
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像して画像情報を出力する撮像手段と，前記撮像した画像情報または他の情
報を表示するモニタと，前記モニタのカバーとして機能すると共にカメラ本体に対して回
転軸の回転により開閉自在に取り付けられる上蓋とを備え，前記上蓋の開閉により前記モ
ニタを露出または内蔵するデジタルカメラにおいて，
　前記上蓋の開閉の際の前記回転軸の回転動作に連動して，レンズバリアの開閉とカメラ
本体及びモニタへの電源供給のオン・オフとを動作させる開閉メカ機構を有した開閉連動
手段を備え

を特徴とするデジタルカメラ。
【請求項２】
　前記開閉連動手段は，前記上蓋を開いた際に，前記レンズバリアが全開の状態となった
後，前記カメラ本体及びモニタへの電源供給がオン状態になるように動作することを特徴
とする請求項１記載のデジタルカメラ。
【請求項３】
　前記開閉連動手段は，異常操作によって前記レンズバリアが閉状態または開状態でロッ
クされた状態で，かつ，前記上蓋の開閉動作が行われた場合，前記上蓋の開閉によって前
記開閉メカ機構が破壊されるのを防止するための破壊防止機構を有することを特徴とする
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　前記開閉連動手段は，前記上蓋の開閉動作，前記レンズバリアの開閉動作と前記カメラ
本体及びモニタへの電源供給のオン・オフ動作とを，少なくとも１個の連結部材によって
連動させていること



請求項１記載のデジタルカメラ。
【請求項４】
　前記開閉連動手段は，前記上蓋の開状態において手動マクロ撮影を含む各種メカ機構モ
ードを使用可能とし，前記上蓋の閉動作において前記メカ機構モードのリセットを行うリ
セット機構を有することを特徴とする請求項１～ 記載の何れか一つのデジタルカメラ。
【請求項５】
　前記開閉連動手段は，前記上蓋の閉状態において，前記メカ機構モードを初期位置に保
持すると共に，異常操作等の外力よって前記リセット機構が破壊されるのを防止するため
の破壊防止機構を有することを特徴とする請求項 記載のデジタルカメラ。
【請求項６】
　前記開閉連動手段は，前記上蓋の開状態で前記メカ機構モードをロックしたままで前記
上蓋の閉動作を行った場合，前記上蓋の閉動作によって前記リセット機構が破壊されるの
を防止するための破壊防止機構を有することを特徴とする請求項 記載のデジタルカメラ
。
【請求項７】
　前記開閉連動手段は，前記上蓋の開閉動作を行うための回転軸に設けられた凹凸形状の
カム部材を有し，前記カム部材を用いて前記連結部材，リセット機構または破壊防止機構
を動作させることを特徴とする請求項 記載の何れか一つのデジタルカメラ。
【請求項８】
　前記カム部材は，前記回転軸に対して垂直方向のカムを含むことを特徴とする請求項
記載のデジタルカメラ。
【請求項９】
　前記開閉連動手段は，前記開閉メカ機構と前記リセット機構または／および破壊防止機
構とが互いに独立して動作できるように設けられていることを特徴とする請求項 記
載の何れか一つのデジタルカメラ。
【請求項１０】
　前記カム部材は，前記回転軸と一体に形成されていることを特徴とする請求項

記載のデジタルカメラ。
【請求項１１】
　前記手動マクロはダイアル方式で，かつ，一定のマクロ距離範囲を無段階リニアに調整
可能であり，前記リセット機構は，前記上蓋の閉動作に連動させて前記ダイアル方式で調
整されている手動マクロを初期位置に復帰させることを特徴とする請求項 記載のデジタ
ルカメラ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，カメラ本体に開閉自在の上蓋が取り付けられ，該上蓋にモニタが埋め込まれ
た構造のデジタルカメラに係り，特に，上蓋の開閉とレンズバリアの開閉，電源のオン・
オフ制御，各種メカ機構のリセットとを連動させることにより，操作スイッチを減らすと
共に操作性を向上させ，かつ撮影ミスを低減し，また無駄な電力消費のない低消費電力の
デジタルカメラに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　近年のデジタルカメラにおいては，カメラ本体に開閉自在の上蓋が軸支され，該上蓋に
ＬＣＤ等によるモニタが埋め込まれた構造のものが市販され，普及してきている。
【０００３】
　このような構造のデジタルカメラ等の電子機器に関連して，例えば，特開平７－２３２
５９号公報の「電子カメラ」では，モニタを内蔵し上蓋の開閉状態を検出して，該検出結
果によりモニタの表示内容を変更するようにしたものが開示されている。この場合，電源
スイッチはカメラ本体の側面に設けられている。
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【０００４】
　また，特開平８－１３９９８１号公報の「ビデオカメラ」では，上蓋開閉式モニタを備
えたビデオカメラであって，再生時にモニタを回転させて見やすい位置に止めることがで
きるようにしたものが開示されている。
【０００５】
　ところで，デジタルカメラのような携帯型の電子機器にあっては，電源として電池が使
用されるのが一般的であり，長時間利用のような用途に対しては，当該電子機器の電力消
費を極力抑えることが必須課題である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら，上記従来の技術にあっては，電源スイッチはカメラ本体の側面や上蓋等
に設置されて，専ら使用者の意図的な操作に基づいて電源のオン・オフ制御を行うものが
一般的であり，使用者の電源オフのし忘れ等によって無駄な電力が消費されてしまうとい
う問題点があった。
【０００７】
　また，上記従来の技術にあっては，手動マクロ等のメカ機構を使用して撮影した場合，
使用者が手動マクロをリセットしない限り，次回撮影時には機構が切り替わったままであ
るため，気づかずにそのまま撮影していまい，撮影ミスが発生するという問題点があった
。
【０００８】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであって，カメラ本体に開閉自在の上蓋が取り付け
られ，該上蓋にモニタが埋め込まれた構造のデジタルカメラにおいて，上蓋の開閉と電源
のオン・オフ制御とを連動させることにより，操作スイッチを減らすと共に操作性を向上
させたデジタルカメラを提供することを目的としている。
【０００９】
　また，本発明は上記に鑑みてなされたものであって，カメラ本体に開閉自在の上蓋が取
り付けられ，該上蓋にモニタが埋め込まれた構造のデジタルカメラにおいて，上蓋の開閉
とレンズバリアの開閉，電源のオン・オフ制御及び各種メカ機構のリセットとを連動させ
ることにより，操作スイッチを減らすと共に操作性を向上させ，撮影ミスの低減を図った
デジタルカメラを提供することを目的としている。
【００１０】
　また本発明の他の目的は，上蓋の開閉状態を的確に検知して電源のオン・オフ制御を行
い，使用者の電源オフのし忘れや，上蓋の閉め忘れや，或いは，偶発的に上蓋が開状態と
なった場合でも無駄な電力が消費されることのない，低消費電力のデジタルカメラを提供
することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために，請求項１に係る発明は，被写体を撮像して画像情報を出力
する撮像手段と，前記撮像した画像情報または他の情報を表示するモニタと，前記モニタ
のカバーとして機能すると共にカメラ本体に対して回転軸の回転により開閉自在に取り付
けられる上蓋とを備え，前記上蓋の開閉により前記モニタを露出または内蔵するデジタル
カメラにおいて，前記上蓋の開閉の際の前記回転軸の回転動作に連動して，レンズバリア
の開閉とカメラ本体及びモニタへの電源供給のオン・オフとを動作させる開閉メカ機構を
有した開閉連動手段を備え

を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項 にかかる発明は，請求項１記載のデジタルカメラにおいて，前記開閉連
動手段は，前記上蓋を開いた際に，前記レンズバリアが全開の状態となった後，前記カメ
ラ本体及びモニタへの電源供給がオン状態になるように動作することを特徴とする。
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【００１３】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項１記載のデジタルカメラにおいて，前記開閉連
動手段は，異常操作によって前記レンズバリアが閉状態または開状態でロックされた状態
で，かつ，前記上蓋の開閉動作が行われた場合，前記上蓋の開閉によって前記開閉メカ機
構が破壊されるのを防止するための破壊防止機構を有することを特徴とする。
【００１４】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項１～ 記載の何れか一つのデジタルカメラにお
いて，前記開閉連動手段は，前記上蓋の開状態において手動マクロ撮影を含む各種メカ機
構モードを使用可能とし，前記上蓋の閉動作において前記メカ機構モードのリセットを行
うリセット機構を有することを特徴とする。
【００１５】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載のデジタルカメラにおいて，前記開閉連
動手段は，前記上蓋の閉状態において，前記メカ機構モードを初期位置に保持すると共に
，異常操作等の外力よって前記リセット機構が破壊されるのを防止するための破壊防止機
構を有することを特徴とする。
【００１６】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載のデジタルカメラにおいて，前記開閉連
動手段は，前記上蓋の開状態で前記メカ機構モードをロックしたままで前記上蓋の閉動作
を行った場合，前記上蓋の閉動作によって前記リセット機構が破壊されるのを防止するた
めの破壊防止機構を有することを特徴とする。
【００１７】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載の何れか一つのデジタルカメラにお
いて，前記開閉連動手段は，前記上蓋の開閉動作を行うための回転軸に設けられた凹凸形
状のカム部材を有し，前記カム部材を用いて前記連結部材，リセット機構または破壊防止
機構を動作させることを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項 にかかる発明は，請求項 記載のデジタルカメラにおいて，前記カム部
材は，前記回転軸に対して垂直方向のカムを含むことを特徴とする。
【００１９】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載の何れか一つのデジタルカメラにお
いて，前記開閉連動手段は，前記開閉メカ機構と前記リセット機構または／および破壊防
止機構とが互いに独立して動作できるように設けられていることを特徴とする。
【００２０】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載のデジタルカメラにおいて，
前記カム部材は，前記回転軸と一体に形成されていることを特徴とする。
【００２１】
　また，請求項 にかかる発明は，請求項 記載のデジタルカメラにおいて，前記手動
マクロはダイアル方式で，かつ，一定のマクロ距離範囲を無段階リニアに調整可能であり
，前記リセット機構は，前記上蓋の閉動作に連動させて前記ダイアル方式で調整されてい
る手動マクロを初期位置に復帰させることを特徴とする。
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下，本発明のデジタルカメラについて，〔実施の形態１〕，〔実施の形態２〕の順で
添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００２３】
〔実施の形態１〕
　図１は本発明の実施の形態１に係るデジタルカメラの構成図である。同図において，実
施の形態１のデジタルカメラは，レンズ１０１，オートフォーカス等を含むメカ機構１０
２，ＣＣＤ１０３，ＣＤＳ回路１０４，Ａ／Ｄ変換器１０５，デジタル信号処理部１０６
，画像圧縮・伸長部１０７，カードインタフェース１０９，ＰＣカードインタフェース１
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１０，ＣＰＵ１２１，モニタ１２２，操作部１２３，モータドライバ１２５，ＳＧ（制御
信号生成）部１２６，ヒンジ回転角度検出センサ１２７，バッテリ１２８，ＤＣ－ＤＣコ
ンバータ１２９，及び内蔵メモリ１３１を具備して構成されている。
【００２４】
　レンズユニットは，レンズ１０１，オートフォーカス（ＡＦ）・絞り・フィルター部を
含むメカ機構１０２等からなり，メカ機構１０２のメカニカルシャッターは２つのフィー
ルドの同時露光を行う。ＣＣＤ（電荷結合素子）１０３は，レンズユニットを介して入力
した映像を電気信号（アナログ画像データ）に変換する。ＣＤＳ（相関２重サンプリング
）回路１０４は，ＣＣＤ型撮像素子に対する低雑音化のための回路である。またＡ／Ｄ変
換器１０５は，ＣＤＳ回路１０４を介して入力したＣＣＤ１０３からのアナログ画像デー
タをデジタル画像データに変換する。即ち，ＣＣＤ１０３の出力信号は，ＣＤＳ回路１０
４を通してＡ／Ｄ変換器１０５で最適なサンプリング周波数（例えば，ＮＴＳＣ信号のサ
ブキャリア周波数の整数倍）にてデジタル信号に変換される。
【００２５】
　また，デジタル信号処理部１０６は，Ａ／Ｄ変換器１０５から入力したデジタル画像デ
ータについて，色差（Ｃｂ，Ｃｒ）と輝度（Ｙ）に分けて各種処理，補正および画像圧縮
／伸長のためのデータ処理を施す。画像圧縮・伸長部１０７は，例えばＪＰＥＧ準拠の画
像圧縮・伸長の一過程である直交変換，並びに，ＪＰＥＧ準拠の画像圧縮・伸長の一過程
であるハフマン符号化・復号化等を行う。
【００２６】
　内蔵メモリ１３１は，ＣＰＵバスＢＵＳに接続されて，例えばＤＲＡＭ，ＳＲＡＭ，ま
たはフラッシュメモリ等で実現されている。即ち，内蔵メモリ１３１には，撮像し圧縮処
理された画像データ，或いは，図示しない伝送部を介して受信された画像データ等が記録
される。また，内蔵メモリ１３１に保持された圧縮画像データは，カードインタフェース
１０９を通して読み出され，ＰＣカードインタフェース１１０を介して接続されるＰＣカ
ード１５０等の記憶媒体へ記録される。
【００２７】
　ＣＰＵ１２１は，操作部１２３からの指示，或いは図示しないリモコン等の外部動作指
示に従い，上記デジタルカメラ内部の全動作を制御する。また操作部１２３は，後述（図
２参照）するように，機能選択，撮影指示，及びその他の各種設定を外部から行うための
各種スイッチを備えており，特に，セルフタイマスイッチや，カメラ本体への電源供給が
オン状態で，モニタ１２２への電源供給がオフ状態である場合に，モニタ１２２への電源
供給をオン状態とするレリーズスイッチ或いはモード切換えスイッチ等を備えている。
【００２８】
　また，カメラ電源はバッテリ１２８，例えば，ＮｉＣｄ，ニッケル水素，リチウム電池
等から，ＤＣ－ＤＣコンバータ１２９に入力され，当該デジタルカメラ内部に供給される
。尚，ＣＰＵ１２１からの制御信号ｃｏｎにより，カメラ本体及びモニタ１２２への電源
供給が個別にオン・オフ制御される。
【００２９】
　モニタ１２２は，ＬＣＤ，ＬＥＤ，ＥＬ等で実現され，カメラ本体に取り付けられた開
閉自在の上蓋に埋め込まれている。モニタ１２２上には，撮影したデジタル画像データや
，伸長処理された記録画像データを表示されると共に，モード表示部分には，当該デジタ
ルカメラの状態等を画面上に表示する。
【００３０】
　図１に示した構成において，レンズ１０１，メカ機構１０２，ＣＣＤ１０３，ＣＤＳ回
路１０４及びＡ／Ｄ変換器１０５が撮像手段を，ヒンジ回転角度検出センサ１２７が上蓋
状態検知手段を，ＣＰＵ１２１が制御手段を，それぞれ実現している。
【００３１】
　次に，図２は実施の形態１のデジタルカメラの斜視図であり，図３はデジタルカメラの
上蓋を開状態として前方から見た正面図である。
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【００３２】
　図中，１２２はモニタ，２０１はカメラ本体，２０２は上蓋，２０３はヒンジ，２１２
はレリーズスイッチ，２１３はコマ送りスイッチ，２１４はＤＡＴＥスイッチ，２１５は
ストロボスイッチ，２１６は画質モードスイッチ，２１７はセルフタイマスイッチ，２１
８は記録モード切換えスイッチ，３１１は撮影レンズ，３１２はストロボである。尚，こ
こでは説明を簡単にするためにＰＣカード１５０等の図示を省略している。
【００３３】
　また，図４は実施の形態１のデジタルカメラの上蓋を開状態として側面から見た側面図
である。
【００３４】
　図中，αは上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度である。実施の形態１のデジタルカメラ
では，ヒンジ回転角度検出センサ１２７によりヒンジ２０３の回転角を検知し，開角度α
が４５［度］以上と検知された場合に，ＣＰＵ１２１によってカメラ本体２０１及びモニ
タ１２２への電源供給がオン状態となるように制御される。
【００３５】
　つまり，実施の形態１のデジタルカメラでは，ヒンジ回転角度検出センサ１２７により
上蓋２０２の開閉状態を検知し，ＣＰＵ１２１は，ヒンジ回転角度検出センサ１２７の検
知結果に基づいて，カメラ本体２０１及びモニタ１２２への電源供給を制御することとし
，上蓋２０２の開閉状態と電源供給のオン・オフ制御とを連動させているので，電源のオ
ン・オフ制御用の操作スイッチを減らすことができると共に，操作手順の減少により操作
性も向上させることができ，また，使用者の電源オフのし忘れ等による無駄な電力消費を
なくし，低消費電力のデジタルカメラを実現できる。
【００３６】
　次に，図５は実施の形態１のデジタルカメラにおける上蓋２０２が開状態である時の電
源供給制御を説明するフローチャートである。ここでは，カメラ本体２０１及びモニタ１
２２への電源供給のオン・オフ制御を行う場合の上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度αの
しきい値を４５［度］とし，撮影待機状態の最長時間を３［分］として説明する。
【００３７】
　カメラ本体２０１及びモニタ１２２への電源供給がオフ状態である時に，上蓋が開状態
とされた場合（ステップＳ５０１），先ずステップＳ５０２で，ヒンジ回転角度検出セン
サ１２７により上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度αが検知される。
【００３８】
　この時，ＣＰＵ１２１は，開角度αが４５［度］未満では電源供給をオフ状態のままと
するが，開角度αが４５［度］以上となった時点で，制御信号ｃｏｎによりカメラ本体２
０１及びモニタ１２２への電源供給をオン状態とする（ステップＳ５０３）。
【００３９】
　これにより，デジタルカメラは撮影可能状態（バリヤ開，レンズ位置等の設定可能状態
）となり，デジタルカメラを動作させることが可能となる。デジタルカメラを動作可能な
状態としておくには，上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度αが４５［度］以上の角度であ
ればよく，モニタ１２２はどの角度に設定してもよい。即ち，撮影アングルによりモニタ
１２２（上蓋２０２）を設定可能である。
【００４０】
　カメラ本体２０１への電源供給がオン状態でれば，各種モードや撮影条件（例えば，撮
影モード，ストロボ有無等）を設定し，レリーズスイッチ２１２を押下することにより撮
影が可能である。また，モニタ１２２上には撮影前には被写体が表示され，撮影後には撮
影した画像が表示される。
【００４１】
　これらの各種スイッチが使用されない撮影待機状態のまま長時間放置されると，モニタ
１２２による表示出力のための電力が消費され，実際には撮影した枚数が少ないにも拘わ
らず，電源（電池）が消耗してしまうという不具合が発生する。
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【００４２】
　そこで，実施の形態１のデジタルカメラでは，撮影待機状態で３分間放置される（ステ
ップＳ５０４）と，モニタ１２２のみへの電源供給をオフ状態として（ステップＳ５０５
），無駄な電力の消費を避けるようにしている。尚，撮影待機状態の放置時間は，ＣＰＵ
１２１内のカウンタで計時される。
【００４３】
　また，放置時間の経過によりモニタ１２２への電源供給がオフ状態とされた後，いずれ
かのスイッチ，例えばレリーズスイッチ２１２，若しくは，（画質または記録）モード切
換えスイッチ２１８を押下した場合（ステップＳ５０６）には，モニタ１２２への電源供
給は再びオン状態とされる（ステップＳ５０７）。
【００４４】
　また，図５のフローチャートでは示していないが，撮影待機状態中にセルフタイマスイ
ッチ２１７が押下されると，モニタ１２２への電源供給はオフ状態とされる。これは，通
常，セルフ撮影の場合は，撮影者も被写体となる場合が多く，モニタ１２２をオン状態と
しておく必要が無い場合が多いからである。
【００４５】
　次に，図６は実施の形態１のデジタルカメラにおける上蓋２０２が閉状態である時の電
源供給制御を説明するフローチャートである。
【００４６】
　カメラ本体２０１またはモニタ１２２への電源供給がオン状態である時に，上蓋２０２
が閉状態とされた場合（ステップＳ６０１），先ずステップＳ６０２で，ヒンジ回転角度
検出センサ１２７により上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度αが検知される。
【００４７】
　この時，ＣＰＵ１２１は，開角度αが４５［度］以上では電源供給をオン状態のままと
するが，開角度αが４５［度］以下となった時点で，制御信号ｃｏｎによりカメラ本体２
０１及びモニタ１２２への電源供給をオフ状態とする（ステップＳ６０３）。
【００４８】
　これにより，上蓋２０２をしっかり閉め忘れた場合や，移動中に鞄等の中で誤って上蓋
２０２が開いた場合等，上蓋２０２のヒンジ回転角の開角度αが小さい場合に，カメラ本
体２０１及びモニタ１２２への電源供給がオン状態となって無駄な電力を消費してしまう
という不具合がなくなる。
【００４９】
　前述したように実施の形態１によれば，モニタ１２２のカバーとして機能すると共にカ
メラ本体に開閉自在に取り付けられる上蓋２０２を備え，該上蓋２０２の開閉によりモニ
タ１２２を露出または内蔵するデジタルカメラにおいて，ヒンジ回転角度検出センサ（上
蓋状態検知手段）１２７により上蓋２０２の開閉状態を検知し，ＣＰＵ（制御手段）１２
１が，ヒンジ回転角度検出センサ１２７の検知結果に基づいて，カメラ本体及びまたはモ
ニタ１２２への電源供給を制御するので，上蓋２０２の開閉とバッテリ（電源）１２８の
オン・オフ制御とを連動させることにより，バッテリ１２８のオン・オフ制御用の操作ス
イッチを減らすことができると共に，操作手順が減ることにより操作性も向上させること
ができ，また，使用者の電源オフのし忘れ等による無駄な電力消費がなく，低消費電力の
デジタルカメラを実現することができる。
【００５０】
　また，ヒンジ回転角度検出センサ１２７により上蓋２０２の開閉角度を検出し，ＣＰＵ
１２１が，ヒンジ回転角度検出センサ１２７の検知結果が所定角度以上または以下である
場合に，カメラ本体及びまたはモニタ１２２への電源供給を制御するので，上蓋２０２の
開閉のみでバッテリ１２８をオン・オフ制御する場合において，上蓋２０２の閉め忘れや
，移動中のかばんの中等で偶発的に上蓋２０２が開いた場合にも，カメラ本体またはモニ
タ１２２への電源供給がオン状態となって電力を消費することを回避できる。換言すれば
，上蓋２０２の閉め忘れや誤って上蓋２０２が開いた場合でも，カメラ本体またはモニタ
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１２２への電源供給はオフ状態となるので，無駄な電力消費がなく，低消費電力のデジタ
ルカメラを実現することができる。
【００５１】
　また，例えば，撮影待機状態が長く続いた場合にモニタ１２２への電源供給がオン状態
となっていると，撮影していないにも関らず電力を消費することとなり，一度の使用での
撮影枚数が少なくなるという不具合が発生するが，実施の形態１では，上蓋２０２が開状
態で一定時間放置された場合に，ＣＰＵ１２１が自動的にモニタ１２２への電源供給をオ
フ状態とするようにしたので，電力消費を低減することができる。
【００５２】
　また，実施の形態１では，上蓋２０２が開状態で，セルフタイマスイッチ（操作部１２
３に具備される）が押下された場合に，モニタ１２２への電源供給をオフ状態とするよう
にしている。通常，セルフタイマを使用して撮影する場合は，撮影者も被写体となるため
，その場合は誰もモニタ１２２を見ていない。このような場合に，モニタ１２２への電源
供給をオフ状態とすることで，無駄な電力消費を低減することができる。また，セルフタ
イマによる撮影が始まったことの撮影者への通知にもなる。
【００５３】
　また，操作部１２３に具備されるスイッチは，ＣＰＵ１２１がカメラ本体への電源供給
をオン状態とし，モニタ１２２への電源供給をオフ状態としている場合に，モニタ１２２
への電源供給をオン状態とするため，換言すれば，各種スイッチを押すことによりモニタ
１２２への電源供給を再びオン状態となるようにしたので，操作性よくモニタ１２２への
電源供給の制御が可能となる。例えば，放置によりモニタ１２２への電源供給がオフされ
た場合に，再度モニタ１２２への電源供給をオン状態としたい場合に，一々上蓋２０２を
開閉するのでは面倒であり操作性が悪いが，各種スイッチを押すことによりモニタ１２２
への電源供給を再びオン状態とでき，便利である。
【００５４】
　また，実施の形態１では，モニタ１２２への電源供給をオン状態とするスイッチ（１２
３）として，レリーズスイッチ２１２（若しくはモード切換えスイッチ２１６，２１８）
を使用するので，これら使用頻度の高いスイッチでモニタ１２２への電源供給をオン状態
とすることにより，より実用的なスイッチを用いて操作性の向上を図ることができる。
【００５５】
〔実施の形態２〕
　実施の形態２のデジタルカメラは，上蓋の開閉に連動して，レンズバリアの開閉とカメ
ラ本体及びモニタへの電源供給のオン・オフとを動作させる開閉メカ機構を有した開閉連
動手段を備えたものである。
【００５６】
　以下，図７～図１９を参照して，実施の形態２のデジタルカメラの構成および動作につ
いて詳細に説明する。尚，実施の形態２のデジタルカメラの基本的な構成は一般的なデジ
タルカメラと同様であるため，ここでは本発明の特徴的な部分のみを説明する。
【００５７】
　図７は，実施の形態２のデジタルカメラの斜視図であり，図８は，実施の形態２のＬＣ
Ｄモニタ開閉によるレンズバリア開閉，メインスイッチのオン・オフ及び手動マクロのメ
カ機構を示した構成図である。
【００５８】
　図において，７０１はＬＣＤモニタ（図示せず）を含む上蓋であるＬＣＤカバー，７０
２はレンズバリア開閉及びメインスイッチオン・オフ用のカム，７０３は手動マクロのメ
カ機構リセット用のカム，７０４及び７０８はレンズバリア開閉動作用レバー，７０５は
レンズバリア，７０６はレンズバリア７０５を保持及び所定の溝に沿って搬送させるフレ
ーム部材，７０７はレンズバリア閉動作用のバネ，７０９はレンズバリア機構の破壊防止
用のチャージバネ，７１０はレンズバリア開閉動作用レバー７０４，７０８を回転可能に
支持するフレーム部材，７１１はメインスイッチ，７１２は撮影レンズを含む鏡胴，７１
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３は手動マクロの操作ダイアル，７１４は鏡胴７１２及び操作ダイアル７１３を保持する
ためにフレーム部材である。尚，カム７０２，７０３は，ＬＣＤカバー７０１の回転軸（
図示せず）に一体もしくは一体動作するように設けられている。
【００５９】
　図９は，実施の形態２のデジタルカメラのＬＣＤモニタ（換言すれば，ＬＣＤカバー７
０１）の回転角と，レンズバリア７０５の開閉及びメインスイッチ７１１のオン・オフの
タイミングとの関係を示し，ＬＣＤカバー７０１の回転角が０°～４５°の範囲でレンズ
バリア７０５の開閉動作が行われ，ＬＣＤカバー７０１の回転角が４５°～６０°でメイ
ンスイッチ７１１のオン・オフ動作が行われる。また，ＬＣＤカバー７０１は０°～１４
０°の範囲で回転可能である。
【００６０】
　尚，詳細は後述するが，図７及び図８に示すメカ機構が，本発明の開閉連動手段の開閉
メカ機構に相当し，ＬＣＤカバー７０１の開閉（すなわち，回転動作）に連動して，レン
ズバリア７０５の開閉とメインスイッチ（カメラ本体及びモニタへの電源供給を行うスイ
ッチ）７１１のオン・オフとを動作させる。
【００６１】
　また，図９から明らかなように，この開閉メカ機構（開閉連動手段）は，ＬＣＤカバー
７０１を開いた際に，回転角が０°～４５°でレンズバリア７０５が全開の状態となった
後，回転角が４５°～６０°でメインスイッチ７１１がオン状態になるように動作する。
【００６２】
　次に，図１０，図１１及び図１２を参照して，ＬＣＤカバー７０１の開閉（すなわち，
回転動作）に連動した，レンズバリア７０５の開閉動作及びメインスイッチ７１１のオン
・オフ動作について説明する。
【００６３】
　図１０は，ＬＣＤカバー７０１が閉時（すなわち，回転角０°）のレンズバリア７０５
及びメインスイッチ７１１の状態を示す説明図であり，同図（ａ）が側面図，同図（ｂ）
が正面図をそれぞれ示している。尚，７１５で示す一点鎖線範囲が撮影レンズの開口部を
表している。
【００６４】
　図示の如く，ＬＣＤカバー７０１が閉時（すなわち，回転角０°）の場合，レンズバリ
ア７０５は開口部７１５を完全に塞ぐ位置で停止している。また，メインスイッチ７１１
はオフ状態（すなわち，レンズバリア開閉動作用レバー７０４と接触していない状態）で
あり，カメラ本体及びＬＣＤモニタへは電源が供給されていない状態である。
【００６５】
　また，レンズバリア開閉動作用レバー７０４，７０８はそれぞれフレーム７１０に回転
可能に取り付けられており，レンズバリア開閉動作用レバー７０４の一端がレンズバリア
開閉及びメインスイッチオン・オフ用のカム７０２の端部と嵌合した状態であり，他端が
レンズバリア機構の破壊防止用のチャージバネ７０９を介してレンズバリア開閉動作用レ
バー７０８と連結されている。
【００６６】
　一方，レンズバリア開閉動作用レバー７０８は，その一端がレンズバリア７０５と連結
されており，他端に破壊防止用のチャージバネ７０９及びレンズバリア閉動作用のバネ７
０７が取り付けられている。
【００６７】
　このようなＬＣＤカバー７０１が閉時（すなわち，回転角０°）の状態から，ＬＣＤカ
バー７０１を開くと，ＬＣＤカバー７０１の回転軸に取り付けられたカム７０２が図中の
矢印の方向に回転して，レンズバリア開閉動作用レバー７０４の一端を図中の矢印の方向
に押し出して，レンズバリア開閉動作用レバー７０４，７０８が同様に矢印の方向へ回転
移動を開始する。
【００６８】
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　図１１は，ＬＣＤカバー７０１を４５°開いた時（すなわち，回転角４５°）のレンズ
バリア７０５及びメインスイッチ７１１の状態を示す説明図であり，同図（ａ）が側面図
，同図（ｂ）が正面図をそれぞれ示している。図示の如く，ＬＣＤカバー７０１が４５°
回転して開いた状態では，カム７０２及びレンズバリア開閉動作用レバー７０４，７０８
の回転移動に伴ってレンズバリア７０５が開口部７１５の下方に移動し，開口部７１５が
完全に開いた状態となる。このとき，回転移動したレンズバリア開閉動作用レバー７０４
の一端は，メインスイッチ７１１の先端部分に接触して停止（または非接触でその近傍に
停止）する。換言すれば，ＬＣＤカバー７０１が４５°開いた状態で，レンズバリア７０
５が全開となると共に，メインスイッチ７１１のオン動作の開始準備が整うことになる。
【００６９】
　尚，レンズバリア７０５は，図８に示すように，フレーム７０６の溝に沿って下方に移
動するが，レンズバリア７０５が全開した状態で，フレーム７０６の溝の最下端に到達し
て，これよりの下方への移動を阻止される。また，バネ７０７はレンズバリア開閉動作用
レバー７０８の移動によって引っ張られた状態となる。
【００７０】
　図１２は，ＬＣＤカバー７０１を６０°開いた時（すなわち，回転角６０°）のレンズ
バリア７０５及びメインスイッチ７１１の状態を示す説明図であり，同図（ａ）が側面図
，同図（ｂ）が正面図をそれぞれ示している。図示の如く，ＬＣＤカバー７０１が６０°
回転して開いた状態では，カム７０２及びレンズバリア開閉動作用レバー７０４の回転移
動に伴って，メインスイッチ７１１の先端部分が，レンズバリア開閉動作用レバー７０４
によって押下され，メインスイッチ７１１がオン状態となる。尚，このとき，レンズバリ
ア開閉動作用レバー７０８がフレーム７０６の溝の最下端によって下方への移動を阻止さ
れているため，レンズバリア開閉動作用レバー７０４の移動によってチャージバネ７０９
が引っ張られる。
【００７１】
　次に，図１３を参照して，レンズバリア７０５の閉状態を保持したまま，ＬＣＤカバー
７０１を開いた時の状態について説明する。ここで，例えば，図１０に示したＬＣＤカバ
ー７０１が閉時（すなわち，回転角０°）の状態において，異常操作によってレンズバリ
ア７０５が指で押さえられた場合などのように，レンズバリア７０５が閉状態で固定され
ているものとする。この状態で，ＬＣＤカバー７０１を回転させて開くと，カム７０２の
回転によってレンズバリア開閉動作用レバー７０４が移動し，チャージバネ７０９を介し
てレンズバリア開閉動作用レバー７０８がレンズバリア７０５を開く方向に引っ張られる
。ところが，レンズバリア７０５が固定されているため，レンズバリア開閉動作用レバー
７０８の移動が阻止され，レンズバリア開閉動作用レバー７０４の移動量はチャージバネ
７０９の伸びによって吸収される。
【００７２】
　換言すれば，レンズバリア７０５の固定によってレンズバリア開閉動作用レバー７０８
の移動が阻止された場合でも，チャージバネ７０９によってレンズバリア開閉動作用レバ
ー７０４，７０８の連結状態を破壊することなく，レンズバリア開閉動作用レバー７０４
のみを移動可能とすることができる。したがって，図１３に示すように，レンズバリア７
０５が閉状態でロックされている場合に，ＬＣＤカバー７０１を開いても，装置のメカ機
構は破壊されない。
【００７３】
　同様に，例えば，ＬＣＤカバー７０１が開時の状態において，レンズバリア７０５を指
で押さえるなどの異常操作によって，レンズバリア７０５が開状態で固定されているもの
とする。この状態で，ＬＣＤカバー７０１を回転させて閉じると，カム７０２も回転によ
って図１０に示した初期位置に戻る。これによってレンズバリア開閉動作用レバー７０４
を図１０の矢印方向に移動させる力が失われるため，レンズバリア開閉動作用レバー７０
４はチャージバネ７０９の収縮力によって元の位置に戻ろうとする。同時に，チャージバ
ネ７０９が収縮することにより，レンズバリア開閉動作用レバー７０８にかかる力がバネ
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７０７の収縮力のみとなるので，レンズバリア開閉動作用レバー７０８がレンズバリア７
０５を閉じる方向に引っ張られる。ところが，レンズバリア７０５が固定されているため
，レンズバリア開閉動作用レバー７０８は移動を阻止され，図１４に示す状態で，ＬＣＤ
カバー７０１が閉じられる。換言すれば，レンズバリア７０５が開状態でロックされてい
る場合に，ＬＣＤカバー７０１を閉じても，装置のメカ機構は破壊されることなく，ＬＣ
Ｄカバー７０１を閉じることができる。
【００７４】
　尚，この図１４に示すレンズバリア７０５が全開で固定されている場合のレンズバリア
開閉動作用レバー７０４，７０８及びメインスイッチ７１１の状態は，図１１で示したＬ
ＣＤカバー７０１を４５°開いた時（回転角４５°）の状態と同じである。換言すれば，
レンズバリア開閉動作用レバー７０４は，メインスイッチ７１１のオン状態を解除した状
態（すなわち，オフ状態）で停止する。したがって，レンズバリア７０５が開状態でロッ
クされている場合でも，ＬＣＤカバー７０１を閉じることに連動させて，メインスイッチ
７１１のオフ動作を行うことができる。
【００７５】
　ところで，実施の形態２では，ＬＣＤカバー７０１の開状態において手動マクロを含む
各種メカ機構モードを使用可能とし，ＬＣＤカバー７０１の閉動作においてメカ機構モー
ドのリセットを行うリセット機構を有している。また，ＬＣＤカバー７０１の閉状態にお
いて，メカ機構モードを初期位置に保持すると共に，異常操作等の外力よってリセット機
構が破壊されるのを防止するための破壊防止機構を有している。同様に，ＬＣＤカバー７
０１の開状態でメカ機構モードをロックしたままでＬＣＤカバー７０１の閉動作を行った
場合，ＬＣＤカバー７０１の閉動作によってリセット機構が破壊されるのを防止するため
の破壊防止機構も有している。また，実施の形態２の手動マクロはダイアル方式（操作ダ
イアル７１３）で，かつ，一定のマクロ距離範囲を無段階リニアに調整可能であり，リセ
ット機構がＬＣＤカバー７０１の閉動作に連動して，操作ダイアル７１３を手動マクロを
初期位置に復帰させる構成である。
【００７６】
　以下，図１５～図１９を参照して，実施の形態２の手動マクロのリセット機構および破
壊防止機構について説明する。
【００７７】
　図１５及び図１６は，ＬＣＤカバー７０１が開時で，手動マクロを使用せずに通常撮影
を行った時の，撮影レンズと手動マクロ機構を含む鏡胴７１２の状態を示す説明図である
。図において，７２０は撮影レンズ（鏡胴７１２）の位置検出用のセンサ，７１６は撮影
レンズの位置を位置検出センサ７２０に伝えるための羽根，７１７及び７１８は手動マク
ロ機構のリセット用のレバー（リセット機構に相当），７１９は手動マクロ機構の破壊防
止用のチャージバネ（破壊防止機構に相当），７２１はチャージバネ（図中に点線で記載
）を示す。尚，レバー７１７，７１８及びチャージバネ７１９は一体で，チャージバネ７
２１によって図中の矢印方向に付勢されており，図１５及び図１６で示す範囲は軽荷重で
回転可能である。この鏡胴７１２の受台には固定のレンズ繰り出しカム（図示せず）がつ
いており，鏡胴７１２を回転させることにより，マクロ撮影が可能な構成である。
【００７８】
　図１７は，ＬＣＤカバー７０１が開時で，手動マクロを使用した時の鏡胴７１２の状態
を示し，手動マクロの使用に伴って操作ダイアル７１３を回転させると，羽根７１６が回
転移動すると共に，レバー７１７，７１８及びチャージバネ７１９が一体で移動する。こ
のとき，センサ７２０は羽根７１６によって遮られる。これによってマクロモードである
ことが検知される。
【００７９】
　図１８は，ＬＣＤカバー７０１が閉時の鏡胴７１２の状態を示し，ＬＣＤカバー７０１
のカム７０３によって，レバー７１７，７１８及びチャージバネ７１９が一体で初期位置
に戻され，それによって撮影レンズを含む鏡胴７１２も初期位置の通常撮影位置に戻され
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る。
【００８０】
　図１９は，操作ダイアル７１３を回転させた状態を保持したままＬＣＤカバー７０１を
回転（閉）させた状態，またはＬＣＤカバー７０１閉時に操作ダイアル７１３を回転させ
た状態を示し，レバー７１７，７１８の間に配置されたチャージバネ７１９によって，リ
セット機構（レバー７１７，７１８）の破壊が防止されている。
【００８１】
　例えば，図１９が操作ダイアル７１３を回転させた状態を保持したまま，ＬＣＤカバー
７０１を回転（閉）させた状態である場合，この状態から，手動マクロの操作ダイアル７
１３の回転保持をやめれば，チャージバネ７１９により鏡胴７１２は初期位置に戻される
。
【００８２】
　また，図１９がＬＣＤカバー７０１閉時に操作ダイアル７１３を回転させた状態である
場合にも，同様に，手動マクロの操作ダイアル７１３の回転保持をやめれば，チャージバ
ネ７１９により鏡胴７１２は初期位置に戻される。
【００８３】
　前述したように実施の形態２では，ＬＣＤカバー７０１の開閉動作を行うための回転軸
に設けた凹凸形状のカム７０２またはカム７０３を用いて，レンズバリア開閉動作用レバ
ー７０４，７０８，またはレバー７１７，７１８及びチャージバネ７１９（リセット機構
及び破壊防止機構）を動作させる。尚，カム７０２は回転軸方向に対し垂直方向へ変位を
発生させるカムであり，カム７０３はＬＣＤカバー７０１の回転軸に対して該回転軸方向
に変位を発生させるカムである。また，カム７０２及びカム７０３は，回転軸と一体に形
成されていることが望ましい。
【００８４】
　前述したように実施の形態２では，ＬＣＤカバー７０１の開閉とレンズバリア７０５の
開閉，メインスイッチ７１１のオン・オフ制御及び各種メカ機構のリセットとを連動させ
るので，操作スイッチを減らすと共に操作性を向上させ，撮影ミスの低減を図ったデジタ
ルカメラを提供することができる。
【００８５】
【発明の効果】
　以上説明したように，本発明のデジタルカメラ（請求項１）によれば，被写体を撮像し
て画像情報を出力する撮像手段と，撮像した画像情報または他の情報を表示するモニタと
，モニタのカバーとして機能すると共にカメラ本体に対して回転軸の回転により開閉自在
に取り付けられる上蓋とを備え，上蓋の開閉によりモニタを露出または内蔵するデジタル
カメラにおいて，上蓋の開閉に連動して，レンズバリアの開閉とカメラ本体及びモニタへ
の電源供給のオン・オフとを動作させる開閉メカ機構を有した開閉連動手段を備えたので
，上蓋の開閉とレンズバリアの開閉及び電源のオン・オフ制御とを連動させることにより
，操作スイッチを減らすと共に操作性を向上させ，撮影ミスの低減を図ったデジタルカメ
ラを提供することができる。
【００８６】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば 閉連動手段が，上蓋の開閉動
作，レンズバリアの開閉動作とカメラ本体及びモニタへの電源供給のオン・オフ動作を，
少なくとも１個の連結部材によって連動させているので，簡単な構成で，上蓋の開閉とレ
ンズバリアの開閉及び電源のオン・オフ制御とを連動させることができる。
【００８７】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項１記載のデジタルカメラ
において，開閉連動手段が，上蓋を開いた際に，レンズバリアが全開の状態となった後，
カメラ本体への電源供給及びモニタへの電源供給がオン状態になるように動作するので，
操作性・利便性の向上を図ることができる。
【００８８】
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　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項１記載のデジタルカメラ
において，開閉連動手段が，異常操作によってレンズバリアが閉状態または開状態でロッ
クされた状態で，かつ，上蓋の開閉動作が行われた場合，上蓋の開閉によって開閉メカ機
構が破壊されるのを防止するための破壊防止機構を有するので，異常操作によってレンズ
バリアの開閉状態と上蓋の開閉状態とを一時的に連動できない状態が発生しても，異常操
作を解除すると，継続して正常に使用することができる。
【００８９】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項１～ 記載の何れか一つ
のデジタルカメラにおいて，開閉連動手段が，上蓋の開状態において手動マクロ撮影を含
む各種メカ機構モードを使用可能とし，上蓋の閉動作においてメカ機構モードのリセット
を行うリセット機構を有するので，上蓋の開閉とレンズバリアの開閉，電源のオン・オフ
制御及び各種メカ機構のリセットとを連動させることにより，操作スイッチを減らすと共
に操作性を向上させ，撮影ミスの低減を図ったデジタルカメラを提供することができる。
【００９０】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載のデジタルカメラ
において，開閉連動手段が，上蓋の閉状態において，メカ機構モードを初期位置に保持す
ると共に，異常操作等の外力よってリセット機構が破壊されるのを防止するための破壊防
止機構を有するので，操作性・利便性の向上を図ることができる。
【００９１】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載のデジタルカメラ
において，開閉連動手段が，上蓋の開状態でメカ機構モードをロックしたままで上蓋の閉
動作を行った場合，上蓋の閉動作によってリセット機構が破壊されるのを防止するための
破壊防止機構を有するので，操作性・利便性の向上を図ることができる。
【００９２】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載の何れか一つ
のデジタルカメラにおいて，開閉連動手段が，上蓋の開閉動作を行うための回転軸に設け
られた凹凸形状のカム部材を有し，カム部材を用いて連結部材，リセット機構または破壊
防止機構を動作させるので，カム部材の形状を調整することで，連結部材，リセット機構
及び破壊防止機構の動作を容易に制御できる。
【００９３】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載のデジタルカメラ
において，カム部材が，回転軸に対して垂直方向のカムを含むので，さらに連結部材，リ
セット機構及び破壊防止機構の動作を多様に制御できる。
【００９４】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載の何れか一つ
のデジタルカメラにおいて，開閉連動手段は，開閉メカ機構とリセット機構または／およ
び破壊防止機構とが互いに独立して動作できるように設けられているので，それぞれの状
態に関係なく，開閉メカ機構，リセット機構及び破壊防止機構を動作させることができる
。
【００９５】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載のデジ
タルカメラにおいて，カム部材が，回転軸と一体に形成されているので，簡単な構成で，
上蓋の回転に応じて確実にカム部材を回転させることができる。
【００９６】
　また，本発明のデジタルカメラ（請求項 ）によれば，請求項 記載のデジタルカメ
ラにおいて，手動マクロはダイアル方式で，かつ，一定のマクロ距離範囲を無段階リニア
に調整可能であり，リセット機構は，上蓋の閉動作に連動させてダイアル方式で調整され
ている手動マクロを初期位置に復帰させるので，手動マクロ使用時の操作性・利便性の向
上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の実施の形態１に係るデジタルカメラの構成図である。
【図２】　実施の形態１のデジタルカメラの斜視図である。
【図３】　実施の形態１のデジタルカメラの上蓋を開状態として前方から見た正面図であ
る。
【図４】　実施の形態１のデジタルカメラの上蓋を開状態として側面から見た側面図であ
る。
【図５】　実施の形態１のデジタルカメラにおける上蓋が開状態である時の電源供給制御
を説明するフローチャートである。
【図６】　実施の形態１のデジタルカメラにおける上蓋が閉状態である時の電源供給制御
を説明するフローチャートである。
【図７】　実施の形態２のデジタルカメラの斜視図である。
【図８】　実施の形態２のＬＣＤモニタ開閉によるレンズバリア開閉，メインスイッチの
オン・オフ及び手動マクロのメカ機構を示した構成図である。
【図９】　実施の形態２のデジタルカメラのＬＣＤモニタ（換言すれば，ＬＣＤカバー）
の回転角と，レンズバリアの開閉及びメインスイッチのオン・オフのタイミングとの関係
を示す説明図である。
【図１０】　実施の形態２のＬＣＤカバーが閉時（すなわち，回転角０°）のレンズバリ
ア及びメインスイッチの状態を示す説明図である。
【図１１】　実施の形態２のＬＣＤカバーを４５°開いた時（すなわち，回転角４５°）
のレンズバリア及びメインスイッチの状態を示す説明図である。
【図１２】　実施の形態２のＬＣＤカバーを６０°開いた時（すなわち，回転角６０°）
のレンズバリア及びメインスイッチの状態を示す説明図である。
【図１３】　実施の形態２においてレンズバリアの閉状態を保持したまま，ＬＣＤカバー
を開いた時の状態を示す説明図である。
【図１４】　実施の形態２においてレンズバリアの開状態を保持したまま，ＬＣＤカバー
を閉じた時の状態を示す説明図である。
【図１５】　実施の形態２において，ＬＣＤカバーが開時で，手動マクロを使用せずに通
常撮影を行った時の，撮影レンズと手動マクロ機構を含む鏡胴の状態を示す説明図である
。
【図１６】　実施の形態２において，ＬＣＤカバーが開時で，手動マクロを使用せずに通
常撮影を行った時の，撮影レンズと手動マクロ機構を含む鏡胴の状態を示す説明図である
。
【図１７】　実施の形態２において，ＬＣＤカバーが開時で，手動マクロを使用した時の
鏡胴の状態を示す説明図である。
【図１８】　実施の形態２において，ＬＣＤカバーが閉時の鏡胴の状態を示す説明図であ
る。
【図１９】　実施の形態２において，操作ダイアルを回転させた状態を保持したまま，Ｌ
ＣＤカバーを回転（閉）させた状態及びＬＣＤカバー閉時に操作ダイアルを回転させた状
態を示す説明図である。
【符号の説明】
　１０１～１０５　撮像手段
　１０１　レンズ
　１０２　オートフォーカス等を含むメカ機構
　１０３　ＣＣＤ
　１０４　ＣＤＳ回路
　１０５　Ａ／Ｄ変換器
　１０６　デジタル信号処理部
　１０７　画像圧縮・伸長部
　１０９　カードインタフェース
　１１０　ＰＣカードインタフェース
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　１２１　ＣＰＵ（制御手段）
　１２２　モニタ
　１２３　操作部
　１２５　モータドライバ
　１２６　ＳＧ（制御信号生成）部
　１２７　ヒンジ回転角度検出センサ（上蓋状態検知手段）
　１２８　バッテリ
　１２９　ＤＣ－ＤＣコンバータ
　１３１　内蔵メモリ
　１５０　ＰＣカード
　２０１　カメラ本体
　２０２　上蓋
　２０３　ヒンジ
　２１２　レリーズスイッチ
　２１３　コマ送りスイッチ
　２１４　ＤＡＴＥスイッチ
　２１５　ストロボスイッチ
　２１６　画質モードスイッチ
　２１７　セルフタイマスイッチ
　２１８　記録モード切換えスイッチ
　３１１　撮影レンズ
　３１２　ストロボ
　α　ヒンジ回転角の開角度
　７０１　ＬＣＤカバー
　７０２　レンズバリア開閉及びメインスイッチオン・オフ用のカム
　７０３　メカ機構リセット用のカム
　７０４，７０８　レンズバリア開閉動作用レバー
　７０５　レンズバリア
　７０６　フレーム部材
　７０７　レンズバリア閉動作用のバネ
　７０９　破壊防止用のチャージバネ
　７１０　フレーム部材
　７１１　メインスイッチ
　７１２　鏡胴
　７１３　操作ダイアル
　７１４　フレーム部材
　７１５　撮影レンズの開口部
　７１６　羽根
　７１７，７１８　リセット用のレバー（リセット機構）
　７１９　破壊防止用のチャージバネ（破壊防止機構）
　７２０　位置検出用のセンサ
　７２１　チャージバネ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】
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