられており、一緒に取り外さ
れている。
【００５６】
　また、図２３、図２４は、それぞれ左側および右側のスピーカ配置部を示した拡大斜視
図である。これらの図２２、図２３は、図２２の状態からさらにキーボード２５を取り外
し、表示ユニット３０も取り外すなどさらに分解を進めた状態の図である。
【００５７】
　基板４４０には、左右一対のスピーカ配置部４４１が形成されている。これら一対のス
ピーカ配置部４４１は、基板４４０に設けられた、図示の通りの異形の開口である。スピ
ーカ配置部４４１を形成している開口の周囲には、両面粘着テープ４４２が貼着されてい
る。この両面粘着テープ４４２は、クッション性の両面粘着テープであって、開口の周縁
を取り巻いて継ぎ目なく一周する形状（環状）を有している。また、一対のスピーカ配置
部４４１のそれぞれには、スピーカ（後述する）の位置決め用の２つの立設部４４３と２
本の立設ピン４４４が設けられている。
【００５８】
　図２５は、スピーカを背面側から見たときの斜視図である。
【００５９】
　このスピーカ４５０は、図２５に示す背面４５１に対する裏面側に、振動により音を放
出する放音面４５２（図２６、図２７参照）を有する。このスピーカ４５０は、その背面
４５１又は放音面４５２に対し垂直方向から見たときに矩形形状を有し、その矩形の４隅
には穴４５０ａが設けられている。このスピーカ４５０の背面は、図２５に示すように異
形に突出しており、基板４４０にスピーカ配置部４４１に形成されている開口はそのスピ
ーカ４５０の背面を受け入れる形状を有している。さらにその開口は、以下に説明するよ
うにスピーカ４５０の周縁を部分的にのみ支持するための形状を有している。
【００６０】
　図２６、図２７は、それぞれ左側および右側のスピーカ配置部にスピーカが配置された
状態を示した拡大斜視図である。
【００６１】
　スピーカ４５０は、背面４５１（図２５参照）の突起が開口に入り込むとともにその背
面側の周縁が両面粘着テープ４４２の上に乗るように配置される。また、このスピーカ４
５０はその矩形の２つの角部が立設部４４３に突き当てられるともに４つの穴４５０ａの
うちの２つの穴に立設ピン４４４が入り込むことにより位置決めされている。
【００６２】
　ここで、スピーカ配置部４４１には異形の開口が形成されており、その異形の開口の縁
をなぞるようにして両面粘着テープ４４２が置かれている。このため、このスピーカ配置
部４４１に配置されたスピーカ４５０は、その背面の周縁が、両面粘着テープ４４２に、
その両面粘着テープ４４２が一周する間に断続的に重なっている。具体的には、このスピ
ーカ４５０の矩形の４隅は両面粘着テープ４４２に重なり、その矩形の４辺それぞれの中
央部は両面粘着テープ４４２がスピーカ４５０から外に外れた経路で取り巻いているため
重なっていない。このように、両面粘着テープ４４２としてクッション性の両面粘着テー
プ４４２を使うことによりスピーカ４５０の振動を基板４４０に伝わりにくくしていると
ともに、スピーカ４５０を断続的に支持することによってその振動を基板４４０に一層伝
わりにくくしている。
【００６３】
　図２８は、スピーカ等を覆うカバー部材とキーボードの双方を取り外した状態の演算ユ
ニット上面側を示した図である。また図２９は、図２８に示す状態からさらにスピーカを
取り外した状態の演算ユニット上面側を示した図である。
【００６４】
　スピーカ４５０を支持する基板４４０は、キーボード２５の下にも広がってキーボード
２５を支持する支持部材としての役割りも兼ねている。この基板４４０はさらに、キーボ
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ード２５よりも手前側では演算ユニット２０の外面を形成している。このように、この基
板４４０は、演算ユニット２０の筐体２１の上面側を担う上面カバーである。ここで、こ
の基板４４０は、スピーカ配置部４４１（図２２参照）とキーボードの下に広がる領域と
の間が細い腕部４４５で繋がれている。スピーカ４５０から見たときのキーボードのさら
に先には、ＨＤＤユニット４３０が塔載されている。このＨＤＤユニット４３０は比較的
振動に弱い部品であり、基板４４０の腕部４４５は、スピーカ４５０の振動をキーボード
やその先のＨＤＤユニット４３０に伝わり難くするための一工夫である。
【００６５】
　（クリックボタン構造）
　図３０は、上述したスピーカの支持を担う基板を兼ねた上面カバーの裏面側を示した図
である。また図３１は、上面カバー裏面の、支持金具の部分を示す拡大斜視図である。
【００６６】
　この図３０、図３１には、指紋センサ２８やその指紋センサ２８の左右の操作ボタン２
７（例えば図２、図２９参照）等の裏面側に置かれた支持金具４５１が、その底面を上に
して示されている。
【００６７】
　図３２は、その支持金具を前面カバーから取り外して、図３０、図３１に示す底面とは
逆側の上面側を示した拡大斜視図である。
【００６８】
　この図３２に示すように、支持金具４５１の上面には回路基板４５２が固定されている
。その回路基板４５２には、その左右の中央に指紋センサ２８が搭載され、左右両側には
それぞれスイッチ４５３が塔載されている。指紋センサ２８は上面カバーに形成された開
口４４６（図３３参照）から演算ユニット２０の上面に露出している。また、左右両側の
各スイッチ４５３は、各スイッチ４５３の中央部の押下点４５３ａへの押下を受けて状態
が切り替わるスイッチである。各スイッチ４５３は、演算ユニット２０の上面の各操作ボ
タン２７（図２、図２９参照）の押下により、各押下点４５３ａが各操作ボタン２７で押
される構造となっている。
【００６９】
　図３３は、図３１、図３２に示す、回路基板付きの支持金具を取り外して、指紋センサ
を間に挟む２つの操作ボタンの内面を示した斜視図である。また図３４、図３５は、それ
ぞれ、左右の各操作スイッチの内面を示す拡大斜視図である。
【００７０】
　図３３～図３５に示すように、各操作ボタン２７は、左右に長い略長方形形状を有して
いる。各操作ボタン２７は、長方形形状の中央よりも指紋センサ４８を露出させる開口４
４６側に寄った位置に、その内面から突出した作用ピン２７１を有する。この作用ピン２
７１は、回路基板４５２（図３２参照）上のスイッチ４５３の押下点４５３ａに対面した
位置に形成されている。すなわち、２つの操作ボタン２７の中央どうしの距離は、回路基
板４５２に塔載された２つのスイッチ４５３どうしの距離よりも大きくなっている。操作
ボタン２７が押下されると、その作用ピン２７１がスイッチ４５３の押下点４５３ａを押
下し、スイッチ４５３の状態を切り替える。また各操作スイッチ２７は、その長方形形状
の中央よりも、作用ピン２７１とは反対側に外れた位置に、その内側から突出したリブ２
７２を有する。このリブ２７２は操作スイッチ２７が強く押されたときに支持金具４５１
（図３２参照）の上面に突き当たり、操作ボタン２７がそれ以上押されないようにするた
めのものである。
【００７１】
　また、各操作ボタン２７からは、その周面から各操作ボタン２７ごとに４本の弾性アー
ム４３３が延び、固定ピン４３４により上面カバーに固定されている。これらの弾性アー
ム４３３は、操作ボタン２７を上面カバーに支持するとともに、操作ボタン２７が押下を
受けたときに弾性的に変形して操作ボタン２７を変位させるアームである。ここで、各操
作ボタン２７につき４本の弾性アーム４３３のうち、開口４４６側に繋がっている２本の
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弾性アーム４３３ａは相対的に細幅のアームであり、開口４４６から離れた側に繋がって
いる２本の弾性アーム４３３ｂは相対的に太幅のアームである。これは、各操作ボタン２
７の作用ピン２７１が開口４４６側に片寄った位置にあることに起因している。すなわち
、操作ボタン２７は指の幅に比べかなり左右方向に大きな寸法の操作ボタンである。この
ため、この操作ボタン２７は開口４４６寄りが押されることがあれば開口４４６から離れ
た側が押されることもある。操作ボタン２７のどの位置を押されても作用ピン２７１によ
りスイッチ４５３（図３２参照）が確実に押されることが必要である。
【００７２】
　ここでは、操作ボタン２７の開口４４６に近い側を支える弾性アーム４３３ａを相対的
に細径とすることにより開口４４６に近い側を相対的に小さな弾性係数で支えている。一
方、開口４４６から離れた側は相対的に太径とすることにより開口４４６から離れた側を
相対的に大きな弾性係数で支えている。これにより、スイッチ４５３の確実な押下を実現
している。すなわち、操作ボタン２７の開口４４６寄り、つまり、弾性アーム４３３ｂよ
りも弾性アーム４３３ａ寄りが押されたときは、そのままその押下の力により、特に開口
４４６側の弾性アーム４３３ａが撓んで作用ピン２７１によりスイッチ４５３が押される
。また、操作ボタン２７の開口４４６から離れた側、つまり、弾性アーム４３３ａよりも
弾性アーム４３３ｂ寄りが押されたときも、操作ボタン２７の開口４４６から離れた側は
相対的に太径の弾性アーム４３３ｂで支持されているため変形しにくく、その操作ボタン
２７３を押した力は操作ボタン２７の開口４４６側を支える弾性アーム４３３ａにも伝わ
って開口４４６側の弾性アーム４３３ａを変形させる。したがって、操作ボタン２７の開
口４４６から離れた側が押下された場合も、作用ピン２７１によりスイッチ４５３が確実
に押下される。
【００７３】
　ここで仮に、操作ボタン２７の中央に作用ピン２７１を形成することを考えると、その
作用ピン２７１に対面するようにスイッチ４５３（図３２参照）を配置する必要がありそ
のスイッチ４５３を塔載する回路基板４５２の寸法が大きくなり、支持金具４５１も大寸
法になる可能性がある。この場合、回路基板４５２等が部品を配置するのに必要なスペー
ス以上に大寸法となり、小型化、高密度実装化の要請に反する結果となる。
【００７４】
　一方、図３２に示すスイッチ４５３の位置はそのままにして、作用ピン２７１が操作ボ
タン２７の中央に位置するように操作ボタン２７の寸法を縮めることも考えられる。しか
しながら、操作ボタン２７の配置位置や寸法は操作性やデザインにも影響する。このため
スイッチ４５３の上に操作ボタンの中央を重ねることができない場合もある。
【００７５】
　ここでは、弾性アーム４３３の太さを変えることにより、この点の解決が図られ、スイ
ッチ４５３の配置位置に対する操作ボタン２７の寸法や配置位置の自由度を上げている。
【００７６】
　尚、操作ボタン２７の作用ピン２７１寄りを相対的に小さな弾性係数で支え作用ピン２
７１から離れた側を相対的に大きな弾性係数で支えれば、スイッチ４５３の確実な押下を
実現できる。ここでは、弾性アーム４３３の太さを調整することによってスイッチ４５３
の確実な押下を実現している。しかしながら、弾性アーム４３３の幅の調整に寄らずに、
あるいは弾性アーム４３３の幅の調整とともに、他の要素を調整してもよい。他の要素と
しては、弾性アームの長さ、本数、操作ボタン２７との接続位置等がある。つまり、弾性
アーム４３３は、その長さを長くするほど弾性係数を小さくすることができ、短くするほ
ど弾性係数を大きくすることができる。また、弾性アーム４３３は、その本数を多くする
ほど弾性係数を大きくすることができる。また、弾性アーム４３３は、操作ボタン２７と
の接続位置を操作ボタン２７の作用ピン２７１に近くにするほど、操作ボタン２７への押
下操作に対する作用ピン２７１の押下に影響を及ぼすことができる。
【００７７】
　（コネクタ取付構造）
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　図３６は、演算ユニットの、上面カバーを取り外した状態の斜視図である。
【００７８】
　この図３６は、図２９に示した状態から、さらに図３０に示す上面カバー４４０を取り
外した状態を示している。
【００７９】
　この図３６には、演算ユニット２０の筐体２１（図２参照）の底面側を担う底面カバー
２１９の内面が示されており、その底面カバー２１９上に大きく広がるメイン基板４６０
が塔載されている。この図３６に示すメイン基板４６０には、後述するファン４７１（図
３７参照）に空気を送り込むための開口４６１が形成されている。
【００８０】
　図３７は、そのメイン基板の、図３６に示す面に対する裏側の面を示す斜視図である。
【００８１】
　この図３７に示すメイン基板４６０上には、多数の部品が密に配置されている。ここで
は、これらの多数の部品のうちの、以下の説明に必要な部品のみについて説明する。この
図３７には、発熱電子部品であるＣＰＵモジュール４６２（図４５参照）を空冷するため
の放熱モジュール４７０が塔載されている。この放熱モジュール４７０は、ファン４７１
と、放熱フィン４７２と、それらファン４７１および放熱フィン４７２を支持する基体４
７３とを備えている。この放熱モジュール４７０の詳細は後述する。またこの図３７に示
すメイン基板４６０には、電源用のコネクタ４８１とそのコネクタ４８１を支持する支持
金具４８２が塔載されている。以下では電源用のコネクタ４８１とそれを支持する支持金
具４８２について先に説明する。
【００８２】
　図３８、図３９は、メイン基板の図３７に示す側の面をそれぞれ別の視点から見たとき
の、電源用のコネクタの部分の拡大斜視図である。ただし、図３８では、支持金具４８２
をメイン基板４６０に固定するためのネジ４９０（図４０参照）は取り外されメイン基板
４６０上に形成された、ネジ４９０が貫通する穴４６３が示されている。また図４０はメ
イン基板の、図３７に示す面に対する裏面、すなわち図３６に示す面の、電源用コネクタ
の部分の拡大斜視図である。さらに、図４１は、電源用コネクタ単独の斜視図、図４２、
図４３は支持金具をそれぞれ別の視点から見て示した斜視図である。さらに図４４は、電
源用のコネクタに支持金具を組み合わせた状態の斜視図である。
【００８３】
　ここに示す電源用のコネクタ４８１は、図３に示す演算ユニット２０の右側面の電源差
込口２１１の直ぐ内側に配置され、その電源差入口２１１に差し込まれたＡＣアダプタ（
図示せず）のコネクタと組み合うコネクタである。
【００８４】
　ここでは、メイン基板４６０の、電源用のコネクタ４８１が置かれた側の面（図３７～
図３９に示す面）を「第１面」と称し、その裏面（図３６、図４０に示す面）を「第２面
」と称する。
【００８５】
　図４１に示すように、電源用のコネクタ４８１はその前面４８１ａに開口４８１ｂを有
し、左右の側面４８１ｃ，４８１ｄには縦に延びる突起４８１ｅ，４８１ｆが形成されて
いる。一方、支持金具４８２は、図４２，図４３に示すように、コネクタ４８１の上面４
８１ｇ（図４１参照）に接する基部４８２ａと、基部４８２ａから折れ曲がり、コネクタ
４８１の各側面４８１ｃ，４８１ｄに接する折曲部４８２ｂ，４８２ｃとを有する。また
、この支持金具４８２には、コネクタ４８１の開口部４８１ｂを左右から挟む位置に形成
されコネクタ４８１の前面４８１ａの左右の縁を押える左右の押え部４８２ｄ，４８２ｅ
を有する。また、この支持金具４８２は、左側の押え部４８２ｄの先端からメイン基板４
６０の第２面側に折れ曲がりネジ穴４８３ｆが形成された固定部４８３ｇを有する。さら
にこの支持金具４８２は、右側の押え部４８２ｅの先端からメイン基板４６０の第２面側
に折れ曲がってメイン基板４６０に係止される鉤部４８２ｈを有する。



(15) JP 5321212 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

【００８６】
　この支持金具４８２は、図４４に示すように、コネクタ４８１の前面４８１ａ（図４１
参照）と左右の側面の縦に延びる突起４８１ｅ，４８１ｆを、左右の押え部４８２ｄ，４
８２ｅと左右の折曲部４８２ｂ，４８２ｃとで挟んでコネクタ４８１を支持している。
【００８７】
　この支持金具４８２は、図３８、図３９に示すように、メイン基板４６０の第１面上の
規定位置に置かれた状態のコネクタ４８１を支持する。この支持状態では支持金具４８２
の固定部４８２ｇおよび鉤部４８２ｈは、コネクタ４８１を間に置く左右からメイン基板
４６０の第２面側に回り込み、コネクタ４８１をメイン基板４６０の第１面上に固定する
。メイン基板４６０には、支持金具４８１の固定部４８２ｇに設けられたネジ穴４８２ｆ
と連通する穴４６３（図３８参照）が形成されている。この支持金具４８２は、メイン基
板４６０上の穴４６３と支持金具４８２のネジ穴４８２ｆとを使って、メイン基板４６０
の第１面側から、一本のネジ４９０でメイン基板４６０自体に固定されている（図４０参
照）。
【００８８】
　従来は、コネクタを支持する支持金具を固定するにあたっては、別の板金部材を用意し
その板金部材と支持金具とでメイン基板４６０を挟んでネジ止めしたり、あるいは支持金
具の直ぐ傍の部品ないし部材にその支持金具をネジ止めするのが通常である。
【００８９】
　これに対し、ここでは、支持金具４８２が別部品又は別部材なしでメイン基板４６０に
ネジ止めされている。ここでは、このように支持金具固定のための部品点数の増大や部品
や部材のレイアウト上の制限を迎くことなく、支持金具４８２が固定される。
【００９０】
　（冷却用通風路構造）
　ここでは、図３７に示したメイン基板４６０上の放熱モジュール４７０について説明す
る。
【００９１】
　図４５は、放熱モジュールを取り外した状態のメイン基板の、図３７に示す第１面を示
す斜視図である。
【００９２】
　この図４５には、メイン基板４６０の第２面（図３７、図４５に示す第１面に対する裏
面）側の空気をファン４７１（図３７、図４７参照）に取り込むための開口４６１が形成
され、また、放熱フィン４７２が密着するＣＰＵモジュール４６２が示されている。この
ＣＰＵモジュール４６２は動作時に発熱し、放熱モジュール４７０で強制的に冷却する必
要のある発熱電子部品である。
【００９３】
　図４６は、メイン基板を取り外した状態の、底面カバーの内側を示した斜視図である。
【００９４】
　この底面カバー２１９は、演算ユニット２０の筐体２１（図２参照）を構成し、演算ユ
ニット２０の底面側を覆うカバーである。この底面カバー２１９には、ファン４７１（図
３７、図４７参照）から吹き出され放熱フィン４７２を通過した空気を吹き出すための空
気放出開口４４１（図６も合わせて参照）が形成されている。また、この底面カバー２１
９にはＨＤＤユニット４３０が配置されるＨＤＤユニット収容開口４１４が形成されてい
る（図１０を合わせて参照）。また、この底面カバー２１９の内側にはメイン基板４６０
上の電子部品が電磁ノイズを受けにくくするため、およびメイン基板４６０上の電子部品
が発する電磁ノイズを外部に洩れにくくするためのシールド板４８０が広がっている。
【００９５】
　このシールド板４８０には、ファン４７１に対面（図４５参照）する位置に開口４８０
ａが形成され、底面カバー２１９が剥き出しとなっている。この開口４８０ａは、ファン
４７１の空気吹込口の前面を少しでも広く開けて、ファン４７１により多くの空気を流入
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させるための措置である。
【００９６】
　また、このシールド板４８０の開口４８０ａに近接した位置にそのシールド板４８０の
一部が切り起こされた切起し片４８０ｂが形成されている。また、このシールド板４８０
の切起し片４８０ｂよりも空気放出開口４４１寄りの位置に、複数の切起し切片４８０ｃ
が形成されている。これらの切起し切片４８０ｃは、放熱モジュール４７０を構成する放
熱フィン４７２や基体４７３（図４７参照）に接触してそれらを接地するためのものであ
る。
【００９７】
　ここで、図４５に示すメイン基板４６０は、さらに放熱モジュールが塔載された状態で
（すなわち、図３７に示す状態で）、図４５に示す第１面をシールド板４８０に向け、シ
ールド板４８０との間に間隔を置いて配置される。
【００９８】
　図４７は、放熱モジュールを示す斜視図である。この図４７には、図４６に示すシール
ド板４８０に対面する側の面が示されている。
【００９９】
　また、図４８は、放熱モジュールを、メイン基板から取り外した状態のまま、底面カバ
ー内の規定位置に置いた状態を示す斜視図である。
【０１００】
　放熱モジュール４７０は、ファン４７１と放熱フィン４７２と、それらファン４７１や
放熱フィン４７２を支持する基体４７３を備えている。基体４７３は、ダイキャスト製の
重量のある厚い金属製の部材である。この基体４７３のファン４７１を支持する部分には
、図４８に示すように、ファン４７１に空気を流入させるための開口４７３ａが形成され
ている。このファン４７１には基体４７３に設けられた開口４７３ａおよびメイン基板４
６０に設けられた開口４６１（図４５参照）を通ってメイン基板の第２面（図４５に示す
第１面の裏側の面）側から空気が吸い込まれる。このファン４７１は、シールド板４８０
（図４６参照）との間に間隔を置いた位置に支持されており、このファン４７１には、シ
ールド板４８０側からも空気が吸い込まれる。
【０１０１】
　このファン４７１は、このように上下の空気吹入口から吸い込んだ空気を放熱フィン４
７２に向けて吹き出す。また放熱フィン４７２はメイン基板４６２の第１面に塔載された
ＣＰＵモジュール４６２に密着するように、基体４７３に対しＣＰＵモジュール４６２側
（シールド板４８０から離れる側）にバネ付勢されている（バネは不図示）。放熱フィン
４７２は、このバネ付勢によりＣＰＵモジュール４６２に密着して動作時のＣＰＵモジュ
ール４６２から吸熱する。この放熱フィン４７２はＣＰＵモジュール４６２に密着してＣ
ＰＵモジュール４６２に押され、その放熱フィン４７２の空気取入口４７２ａがファン４
７１からの送風を受け入れる位置まで変位する。その位置まで変位した放熱フィン４７２
および基体４７３にシールド板４８０の切起し切片４８３が接触し、放熱フィン４７２や
基体４７３が接地される。
【０１０２】
　ここで、ファン４７１は、演算ユニット２０内で上下両面から空気を吸い込む必要があ
り、放熱フィン４７２はメイン基板４６０上のＣＰＵモジュール４６２に密着している必
要がある。また、一方ではこの演算ユニット２０はできる限り薄型に構成されている。フ
ァン４７１や放熱フィン４７２を、このような必要な条件を満足する位置に配置すると、
演算ユニット２０の厚み方向について放熱フィン４７２の方がファン４７１よりも底面側
（シールド板４８０側）に偏倚した位置に配置されることになる。このため、この放熱モ
ジュール４７０の基体４７３には、ファン４７１と放熱フィン４７２との中間に斜面４７
３ｂが形成されている。この斜面４７３ｂはファン４７１からの送風を放熱フィン４７２
の空気取入口４７２ａに向けてスムーズに流すためのものである。また、この基体４７３
の、その斜面４７３ｂが形成されたファン４７１と放熱フィン４７２との間の両側には、
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ファン４７１からの送風が横に洩れるのを防止するための一対の立壁４７３ｃが設けられ
ている。この放熱モジュール４７０は、メイン基板４６０に塔載された上で、図４８に示
すように、ファン４７１から送り出され放熱フィン４７２を経由した風が空気放出開口４
４１（図６、図４６参照）から外部に放出される位置に配置される。
【０１０３】
　図４９は、図４８のＸ－Ｘ断面図である。
【０１０４】
　放熱モジュール４７０の基体４７３には、上述したように、ファン４７１と放熱フィン
４７２との間の空気通路に斜面４７３ｂと一対の立壁４７３ｃが形成されている（図４７
参照）。ただし、このままではファン４７１からの送風がシールド板４８０に洩れてしま
い効率が低下する。そこで、ここでは、シールド板４８０に切起し片４８０ｂ（図４６、
図４８参照）が形成され、その切起し片４８０ｂがファン４７１と放熱フィン４７２との
間の空気流路を塞いで、斜面４７３ｂに沿って流れる空気をその斜面４７３ｂに沿って斜
めに導く形状となっている。すなわち、基体４７３の斜面４７３ｂや一対の立壁４７３ｃ
とシールド板４８０の切起し片４８０ｂとで、ファン４７１と放熱フィン４７２との間に
、空気を導くためのダクト構造が形成されている。このように、ここでは本来必要なシー
ルド板４８０に切起し片４８０ｂを形成するだけで、別部材を追加することなくダクト構
造が形成され、放熱の効率向上が図られている。
【０１０５】
　（表示部フック構造）
　ここでは、例えば図２に示す、表示ユニット３０の前面上部のフック３３や、表示ユニ
ット３０の、開状態における上面（閉状態における前端面）３０１から突出した係止解除
ボタン３４等からなるフック構造について説明する。フック３３は、表示ユニット３０を
演算ユニット２０上に閉じたときに、演算ユニット２０の上面に設けられたロック用の穴
２９に入り込んで表示ユニット３０を閉状態にロックするための係止突起である。また係
止解除ボタン３４は、その係止解除ボタン３４を押下することによりフック３３を係止解
除位置に移動させて、ロック用の穴２９との係止を解除させるボタンである。
【０１０６】
　図５０、図５１は、表示ユニット３０（図２参照）に設けられたフックおよび係止解除
ボタンの部分の拡大斜視図である。図５０は、係止解除ボタン３４が表示ユニット３０の
上面（前端面）３０１から突出した状態を示した図、図５１は、係止解除ボタン３４が押
下された状態を示した図である。
【０１０７】
　図５０に示す、係止解除ボタン３４が上面（前端面）３０１から突出した状態のまま表
示ユニット３０を演算ユニット２０上に閉じると、フック３３は、演算ユニット２０のロ
ック用の穴２９に入る。その穴２９に入るときに斜面３３ａで一旦横に押され、その後図
５０に示す位置に戻り、ロック用の穴２９内で係止される。
【０１０８】
　係止解除ボタン３４が図５１に示すように押されると、フック３３が横に移動し、この
表示ユニット３０が閉状態にあるときにロック用の穴２９との係合が外れ、表示ユニット
３０を開状態に持ち上げ得る状態になる。
【０１０９】
　図５２は、表示ユニットのフックおよび係止解除ボタンの部分の断面図である。
【０１１０】
　表示ユニット３０の開状態における上面３０１には、その表示ユニット３０の背面から
前面に向かって途中まで水平の第１面３０１ａが形成され、その第１面３０１ａに続き下
り斜面３０１ｂが形成されている。尚、第１面３０１ａは背面から前面に向かって上り斜
面に形成されていてもよい。ここで第２面３０１ｂは、第１面３０１ａ側（背面側）ほど
急斜面に形成された曲面である。
【０１１１】
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　表示ユニット３０の筐体３１は、表示ユニット３０の前面の表示画面３２の周囲を覆う
前面カバー３１１（図２を合わせて参照）と、表示ユニット３０の背面を覆う背面カバー
３１２（図１を合わせて参照）とから構成されている。そして、開状態における上面３０
１の第２面３０１ｂは前面カバー３１１に形成されている。係止解除ボタン３４は、その
前面カバー３１１から突出している。したがって閉状態にある表示ユニット３０を開状態
に開こうとするときは、係止解除ボタン３４を押しそのまま第２面３０１ｂに指を掛けて
表示ユニット３０の前端面（開状態における上面）３０１を持ち上げればよく良好な操作
性を有する。この第２面（斜面）３０１ｂは係止解除ボタン３４の周囲のみでもよいが、
前端面（開状態における上面）の左右全域に設けると、この斜面（第２面）３０１ｂによ
り表示ユニット３０の厚さが薄く見え、デザイン上も有利である。
【０１１２】
　図５３は、比較例を示した、図５２に対応する図である。
【０１１３】
　この図５３に示す比較例では、係止解除ボタン３４は上面（前端面）３０１の、背面カ
バー３１２側から突出している。この場合、図５２に示す第２面（斜面）３０１ｂが形成
されないかあるいは形成しても厚み方向について僅かな領域しか形成できない。このため
、係止解除ボタン３４を押しても指を掛ける部分がなく、表示ユニット３０を開状態に持
ち上げにくく、操作性が悪い。また、表示ユニット３０を薄く見せにくくデザイン上も不
利である。
【０１１４】
　図５４は、表示ユニットの前カバーの内面を示した斜視図である。また図５５は、前カ
バー内面の、フック等からなるフック構造の部分の拡大斜視図である。
【０１１５】
　フック３３や係止解除ボタン３４等からなるフック構造は、図示のように前面カバー３
１１の内面側に組み込まれている。
【０１１６】
　図５６は、このフック構造の部分の分解斜視図である。
【０１１７】
　ここには、前面カバー３１１と、その前面カバー３１１に組み込まれる、フック３３が
形成された第１フック部材５０１、係止解除ボタン３４が形成された第２フック部材５０
２、フックホルダ５０３、およびコイルバネ５０４が示されている。
【０１１８】
　第１フック部材５０１は、フック３３が前面カバー３１１の開状態における前面の上部
に形成された開口３１１ａから突出し、前面カバー３１１に立設した２つのピン３１１ｃ
に第１フック部材５０１の２つの長穴５０１ａが差し込まれた状態に配置される。また、
このとき、第１フック部材５０１の横から延びるアーム５０１ｃにコイルバネ５０４が装
着され、このアーム５０１ｃの先端は前面カバー３１１の開口３１１ｅから突出し、コイ
ルバネ５０４は、その開口周囲の壁との間に挟まれた状態となる。また、第１フック部材
５０１には、第２フック部材５０２が重ねられる側の面に斜めに延びた２つの案内突部５
０１ｂが形成されている。
【０１１９】
　図５７は、第２フック部材のフックホルダ側の面（Ａ）と第１フック部材側の面（Ｂ）
を示した平面図である。また、図５８は、第２フック部材のフックホルダ側の面（Ａ）と
第１フック部材側の面（Ｂ）を示した斜視図である。この第２フック部材５０２は、その
両側に係止爪５０２ａが形成されている。前面カバー３１１の開状態における上面には、
図５６に示すように、係止解除ボタン３４が突出する開口３１１ｂが形成されている。こ
の係止解除ボタン３４を含む第２フック部材５０２は、前面カバー３１１の開口３１１ｂ
に外側から差し込まれる。するとその第２フック部材５０２の両側の係止爪５０２ａがそ
の開口３１１ｂの両側の縁に押されて一旦内側に撓み、係止爪５０２ａが開口３１１ｂを
通過する位置まで第２フック部材５０２が差し込まれると再び係止爪５０２ａが開き、そ
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れらの係止爪５０２ａが前面カバー３１１の内面に係止されて第２フック部材５０２が抜
けない状態となる。ここではこのように第２フック部材５０２を外側から開口３１１ｂに
差し込む構造としたことにより、このフック構造の組立てを容易にしている。またこの第
２フック部材５０２の第１フック部材５０１側の面には、斜めに延びる２本の案内溝５０
２ｂが形成されている。この斜めに延びる案内溝５０２ｂには、第１フック部材５０１の
斜めに延びる案内突起５０１ｂが入り込む。したがって係止解除ボタン３４が押されると
第２フック部材５０２が前面カバー３１１の内側に移動し、第２フック部材５０２の斜め
の案内溝５０２ｂにより第１フック部材５０１の斜めの案内突起５０１ｂが押される。す
ると、第１フック部材５０１がコイルバネ５０４のバネ付勢に抗して横に移動し、この移
動によりフック３３が係止解除位置に移動する（図５１参照）。係止解除ボタン３４から
指を離すと、コイルバネ５０４の付勢力により第１フック部材５０１が押され元の位置に
戻り、その動きに応じて第２のフック部材５０２が係止解除ボタン３４を突出させる方向
に移動する。
【０１２０】
　前面カバー３１１には、第１フック部材５０１の２つの長穴５０１ａに入り込んで第１
フック部材５０１の動きをガイドする２本のピン３１１ｃのほか、さらに２本のピン３１
１ｄが形成されており、それら４本のピン３１１ｃ，３１１ｄはフックホルダ５０３の４
つの穴５０３ａにそれぞれ挿入されて固定される。
【０１２１】
　ここでは、このようなフック構造により、閉状態において表示ユニット３０を演算ユニ
ット２０に係止させ、および係止解除ボタン３４の押下により係止解除させる構造を実現
している。
【符号の説明】
【０１２２】
　１０　　ノートＰＣ
　２０　　演算ユニット
　２１，３１　　筐体
　２２　　電源ボタン
　２３　　ファンクションボタン
　２４　　放音口
　２５　　キーボード
　２６　　トラックパッド
　２７　　操作ボタン
　２８　　指紋センサ
　２９　　ロック用の穴
　３０　　表示ユニット
　３１　　筐体
　３２　　表示画面
　３３　　フック
　３４　　係止解除ボタン
　３５　　パッド
　４０　　回転軸
　２１１　　電源差入口
　２１２　　バッテリ収容開口
　２１３　　支持縁
　４１４　　ＨＤＤユニット収容開口
　２１９　　底面カバー
　２７１　　作用ピン
　３０１　　表示ユニットの開状態における上面（閉状態における前端面）
　３０１ａ　　第１面
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　３０１ｂ　　第２面
　３１１　　前面カバー
　３１１ｂ，３１１ｅ　開口
　３１１ｃ，３１１ｄ　　ピン
　３１２　　背面カバー
　４１４　　ＨＤＤユニット収容開口
　４１４ａ，４１４ｇ　　側壁
　４１４ｂ　　角部
　４１４ｃ　　前壁
　４１４ｄ　　穴
　４１４ｅ　　窪み
　４１４ｈ　　突起部
　４１４ｉ　　底面
　４１６　　接地用部材
　４２０　　バッテリ
　４２１　　バッテリ本体部
　４２２　　バッテリ蓋部
　４２２ａ　　鉤部
　４３０　　ＨＤＤユニット
　４３１　　ＨＤＤ本体
　４３１ａ　　第１面
　４３１ｂ　　第２面
　４３１ｃ　　前端面
　４３１ｄ，４３１ｅ　　左右の側面
　４３１ｆ　　後端面
　４３１ｇ　　回路基板
　４３２　　カバー部材
　４３２ａ　　覆い部
　４３２ｂ，４３２ｃ　　左右の折曲部
　４３２ｅ　　鈎形の切欠部
　４３２ｆ　　第１の切欠部
　４３２ｇ　　第２の切欠部
　４３２ｈ　　ネジ止め用の穴
　４３２ｉ　　アーム
　４３２ｋ　　クッション材
　４３３，４３３ａ，４３３ｂ　　弾性アーム
　４３９　　蓋体
　４３９ａ　　覆い部
　４３９ｂ　　延在部
　４３９ｃ　　爪部
　４３９ｄ　　突部
　４４０　　基板（上面カバー）
　４４１　　スピーカ配置部
　４４２　　両面粘着テープ
　４４３　　立設部
　４４４　　立設ピン
　４５０　　スピーカ
　４５１　　スピーカの背面
　４５２　　放音面
　４５３　　スイッチ



(21) JP 5321212 B2 2013.10.23

10

20

30

　４５３ａ　　押下点
　４６０　　メイン基板
　４６１　　開口
　４６２　　ＣＰＵモジュール
　４６３　　穴
　４７０　　放熱モジュール
　４７１　　ファン
　４７２　　放熱フィン
　４７３　　基体
　４７３ｂ　　斜面
　４７３ｃ　　立壁
　４８０　　シールド板
　４８０ｂ　　切起し片
　４８１　　電源用コネクタ
　４８２　　支持金具
　４８２ａ　　基部
　４８２ｂ，４８２ｃ　　折曲部
　４８２ｄ，４８２ｅ　　押え部
　４８３ｆ　　ネジ穴
　４８３ｇ　　固定部
　４８３ｈ　　鉤部
　４９０　ネジ
　５０１　　第１フック部材
　５０１ａ　　長穴
　５０１ｂ　　案内突起
　５０１ｃ　　アーム
　５０１ｅ　　開口
　５０２　　第２フック部材
　５０２ａ　　係止爪
　５０２ｂ　　案内溝
　５０３　　フックホルダ
　５０３ａ　穴
　５０４　　コイルバネ
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