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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型情報処理装置の筐体を形成する本体を上ケースと下ケースで構成するとともに、
前記筐体の後方端部に液晶表示装置などの表示装置を有する表示部を回動可能に取り付け
、
　前記上ケースの上面後方にキーボードを配置し、かつ上ケースの上面前方には、前記表
示装置上の位置を入力するポインティングデバイスと、前記筐体内に固定されたディスク
駆動装置へのディスクの着脱時に前記キーボードの前方端縁と並行に備えた軸により回動
可能に開閉するディスクカバーとを設け、
　前記ディスクカバーを開放方向に付勢する付勢手段と該付勢手段によりディスクカバー
が一定角度以上開かないようにするストッパと当該ディスクカバーを閉じた状態にロック
するロック機構とを設け、
　前記ディスク駆動装置はディスクの装着時、そのディスクの一部が前記キーボードの下
方に進入し、当該進入部分が他の部分よりも低くなる傾斜状態で装着されるように傾斜状
態で固定され、
　前記ディスクカバーは、前記表示装置の面よりも突出形成した前記表示部に設けた縁辺
に当接し、前記縁辺に当接する前記ディスクカバーが当接する箇所に対して当該ディスク
カバーを介して対向する上面は、前記ポインティングデバイスに係合する構成を備えるも
のであって、
　前記表示部およびディスクカバーが開放されている状態で前記表示部が閉じる方向に回
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動されたとき、前記表示部の表示装置の面よりも突出形成された前記縁辺が前記ディスク
カバーに当接するように構成したことを特徴とする携帯型情報処理装置。
【請求項２】
　付勢手段は表示部の縁辺が当接する側でディスクカバーを開放方向に付勢するようにし
たことを特徴とする請求項１に記載の携帯型情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は携帯型情報処理装置に関し、さらに詳しくはディスク記録媒体を着脱可能な装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年、ノート型パーソナルコンピュータ（以下ノート型パソコンという）などの小型軽
量の情報処理装置が急激に普及、発展し、アプリケーションソフトウエアやデータの容量
増大に伴い、着脱可能な記録媒体も大容量のものが求められ、また音楽や映像の鑑賞を目
的にノート型パソコンにもＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等の光ディスクを再生できる、
さらには書き込みできるディスク駆動装置が搭載されている。
【０００３】
　図５はこれらディスク駆動装置を搭載した従来のノート型パソコンの使用状態の外観斜
視図、図６は同じくその筐体の裏板を外したときの底面図である。図５において、本体１
は上ケース１ａと下ケース１ｂからなり、上ケース１ａの上面には、文字、数字、記号な
どを入力し、またはノート型パソコンに各種の指示を与えるための多数のキーを配列した
キーボード２が設けられ、また、その手前には画面上の位置入力用のキーパッドなどのポ
インティングデバイス３が配置されている。本体後方の端部に平行な軸４に回動自在に表
示部５が取り付けられ、表示部５を閉じたときキーボード２に面する側に液晶表示装置な
どの表示部６が配置されている。
【０００４】
　本体１の左側面にはＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤ－ＲＯＭなどのディスク７を駆動軸８で
回転自在に装着したディスク駆動装置９がエジェクトボタン１０を押すことにより図示の
ように電動でスライドして出てくるように構成されている。
【０００５】
　また、ディスク駆動装置を備えるものであって、上記のようなスライド式のディスク駆
動装置とは異なった構成のものとして特許文献１に記載されたものがある（後述する）。
【０００６】
【特許文献１】
　特開平５－３４６８２９号公報（要約および図２）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来のノート型パソコンにおいては、ディスク駆動装置がスライドして
出てくる構成のため、スライド機構が必要であり、駆動機構やモータのために重量が増加
する。
【０００８】
　またディスク駆動装置やディスクがスライドするためにディスク駆動装置のスペースや
ディスク移動スペースの部分は構成部品が移動する範囲にわたって他のものと接触しない
ための空間が本体内に必要であり、容積効率が悪い。
【０００９】
　さらに、筐体側面が切り欠かれるため、筐体の外形強度が低下するため、上ケース、下
ケースとも肉厚を大にして強度を持たさなければならず、重量、体積とも増大するという
種々の問題点があった。
【００１０】
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　また、特許文献１に記載の装置はキーボードユニット全体を開閉可能にしたもので、こ
の構成ではキーボードユニットの底面をアルミニウムや銅などの熱伝導率の良い材質で構
成し、この底面にＣＰＵなどの発熱部分を接触させて放熱するという手段が取りにくい、
という問題点もあった。
【００１１】
　本発明は筐体材料を薄肉にしても強度を高められ、ディスク駆動装置周辺に部品移動ス
ペースも不要で筐体全体も薄く小容積にでき、小型軽量化できる携帯型情報処理装置を提
供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、携帯型情報処理装置の筐体を形成する本体を上ケースと下
ケースで構成するとともに、前記筐体の後方端部に液晶表示装置などの表示装置を有する
表示部を回動可能に取り付け、前記上ケースの上面後方にキーボードを配置し、かつ上ケ
ースの上面前方には、前記表示装置上の位置を入力するポインティングデバイスと、前記
筐体内に固定されたディスク駆動装置へのディスクの着脱時に前記キーボードの前方端縁
と並行に備えた軸により回動可能に開閉するディスクカバーとを設け、前記ディスクカバ
ーを開放方向に付勢する付勢手段と該付勢手段によりディスクカバーが一定角度以上開か
ないようにするストッパと当該ディスクカバーを閉じた状態にロックするロック機構とを
設け、前記ディスク駆動装置はディスクの装着時、そのディスクの一部が前記キーボード
の下方に進入し、当該進入部分が他の部分よりも低くなる傾斜状態で装着されるように傾
斜状態で固定され、前記ディスクカバーは、前記表示装置の面よりも突出形成した前記表
示部に設けた縁辺に当接し、前記縁辺に当接する前記ディスクカバーが当接する箇所に対
して当該ディスクカバーを介して対向する上面は、前記ポインティングデバイスに係合す
る構成を備えるものであって、前記表示部およびディスクカバーが開放されている状態で
前記表示部が閉じる方向に回動されたとき、前記表示部の表示装置の面よりも突出形成さ
れた前記縁辺が前記ディスクカバーに当接するように構成したものである。
【００１３】
　この構成によって、筐体側面に切り欠きがないので筐体材料を薄肉にしても強度を高め
られ、ディスク駆動装置周辺も部品移動スペースが不要で容積効率が高く筐体全体も薄く
小容積にでき、小型軽量化ができる。また、誤ってディスクカバーが開いているときに表
示部が閉じる方向に回動されたとき、表示部の前記表示装置の面よりも突出形成された縁
辺がディスクカバーに当接するようにしたことによって、液晶表示装置などの表示面がデ
ィスクカバーに当接することによる表示装置の損傷を防ぐことができるという効果を有す
る。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の携帯型情報処理装置についてノート型パソコンを例として図面に基づき
詳細を説明する。図１は本発明の一実施形態における携帯型情報処理装置の使用状態を示
す斜視図、図２は同じくそのディスクカバーを開けた状態を示す斜視図、図３は同じくデ
ィスク駆動装置周辺を示す断面図、図４は同じく下ケースを外した状態を示す底面図であ
る。
【００１５】
（実施の形態１）
　図１および図２において、筐体の一部である本体２１は上ケース２１ａと下ケース２１
ｂよりなり、上ケース２１ａの後方上面には、文字、数字、記号などを入力し、またはノ
ート型パソコンに各種の指示を与えるための多数のキーを配列したキーボード２２を配置
し、上ケース２１ａの前方（手前側）上面には、キーボード２２の手前側端縁に近くかつ
手前側端縁に平行に設けた軸２３を中心に回動するディスクカバー２４を備えていて、後
述の係止方法で常時はディスク駆動装置を覆って閉じている。このディスクカバー２４の
上面の一部右端には位置入力用のキーパッドなどのポインティングデバイス２５が設けら
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れている。そしてディスクカバー２４は付勢手段として、つる巻きばねなどによる押し上
げばね２６によって解放方向に付勢され、ロック機構２７によって常時は閉状態でロック
されている。図示していないが、ディスクカバー２４が一定角度以上に開かないようスト
ッパを設けるのが良い。
【００１６】
　本体２１の後方の端部に平行な軸２８に回動自在に筐体の一部である表示部２９が取り
付けられており、この表示部２９を閉じたときキーボード２２に面する側に液晶表示装置
などの表示装置３０が配置されている。
【００１７】
　ディスクカバー２４を開いた状態を示す図２において、ディスク駆動装置の駆動モータ
（図示せず）の駆動軸３１にＣＤ－ＲＯＭまたはＤＶＤ－ＲＯＭなどのディスク３２を着
脱自在に装着できるようになっている。このときディスク３２の一部はキーボード２２の
下方に進入してキーボード２２と重なるので、本体２１の奥行きを小さくすることができ
る。ディスクカバー２４の裏面には２個の突起３４が設けられ、ディスクカバー２４が閉
じられたとき本体２１側のスイッチ３５を押圧することによってディスク駆動装置のレー
ザー発光装置部に電源が入り、駆動可能になり、ディスクカバー２４の解放時には安全の
ためレーザー発光装置部の電源が入らないようになっている。
【００１８】
　そして、さらに図３に示すように、ディスク駆動装置３３は、その駆動軸３１にディス
ク３２が取り付けられたとき、ディスク３２の、キーボード２２の下方に進入した部分が
他の部分より低くなるよう、駆動軸３１を傾斜させて空間を有効に利用している。
【００１９】
　以上のように本実施形態によれば、ディスクの着脱が可能なディスク駆動装置を筐体に
直接または緩衝材を介して固定し、このディスク駆動装置を覆うディスクカバーがキーボ
ードの端縁に近く、かつキーボードの端縁に平行な軸を中心として筐体に対して開閉され
るものであり、かつディスク駆動装置にディスクを装着したときにそのディスクの一部が
キーボードの下方に進入するように構成され、さらにはディスク駆動装置は装着されたデ
ィスクがキーボードの下方に進入した部分が他の部分よりも低くなるよう傾斜して取り付
けられるように傾斜状態で固定され、これにより従来のように本体ケース側面を切り欠く
ことによる本体ケースの外装強度の低下もなく、それを補うために本体の外装ケースを肉
厚にするという必要もなく、さらに、スライド機構に伴う内部空間の増加や重量増加もな
く、筐体全体も薄く小容積にでき、小型軽量な携帯型情報処理装置を構成することができ
る。
【００２０】
　また、特許文献１に記載のもののようにキーボード全体を開閉するようなこともないの
で、キーボードは筐体に固定されていて構造も丈夫であり、キーボードユニット底面をア
ルミニウムや銅などの熱伝導率の高い材料で構成し、この底面にＣＰＵなどの発熱部分を
接触させて放熱することができる。
【００２１】
　ここで、図２において表示部２９およびディスクカバー２４が開いているとき、たまた
ま表示部２９を本体２１方向に回動して閉じようとすると、表示部２９の表示装置３０が
ディスクカバー２４に当たって破損する恐れがある。そこで本実施の形態では表示部２９
の縁辺２９ａは表示装置３０の面よりも突出形成されており、かつ縁辺２９ａの幅Ａはデ
ィスクカバー２４と当接するように構成されている、言い換えればディスクカバー２４は
その縁部が縁辺２９ａと当接するように位置している。
【００２２】
　さらに、この目的が良好に達成されるためには、押し上げばね２６はディスクカバー２
４において縁辺２９ａに近い、図における左側に設ける。これはもし縁辺２９ａに遠い側
、すなわち図の右側に設けたとすると、右側に持ち上げる力が加わる結果、ディスクカバ
ー２４にねじれが生じたとき、右側が先に表示装置３０の面に当接してしまう可能性があ
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るからである。
【００２３】
　以上のように本実施の形態によれば、本体に対して軸により回動自在な表示部の縁辺が
表示装置の面より突出し、かつこの縁辺がディスクカバーに当接するような位置に設ける
ことにより、誤ってディスクカバーが開いているときに表示部を閉じようとして回動させ
ても表示装置面が損傷を受けることがないものである。
【００２４】
　なお、上記実施の形態において示した各構成部品の配置は一例であり、請求の範囲内に
おいて自由に変形して実施ができることはいうまでもない。
【００２５】
　また、上記では再生専用のディスクを用いて説明したが、ディスク駆動装置が対応して
おれば記録可能なディスクを用いることもできる。
【００２６】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明の携帯型情報処理装置によれば、ディスクの着脱が可能なデ
ィスク駆動装置を筐体に固定し、このディスク駆動装置を覆うディスクカバーをキーボー
ドとともに上ケースに設け、そして、ディスクカバーはキーボードの端縁に平行な軸を中
心としてディスク駆動装置を覆うように筐体に対して開閉可能であり、かつディスク駆動
装置はディスクを装着したときにそのディスクの一部がキーボードの下方に進入し、この
進入部分が他の部分よりも低くなるように傾斜状態で固定したことにより、スライド機構
に伴う内部空間の増加や重量増加もなく、筐体全体も薄く小容積にでき、小型軽量な携帯
型情報処理装置を構成することができ、また、スライド機構を設けるような本体ケースの
側面を切り欠くことによる外装の強度低下もないという有用なものである。
【００２７】
　また、ディスクカバーは、本体に回動自在に取り付けられた表示装置を有する表示部の
縁辺をその表示装置の面よりも突出形成した表示部に設けた縁辺に当接し、この縁辺に当
接するディスクカバーが当接する箇所に対してこのディスクカバーを介して対向する上面
は、ポインティングデバイスに係合する構成を備えるものであって、表示部およびディス
クカバーが開いている状態で表示部を閉じる方向に回動させたとき前記縁辺がディスクカ
バーに先に当接するように構成したことにより、誤ってディスクカバーが開いているとき
に表示部が閉じる方向に回動されても液晶表示装置などの表示面にディスクカバーのポイ
ンティングデバイス側における角等が当接してその表示面が損傷されるようなことが防止
されるという有益な効果が得られるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態における携帯型情報処理装置の使用状態を示す斜視図
【図２】　同じくそのディスクカバーを開けた状態を示す斜視図
【図３】　同じくディスク駆動装置周辺を示す断面図
【図４】　同じく下ケースを外した状態を示す底面図
【図５】　従来のノート型パソコンの使用状態の外観斜視図
【図６】　同じく従来のノート型パソコンの筐体の裏板を外したときの底面図
【符号の説明】
　２１　本体
　２１ａ　上ケース
　２１ｂ　下ケース
　２２　キーボード
　２３　軸
　２４　ディスクカバー
　２５　ポインティングデバイス
　２６　押し上げばね
　２７　ロック機構
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　２８　軸
　２９　表示部
　２９ａ　縁辺
　３０　表示装置
　３１　駆動軸
　３２　ディスク
　３３　ディスク駆動装置
　３４　突起
　３５　スイッチ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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