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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シールド筐体と、前記シールド筐体に重ね合わせられ、前記シールド筐体の表面との間
に空間を区画するプリント基板と、前記シールド筐体の前記表面に支持されて、前記プリ
ント基板に区画される切り欠きから突き出るカメラモジュールと、前記カメラモジュール
に覆い被さるシールド板金と、前記シールド板金に区画されて、前記シールド筐体の前記
表面に弾力的に受け止められる弾性片とを備えることを特徴とするカメラモジュールユニ
ット。
【請求項２】
　請求項１に記載のカメラモジュールユニットにおいて、前記カメラモジュールおよび前
記シールド筐体の間には導電弾性部材が挟み込まれることを特徴とするカメラモジュール
ユニット。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカメラモジュールユニットにおいて、前記カメラモジュール
の底面に貼り付けられて前記シールド板金に接続され、前記カメラモジュールおよび前記
シールド筐体の間に配置される導電性のシールをさらに備えることを特徴とするカメラモ
ジュールユニット。
【請求項４】
　本体筐体と、前記本体筐体に収容されるシールド筐体と、前記本体筐体内で前記シール
ド筐体に重ね合わせられ、前記シールド筐体の表面との間に空間を区画するプリント基板



(2) JP 4767833 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

と、前記シールド筐体の前記表面に支持されて、前記プリント基板に区画される切り欠き
から突き出るカメラモジュールと、前記カメラモジュールに覆い被さるシールド板金と、
前記シールド板金に区画されて、前記シールド筐体の前記表面に弾力的に受け止められる
弾性片とを備えることを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　請求項４に記載の電子機器において、前記カメラモジュールおよび前記シールド筐体の
間には導電弾性部材が挟み込まれることを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の電子機器において、前記カメラモジュールの底面に貼り付け
られて前記シールド板金に接続され、前記カメラモジュールおよび前記シールド筐体の間
に配置される導電性のシールをさらに備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話端末といった電子機器に組み込まれるカメラモジュールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　カメラ付き携帯電話端末は広く知られる。携帯電話端末の筐体内にはプリント基板が組
み込まれる。プリント基板には様々な電子部品が実装される。カメラモジュールはプリン
ト基板上に搭載される。
【特許文献１】特開２００３－２８３１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　カメラモジュールには強固なシールド構造が要求される。カメラモジュールのシールド
構造は例えばプリント基板上のメイングラウンドに接続されなければならない。カメラモ
ジュールは、例えばプリント基板の表面に実装されるばね接点で支持される。ばね接点は
プリント基板上のメイングラウンドに接続される。カメラモジュールはプリント基板の表
面から高く突き出てしまう。
【０００４】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、効率よく筐体内の空間に収容されること
ができるカメラモジュールユニット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】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明によれば、シールド筐体と、シールド筐体に重ね合
わせられるプリント基板と、シールド筐体の表面に支持されて、プリント基板に区画され
る切り欠き内に配置されるカメラモジュールと、カメラモジュールに覆い被さるシールド
板金と、シールド板金に区画されて、シールド筐体の表面に弾力的に受け止められる弾性
片とを備えることを特徴とするカメラモジュールユニットが提供される。
【０００６】
　このカメラモジュールユニットではカメラモジュールはシールド板金で十分にシールド
される。シールド板金の帯電電気は弾性片からシールド筐体に逃される。したがって、カ
メラモジュールは確実に帯電から保護されることができる。しかも、カメラモジュールは
プリント基板の切り欠き内に配置される。切り欠き内でカメラモジュールはシールド筐体
に受け止められる。したがって、プリント基板上でカメラモジュールの高さは低く抑えら
れることができる。カメラモジュールは効率よく筐体内に収容されることができる。筐体
の厚みの増大は回避されることができる。
【０００７】
　こういったカメラモジュールユニットではカメラモジュールおよびシールド筐体の間に
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は導電弾性部材が挟み込まれてもよい。導電性弾性部材はカメラモジュールからシールド
筐体に電気を逃す。カメラモジュールの帯電は確実に防止されることができる。
【０００８】
　カメラモジュールは例えば携帯電話端末といった電子機器に利用されることができる。
このとき、電子機器は、本体筐体と、本体筐体に収容されるシールド筐体と、本体筐体内
でシールド筐体に重ね合わせられるプリント基板と、シールド筐体の表面に支持されて、
プリント基板に区画される切り欠き内に配置されるカメラモジュールと、カメラモジュー
ルに覆い被さるシールド板金と、シールド板金に区画されて、シールド筐体の表面に弾力
的に受け止められる弾性片とを備えればよい。
【発明の効果】
【０００９】
　以上のように本発明によれば、カメラモジュールユニットは効率よく筐体内の空間に収
容されることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。
【００１１】
　図１は本発明に係る電子機器の一具体例すなわち折り畳み式携帯電話端末１１の外観を
示す。この携帯電話端末１１は送話器１２と受話器１３とを備える。送話器１２は第１筐
体すなわち本体筐体１４を備える。本体筐体１４内には、後述されるように、プリント基
板が組み込まれる。周知の通り、プリント基板には例えばＣＰＵ（中央処理演算装置）や
メモリといった処理回路が実装される。本体筐体は例えばＡＢＳといった強化樹脂材料か
ら成型されればよい。
【００１２】
　受話器１３は第２筐体すなわちディスプレイ用筐体１５を備える。ディスプレイ用筐体
１５は表面で本体筐体１４の表側平坦面に重ね合わせられる。ディスプレイ用筐体１５の
輪郭は本体筐体１４の輪郭に合わせ込まれる。こうしてディスプレイ用筐体１５の表面は
完全に本体筐体１４で覆われる。ディスプレイ用筐体１５は例えばＡＢＳといった強化樹
脂材料から成型されればよい。
【００１３】
　ディスプレイ用筐体１５にはヒンジブラケット１６が連結される。ヒンジブラケット１
６は本体筐体１４に連結される。ヒンジブラケット１６および本体筐体１４の連結にあた
って第１連結機構１７が用いられる。この第１連結機構１７はヒンジ１８を備える。ヒン
ジ１８は本体筐体１４およびヒンジブラケット１６の間で第１回転軸ＨＸ回りに回転を実
現する。こうしてヒンジブラケット１６は第１回転軸ＨＸ回りで回転自在に本体筐体１４
に連結される。図２から明らかなように、第１回転軸ＨＸは本体筐体１４の表側平坦面に
平行に延びる。ヒンジブラケット１６は、本体筐体１４の表側平坦面にディスプレイ用筐
体１５を重ね合わせる閉じ姿勢から、本体筐体１４に対して第１回転軸ＨＸ回りにディス
プレイ用筐体１５を開かせる開き姿勢まで姿勢変化を許容する。こうしてディスプレイ用
筐体１５は閉じ姿勢および開き姿勢の間で姿勢を変化させる。
【００１４】
　図２に示されるように、ディスプレイ用筐体１５の表面には矩形の窓孔１９が区画され
る。ディスプレイ用筐体１５には液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネル２１といった平面デ
ィスプレイパネルが組み込まれる。ＬＣＤパネル２１の画面は窓孔１９に臨む。ＬＣＤパ
ネル２１の画面にはＣＰＵの処理動作に応じて様々なテキストやグラフィックスが表示さ
れる。ディスプレイ用筐体１５の表面には受話口２２が区画される。受話口２２内にはス
ピーカーが組み込まれる。通話にあたってスピーカーは通話相手の音声を再生する。
【００１５】
　送話器１２の表側平坦面にはオンフックボタン２３ａやオフフックボタン２３ｂ、ダイ
ヤルキー２３ｃといった入力ボタンが埋め込まれる。入力ボタンの操作に応じてＣＰＵは
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様々な処理を実行する。本体筐体１４の表側平坦面には送話口２４が区画される。送話口
２４内にはマイクが組み込まれる。通話にあたって携帯電話端末１１の使用者はマイクか
ら音声を入力する。
【００１６】
　ヒンジブラケット１６は表面でディスプレイ用筐体１４の裏面を受け止める。ヒンジブ
ラケット１６の表面にはディスプレイ用筐体１４の裏面が重ね合わせられる。ディスプレ
イ用筐体１４は第２回転軸ＲＸ回りで回転自在にヒンジブラケット１６に連結される。第
２回転軸ＲＸは、第１回転軸ＨＸに直交する仮想平面内で延びる。同時に、第２回転軸Ｒ
Ｘはヒンジブラケット１６の表面に交差する。ここでは、交差角は９０度に設定される。
こうしてディスプレイ用筐体１４は第１回転軸ＨＸ回りで本体筐体１４に対して回転する
ことができる。
【００１７】
　いま、携帯電話端末１１が開き姿勢を確立すると、送話器１２および受話器１３はとも
に正面を向く。縦置きの送話器１２に対して縦長の画面が確立される。携帯電話端末１１
の使用者はＬＣＤパネル２１の画面を見ながらダイヤルキー２３ｃといった入力ボタンを
確認することができる。ディスプレイ用筐体１５は第１回転軸ＨＸ回りで回転する。回転
に応じてディスプレイ用筐体１５は本体筐体１４の表側平坦面に重ね合わせられることが
できる。携帯電話端末１１は閉じられる。折り畳み状態すなわち閉じ姿勢が確立される。
【００１８】
　例えば携帯電話端末１１の開き姿勢ではディスプレイ用筐体１５は第２回転軸ＲＸ回り
で回転することができる。縦長の画面を確立する直立姿勢から時計回りすなわち第１方向
に９０度の回転角でディスプレイ用筐体１５が回転すると、図３に示されるように、第１
回転姿勢が確立される。ＬＣＤパネル２１は横長の画面を実現する。反対に、ディスプレ
イ用筐体１５が第２回転軸ＲＸ回りで直立姿勢から反時計回りすなわち第２方向に９０度
の回転角で回転すると、図４に示されるように、第２回転姿勢が確立される。ＬＣＤパネ
ル２１は横長の画面を実現する。
【００１９】
　図５に示されるように、ディスプレイ用筐体１５の裏面には第２連結機構２６が組み込
まれる。第２連結機構２６は前述の第２回転軸ＲＸに同心に延びる中空軸２７を備える。
中空軸２７は不動にディスプレイ用筐体１５に固定される。中空軸２７には中空軸２７回
りで相対回転自在に環状部材２８が装着される。環状部材２８は中空軸２７に対してその
軸方向に相対変位不能に連結される。すなわち、環状部材２８の離脱は防止される。この
環状部材２８にヒンジブラケット１６が固定される。ヒンジブラケット１６および環状部
材２８の間で中空軸２７回りに相対回転は規制される。こうして中空軸２７および環状部
材２８の相対回転に基づきディスプレイ用筐体１５およびヒンジブラケット１６の相対回
転は実現される。
【００２０】
　環状部材２８の外縁には中心角９０度の間隔で３つの窪み２９が形成される。窪み２９
は中空軸２７の軸心すなわち第２回転軸ＲＸに向かって窪む。窪み２９の輪郭は例えば弓
形に設定される。その一方で、環状部材２８の外縁には弓形の突片３１が向き合わせられ
る。例えば３本の伸張ばね３２の働きで突片３１は中空軸２７の軸心すなわち第２回転軸
ＲＸに向かって押しやられる。突片３１は窪み２９に受け入れられる。こうして突片３１
および窪み２９の働きでディスプレイ用筐体１５およびヒンジブラケット１６の相対回転
は所望の位置で規制される。いわゆるクリック感が実現される。
　図６に示されるように、本体筐体１４内にはカメラモジュール３３が組み込まれる。カ
メラモジュール３３は本体筐体１４の開口３４にカメラレンズを臨ませる。開口３４には
無色透明なプラスチックカバーがはめ込まれる。カメラレンズで捕らえられる画像はカメ
ラモジュール３３内の撮像素子で撮像される。撮像された画像は例えばＬＣＤパネル２１
の画面上に映し出されることができる。
【００２１】
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　本体筐体１４内にはプリント基板ユニットが収容される。図７から明らかなように、こ
のプリント基板ユニット３６はプリント基板３７およびシールド筐体３８を備える。プリ
ント基板３７はシールド筐体３８上に重ね合わせられる。プリント基板３７の輪郭はシー
ルド筐体３８の輪郭に概ね一致する。カメラモジュール３３はシールド筐体３８上に搭載
される。プリント基板３７には切り欠き４１が形成される。カメラモジュール３３は切り
欠き４１内に配置される。カメラモジュール３３のコネクタ４２はプリント基板３７の表
面で受け側のコネクタに接続される。ここでは、プリント基板ユニット３６およびカメラ
モジュール３３は協働で本発明に係るカメラモジュールユニットを構成する。カメラモジ
ュールユニットは本体筐体１４の下側半体に受け止められる。プリント基板３７は下側半
体の底板に向き合わせられる。カメラモジュール３３は開口３４でプラスチックカバーの
裏面に押し付けられる。本体筐体１４の上側半体が下側半体に重ね合わせられると、カメ
ラモジュールユニットは上側半体および下側半体の間に挟み込まれる。
【００２２】
　図８に示されるように、シールド筐体３８は１個の半導体チップ４３または１群の半導
体チップ４３ごとにプリント基板３７と協働で収納室４４を区画する。収納室４４の区画
にあたってシールド筐体３８には壁４５が形成される。壁４５は底板の表面から立ち上が
る。壁４５は収納室４４を囲む。壁４５の頂上は例えばプリント基板３７のグラウンド層
４６に接触する。シールド筐体３８の表面には導電膜が形成される。壁４５や半導体チッ
プ４３の周囲でグラウンド層４６の表面には絶縁層４７が形成される。
【００２３】
　図９を併せて参照し、カメラモジュール３３はカメラシールド４８に覆われる。カメラ
シールド４８は例えば１枚の板金から形成されればよい。カメラシールド４８には１本以
上の弾性片４８ａが区画される。弾性片４８ａはばね性を有する。したがって、カメラモ
ジュール３３がシールド筐体３８の底板上に設置されると、弾性片４８ａは弾性的にシー
ルド筐体３８に接触する。
【００２４】
　カメラモジュール３３の底面には導電性のシール４９が貼り付けられる。シール４９は
カメラシールド４８に接続される。こうしてカメラモジュール３３はできるだけ広い範囲
で導電体に覆われる。しかも、カメラモジュール３３がシールド筐体３８の底板に受け止
められると、シール４９およびシールド筐体３８の間には導電性弾性部材５１が挟み込ま
れる。シール４９はシールド筐体３８に接続される。導電性弾性部材５１はカメラモジュ
ール３３からシールド筐体３８に効率的に電気を逃す。カメラモジュール３３の帯電は確
実に防止されることができる。導電性弾性部材５１は開口３４のプラスチックカバーに向
かってカメラモジュール３３を押し付ける。
【００２５】
　以上のようなカメラモジュールユニットではカメラモジュール３３はカメラシールド４
８で十分にシールドされる。カメラシールド４８の帯電電気は弾性片４８ａや導電性弾性
部材５１からシールド筐体３８に逃される。したがって、カメラモジュール３３は確実に
帯電から保護されることができる。しかも、カメラモジュール３３はプリント基板３７の
切り欠き４１内に配置される。切り欠き４１内でカメラモジュール３３はシールド筐体３
８に受け止められる。したがって、プリント基板３７上でカメラモジュール３３の高さは
低く抑えられることができる。カメラモジュール３３は効率よく本体筐体１４内に収容さ
れることができる。本体筐体１４の厚みの増大は回避されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態に係る折り畳み式携帯電話端末の外観を示す斜視図である。
【図２】開き姿勢のディスプレイ用筐体を含む携帯電話端末の外観を示す斜視図である。
【図３】ディスプレイ用筐体の開き姿勢で第２回転軸回りに順方向に９０度にわたって回
転するディスプレイ用筐体を概略的に示す正面図である。
【図４】ディスプレイ用筐体の開き姿勢で第２回転軸回りに逆方向に９０度にわたって回
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転するディスプレイ用筐体を概略的に示す正面図である。
【図５】ディスプレイ用筐体の裏面上で第２連結機構を概略的に示す平面図である。
【図６】携帯電話端末の背面図である。
【図７】カメラモジュールユニットを概略的に示す斜視図である。
【図８】図７の８－８線に沿った垂直断面図である。
【図９】カメラモジュールユニットの分解斜視図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１１　電子機器（携帯電話端末）、３３　カメラモジュール、３７　プリント基板、３
８　シールド筐体、４１　切り欠き、４８　シールド板金（カメラシールド）、４８ａ　
弾性片、５１　導電性弾性部材。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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