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(57)【要約】
【課題】機器本体の実装密度の向上を図ることができる
電子機器を得る。
【解決手段】電子機器１は、第１の筐体５内に収容され
た機能部品３４と、第２の筐体１５内に収容されたカメ
ラモジュール２２とを具備する。第２の筐体１５は、第
１の筐体５の上壁７を覆うように倒される第１の姿勢と
、第１の筐体５に対して立て起こされる第２の姿勢との
間で回動可能であるとともに、第１の筐体５に向かい合
う面に表示画面１６ａを外部に露出させる開口部１７ａ
を有する。カメラモジュール２２は、開口部１７ａより
も第１の筐体５に向いて突出する先端部２２ａを有する
。機能部品３４は、第２の筐体１５が上記第１の姿勢に
あるときに第１の筐体５の中でカメラモジュール２２の
先端部２２に対向する位置に配置されるとともに、第１
の筐体５の外部に露出されており、且つ、この機能部品
３４は、上壁７の上面７ａに対して一段下げて実装され
ている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上壁を有する第１の筐体と、
　第２の筐体と、
　上記第２の筐体を上記第１の筐体に連結するヒンジ部と、
　上記第１の筐体内に収容された指紋認証モジュールと、
　上記第２の筐体内に収容されるとともに、表示画面を有する表示装置と、
　上記第２の筐体内に収容されたカメラモジュールと、を具備し、
　上記第２の筐体は、上記第１の筐体の上壁を覆うように倒される第１の姿勢と、上記第
１の筐体に対して立て起こされる第２の姿勢との間で回動可能であるとともに、上記第１
の筐体に向かい合う面に上記表示画面を外部に露出させる開口部を有し、
　上記カメラモジュールは、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記開口部よ
りも上記第１の筐体に向いて突出する先端部を有し、
　上記指紋認証モジュールは、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記第１の
筐体の中で上記カメラモジュールの先端部に対向する位置に配置され、
　上記第１の筐体の上壁は、上記第１の筐体の内部に向けて窪むとともに、その底面に上
記指紋認証モジュールを外部に露出させる開口部が設けられた窪み部を備え、この窪み部
は、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記カメラモジュールの先端部に対向
する位置に設けられていることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　上記上壁は、上記窪み部を外れた上面を有し、
　上記窪み部は、上記指紋認証モジュールを露出させる開口部が設けられた底面部と、こ
の底面部を上記上面に繋げる傾斜面とを有することを特徴とする電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　上記カメラモジュールの先端部は、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記
第１の筐体の上壁に対して直交する方向に沿って突出するとともに、上記窪み部の底面部
に対向することを特徴とする電子機器。
【請求項４】
　請求項３に記載の電子機器において、
　当該電子機器は、上記第１の筐体の上壁のなかでユーザー側となる端部に実装された一
対のタッチパッドボタンを備え、
　上記カメラモジュールは、上記第２の筐体が上記第２の姿勢にあるときに上記第２の筐
体の中で上端部となる位置に実装され、
　上記窪み部は、上記一対のタッチパッドボタンの間に設けられてい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、
　上記カメラモジュールは、上記第２の筐体の幅方向の中央部に配置され、
　上記一対のタッチパッドボタンは、上記第１の筐体の幅方向の中央部を基準にして配置
され、上記窪み部が上記第１の筐体の幅方向の中央部に位置していることを特徴とする電
子機器。
【請求項６】
　請求項４に記載の電子機器において、
　当該電子機器は、上記第１の筐体の上壁に実装されたキーボードを備え、
　上記一対のタッチパッドボタンは、上記キーボードのキーボードホームポジションを基
準にして配置され、上記窪み部は、上記第１の筐体の幅方向の中央部から上記第１の筐体
の幅方向に偏った位置に設けられており、
　上記カメラモジュールは、上記一対のタッチパッドボタンの間にある窪み部に対向する
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ように、上記第２の筐体の幅方向の中央部から上記第２の筐体の幅方向に偏った位置に配
置されていることを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　上壁を有する第１の筐体と、
　第２の筐体と、
　上記第２の筐体を上記第１の筐体に連結するヒンジ部と、
　上記第１の筐体内に収容された機能部品と、
　上記第２の筐体内に収容されるとともに、表示画面を有する表示装置と、
　上記第２の筐体内に収容されたカメラモジュールと、を具備し、
　上記第２の筐体は、上記第１の筐体の上壁を覆うように倒される第１の姿勢と、上記第
１の筐体に対して立て起こされる第２の姿勢との間で回動可能であるとともに、上記第１
の筐体に向かい合う面に上記表示画面を外部に露出させる開口部を有し、
　上記カメラモジュールは、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記開口部よ
りも上記第１の筐体に向いて突出する先端部を有し、
　上記第１の筐体の上壁は、上面を有し、
　上記機能部品は、上記第２の筐体が上記第１の姿勢にあるときに上記第１の筐体の中で
上記カメラモジュールの先端部に対向する位置に配置されるとともに、上記第１の筐体の
外部に露出されており、且つ、この機能部品は、上記上壁の上面に対して一段下げて実装
されてい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、カメラモジュールを搭載した電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ポータブルコンピュータなどの電子機器は、カメラモジュールを搭載することが
多くなってきている。　
　特許文献１は、ＣＣＤカメラを搭載したコンピュータを開示している。このコンピュー
タは、本体と、この本体に対して開閉自在な表示部とを備える。ＣＣＤカメラを含む撮像
部は、表示部の上端部に設けられている。この撮像部は、ＬＣＤと同一の方向と、その逆
方向との間の１８０度の範囲で任意の位置に回動することができる。
【０００３】
　特許文献２は、カメラ部を備えた携帯端末を開示している。この携帯端末は、互いにス
ライド可能な上部筐体と下部筐体とを備える。カメラ部は上部筐体に設けられ、下部筐体
側に凸になっている。下部筐体は、この携帯端末を閉状態にしたとき上記カメラ部の凸部
を収納可能な凹部を有している。
【特許文献１】特開２０００－２０１６３号公報
【特許文献２】再公表２００４－８００３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで近年、表示装置の薄型化が進展し、その表示装置を搭載する表示部の薄型化が
進んでいる。しかしながらカメラモジュールは比較的厚いため、表示部を全体的に薄く設
計すると、カメラモジュールが表示部の筐体内に収まりきらず、筐体の外へ突出すること
がある。
【０００５】
　例えばポータブルコンピュータのように、機器本体に対して開閉される表示部にカメラ
モジュールを実装する場合、このカメラモジュールは機器本体に向けて凸となる。そのた
め、パームレストなど表示部に向かい合う機器本体の上面には、凸となるカメラモジュー
ルを逃がすための凹部を設ける必要がある。このような凹部を設けると、機器本体内にデ
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ッドスペースが生じやすく、実装密度の向上を図りにくくなる。
【０００６】
　本発明の目的は、機器本体の実装密度の向上を図ることができる電子機器を得ることに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つの形態に係る電子機器は、上壁を有する第１の筐体と、第２の筐体と、上
記第２の筐体を上記第１の筐体に連結するヒンジ部と、上記第１の筐体内に収容された機
能部品と、上記第２の筐体内に収容されるとともに、表示画面を有する表示装置と、上記
第２の筐体内に収容されたカメラモジュールとを具備する。上記第２の筐体は、上記第１
の筐体の上壁を覆うように倒される第１の姿勢と、上記第１の筐体に対して立て起こされ
る第２の姿勢との間で回動可能であるとともに、上記第１の筐体に向かい合う面に上記表
示画面を外部に露出させる開口部を有する。上記カメラモジュールは、上記第２の筐体が
上記第１の姿勢にあるときに上記開口部よりも上記第１の筐体に向いて突出する先端部を
有する。上記第１の筐体の上壁は、上面を有する。上記機能部品は、上記第２の筐体が上
記第１の姿勢にあるときに上記第１の筐体の中で上記カメラモジュールの先端部に対向す
る位置に配置されるとともに、上記第１の筐体の外部に露出されており、且つ、この機能
部品は、上記上壁の上面に対して一段下げて実装されている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、機器本体の実装密度の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に本発明の実施の形態を、ポータブルコンピュータに適用した図面に基づいて説明
する。
【００１０】
（第１の実施形態）　
　図１ないし図４は、本発明の第１の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピ
ュータ１を開示している。図１に示すように、ポータブルコンピュータ１は、機器本体２
（すなわち本体部）と、表示部３とを備えている。
【００１１】
　図１に示すように、機器本体２は、扁平箱状に形成された第１の筐体５を備える。この
第１の筐体５内には、マザーボードである回路基板６などが収容されている（図３参照）
。
【００１２】
　図１および図３に示すように、第１の筐体５は、上壁７、周壁８、および下壁９を有す
る。上壁７は、上方に向かい合うようにして略水平方向に拡がり、第１の筐体５の上端部
を形成している。図１に示すように、上壁７には、キーボード１１、タッチパッド１２、
および一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂが実装されている。周壁８は、上壁７の
周縁部から下方に向いて延びている。下壁９は、周壁８の下縁部同士を繋ぐようにして上
壁７と略平行に延びている。
【００１３】
　図１に示すように、表示部３は、扁平箱状に形成された第２の筐体１５を備える。この
第２の筐体１５内には、表示装置１６が収容されている。表示装置１６の具体例としては
、例えば液晶ディスプレイ（Liquid Crystal Display ; LCD）や有機エレクトリックルミ
ネッセンスディスプレイ（有機ＥＬディスプレイ）などがある。
【００１４】
　図１および図３に示すように、第２の筐体１５は、前壁１７、周壁１８、および背壁１
９を有する。前壁１７は、この第２の筐体１５が後述する第１の姿勢にあるときに第１の
筐体５の上壁７に向かい合うとともに、第２の筐体１５が後述する第２の姿勢にあるとき
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にユーザーに向かい合う。背壁１９は、表示装置１６に対して前壁１７とは反対側から向
かい合っている。周壁１８は、前壁１７の周縁部と背壁１９の周縁部とを繋ぐように延び
ている。
【００１５】
　表示装置１６は、図形や文字などが映し出される表示画面１６ａを有する。図１に示す
ように、上記前壁１７は、表示装置１６の表示画面１６ａを第２の筐体１５の外部に露出
させる比較的大きな開口部１７ａを有する。前壁１７は、本発明でいう「第１の筐体に向
かい合う面」の一例である。
【００１６】
　図１に示すように、機器本体２の後端部には、例えば一対のヒンジ部２０ａ，２０ｂが
設けられている。ヒンジ部２０ａ，２０ｂは、第２の筐体１５を第１の筐体５に回動可能
に連結している。これにより第２の筐体１５は、第１の筐体５の上壁７を上方から覆うよ
うに倒される第１の姿勢（すなわち折り畳まれた状態、図３参照）と、第１の筐体５に対
して立て起こされる第２の姿勢（すなわち開かれた状態、図１参照）との間で回動可能で
ある。
【００１７】
　図３に示すように、第２の筐体１５内には、カメラユニット２１が収容されている。カ
メラユニット２１は、カメラモジュール２２（すなわちカメラ本体）と、このカメラモジ
ュール２２が実装されたカメラ基板２３とを有する。カメラモジュール２２は、ケースと
、このケースに収容された光学レンズや撮像素子などを含む。
【００１８】
　図３に示すように、カメラモジュール２２は、カメラ基板２３よりも前壁１７側に位置
している。そしてカメラモジュール２２の先端部２２ａは、第２の筐体１５の開口部１７
ａおよび表示部面２５よりも前方に向いて突出している。つまり、カメラモジュール２２
の先端部２２ａは、第２の筐体１５が上記第１の姿勢にあるときに、開口部１７ａおよび
表示部面２５よりも第１の筐体５に向いて突出する。なお表示部３の表示部面２５とは、
後述する突出部２７を外れた前壁１７の表面（すなわち前面）のことを指す。
【００１９】
　図１に示すように、第２の筐体１５の前壁１７には、カメラモジュール２２が収容され
た部位に突出部２７が設けられている。図３および図４に示すように、突出部２７は、カ
メラモジュール２２との干渉を避けるようにして、カメラモジュール２２を収容する収容
部である。
【００２０】
　詳しく述べると、突出部２７は、カメラモジュール２２の先端部２２ａを取り囲む筒状
に形成されており、その前面にカメラ用の開口部である撮影窓２７ａを備える。カメラモ
ジュール２２は、撮影窓２７ａを通じて第２の筐体１５の外部に露出されており、外部の
撮影が可能になっている。前壁１７の突出部２７は、第２の筐体１５が上記第１の姿勢に
あるときに、表示部面２５よりも第１の筐体５に向いて突出する。
【００２１】
　図１および図３に示すように、第１の筐体５内には、指紋認証ユニット３１が収容され
ている。指紋認証ユニット３１は、指紋認証モジュール３２（すなわちセンサユニット）
と、この指紋認証モジュール３２が実装された指紋認証基板３３とを有する。指紋認証モ
ジュール３２は、本発明でいう機能部品３４の一例である。なお本発明でいう機能部品３
４は、指紋認証モジュールに限らず、例えばタッチパッドボタン、電源ボタン、スピーカ
、またはＬＥＤ（Light Emitting Diode）などであってもよい。
【００２２】
　図３に示すように、指紋認証モジュール３２は、指紋認証センサと、このセンサを覆う
金属製または樹脂製のベゼル３６とを有する。図３および図４に示すように、ベゼル３６
の上面には指紋認証センサを外部に露出させるための開口部３６ａが設けられている。そ
してこの開口部３６ａを通じて露出された指紋認証センサの上面が、ユーザーの指紋を読
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み取るセンサ面３７（すなわち操作面）となっている。この指紋認証モジュール３２は、
上壁７の上面７ａに対して一段下げて実装されている。なお上壁７の上面７ａとは、上壁
７のなかで後述する窪み部４１を外れた領域（例えばパームレスト４２）の表面のことを
いう。
【００２３】
　図１および図３に示すように、第１の筐体５の上壁７は、指紋認証モジュール３２が実
装される部位に対応して窪み部４１を有する。本実施形態に係る窪み部４１は、ユーザー
の指先を指紋認証モジュール３２のセンサ面３７へ向けて案内する指掛けのスロープであ
る。窪み部４１は、上壁７の上面７ａから第１の筐体５の内部に向いて窪んでいる。
【００２４】
　図３に示すように、窪み部４１は、当該窪み部４１の底面となる底面部４４と、この底
面部４４よりも奥側（すなわち後端部側）に形成された第１の傾斜面４５と、底面部４４
よりも手前側（すなわち前端部側）に形成された第２の傾斜面４６とを有する。なお本明
細書においては、ユーザーが表示画面１６ａに向かい合う状態のユーザーを基準として「
奥側」と「手前側」を定義している。
【００２５】
　図３に示すように、第１の傾斜面４５は、底面部４４の奥側の端部（すなわち後端部）
を上壁７の上面７ａになだらかに繋げている。第２の傾斜面４６は、底面部４４の手前側
の端部（すなわち前端部）を上壁７の上面７ａになだらかに繋げている。第１および第２
の傾斜面４５，４６は、上壁７の上面７ａに対して互いに反対方向に傾斜している。この
窪み部４１の底面部４４には、指紋認証モジュール３２を第１の筐体５の外部に露出させ
る開口部４４ｃが設けられている。
【００２６】
　図２、図３および図４に示すように、指紋認証モジュール３２は、第１の筐体５の中で
、第２の筐体１５が上記第１の姿勢にあるときに上記カメラモジュール２２の先端部２２
ａに対向する位置に配置されている。また窪み部４１は、第１の筐体５の上壁７なかで、
第２の筐体１５が第１の姿勢にあるときにカメラモジュール２２の先端部２２ａに対向す
る位置に設けられている。
【００２７】
　図３および図４に示すように、窪み部４１は、第２の筐体１５が第１の姿勢まで閉じら
れたときに、第２の筐体１５の突出部２７およびカメラモジュール２２の先端部２２ａに
干渉しないように窪んでいる。すなわちこの窪み部４１は、第２の筐体１５の突出部２７
およびカメラモジュール２２の先端部２２ａを逃がすための逃げ部として機能する。
【００２８】
　ここで図３に示すように、本実施形態に係るカメラモジュール２２の先端部２２ａは、
第２の筐体１５が上記第１の姿勢にあるときに第１の筐体５の上壁７に対して直交する方
向に沿って突出している。そしてカメラモジュール２２の先端部２２ａは、窪み部４１の
底面部４４に対向する。図３に示すように、カメラモジュール２２の先端部２２ａと窪み
部４１との間には、部品公差を吸収可能な隙間が形成される。
【００２９】
　図２に示すように、本実施形態に係る一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂは、第
１の筐体５の上壁７のなかでユーザー側となる端部（すなわち前端部）に実装されている
。そして上記窪み部４１（すなわち指紋認証モジュール３２）は、一対のタッチパッドボ
タン１３ａ，１３ｂの間に設けられている。
【００３０】
　本実施形態に係るカメラモジュール２２は、第２の筐体１５が上記第２の姿勢にあると
きに第２の筐体１５の中で上端部となる位置に実装されている。カメラモジュール２２（
すなわち第２の筐体１５の突出部２７）は、第２の筐体１５の幅方向Ｗの中央部に配置さ
れ、ポータブルコンピュータ１の幅方向Ｗの中心を通るセンターラインＣ上に位置してい
る。
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【００３１】
　図２に示すように、一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂは、第１の筐体５の幅方
向Ｗの中央部を基準にして配置されている。すなわち一対のタッチパッドボタン１３ａ，
１３ｂは、上記センターラインＣを中心として第１の筐体５の幅方向に左右対称となるよ
うに配置されている。つまり、上記窪み部４１（すなわち指紋認証モジュール３２）は、
第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部に配置され、上記センターラインＣ上に位置している。
【００３２】
　図１に示すように、第２の筐体１５の前壁１７の周縁部には、複数の干渉防止部材４８
が分散して設けられている。干渉防止部材４８は、例えばゴム部材である。干渉防止部材
４８は、第２の筐体１５が第１の姿勢にあるとき第１および第２の筐体５，１５の間に介
在され、所定以上に第２の筐体１５が第１の筐体５に向けて撓むことを抑制する。この干
渉防止部材４８は、少なくともカメラモジュール２２を間に挟むようにカメラモジュール
２２の両側に設けられている。
【００３３】
　次にポータブルコンピュータ１の作用について説明する。　
　ポータブルコンピュータ１は、例えば第２の筐体１５が上記第１の姿勢となるように折
り畳まれた状態で持ち運ばれるとともに、第２の筐体１５が上記第２の姿勢となる開かれ
た状態で使用される。
【００３４】
　また上記第２の姿勢では、第２の筐体１５に実装されたカメラモジュール２２がユーザ
ーに向かい合い、この状態でカメラモジュール２２を使用することで写真または映像など
を撮影することが可能になる。
【００３５】
　ユーザーは、窪み部４１の第１または第２の傾斜面４５，４６に沿って指先を移動させ
ることで、第１および第２の傾斜面４５，４６をガイドとしてその指先を指紋認証モジュ
ール３２のセンサ面３７へ容易に導くことができる。
【００３６】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、機器本体２の実装密度の向上を
図ることができる。すなわち、本実施形態に係るポータブルコンピュータ１では、指紋認
証モジュール３２が、上記第１の筐体の中でカメラモジュール２２の先端部２２ａに対向
する位置に配置され、第１の筐体５の上壁７が、上記第１の筐体５の内部に向けて窪むと
ともに、その底面に指紋認証モジュール３２を外部に露出させる開口部４４ｃが設けられ
た窪み部４１を備え、この窪み部４１が、カメラモジュール２２の先端部２２ａに対向す
る位置に設けられている。
【００３７】
　このようなポータブルコンピュータ１によれば、指紋認証モジュール３２のための窪み
部４１の他に別途窪みを設けなくても、第１の筐体５の上壁７に対するカメラモジュール
２２の干渉を避けることができる。第１の筐体５の上壁７に逃げ部となる余計な窪みを設
ける必要がなくなると、機器本体２内にデッドスペースが生じにくく、高い実装密度を実
現することができる。
【００３８】
　また指紋認証モジュール３２のための窪み部４１とは別に窪みがあると、タッチパッド
１２やボタンサイズの大きさが小さくなる要因にもなる。本実施形態に係るポータブルコ
ンピュータ１によれば、指紋認証モジュール３２のための窪み部４１とは別に窪みを設け
る必要がないので、タッチパッド１２やボタンサイズの大きさの自由度が高まる。
【００３９】
　本実施形態に係る窪み部４１は、センサ面３７を露出させる底面部４４と、この底面部
４４を上壁７の上面７ａになだらかに繋げる傾斜面４５，４６とを有し、ユーザーの指先
を指紋認証モジュール３２のセンサ面３７に向けて案内するために設けられた窪みである
。本実施形態に係るポータブルコンピュータ１は、上記のように本来別の目的のために設
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けられた窪み部４１を利用して、カメラモジュール２２の突出を吸収している。このよう
な本体別の目的を有する窪み部４１を利用することで、第１の筐体５の上壁７に逃げ部と
なる窪みを設ける必要がなくなり、機器本体２の高い実装密度を実現することができる。
【００４０】
　カメラモジュール２２の先端部２２ａが、第２の筐体１５が上記第１の姿勢にあるとき
に第１の筐体５の上壁７に対して直交する方向に沿って突出しており、カメラモジュール
２２の先端部２２ａが、窪み部４１の底面部４４に対向すると、カメラモジュール２２の
先端部２２ａを窪み部４１の最も奥まで挿入することができる。換言すれば、比較的浅い
窪み部４１によってもカメラモジュール２２の先端部２２ａの突出を十分に吸収可能にな
る。これにより、機器本体２の実装密度をより向上させることができるポータブルコンピ
ュータ１が提供される。
【００４１】
　第１の筐体５の上壁７のなかでユーザー側となる端部に実装された一対のタッチパッド
ボタン１３ａ，１３ｂを備え、その一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂの間に窪み
部４１が設けられていると、第２の筐体１５の中で上端部となる位置にカメラモジュール
２２が実装されたポータブルコンピュータ１において、機器本体２の実装密度を高めるこ
とができる。
【００４２】
　カメラモジュール２２が第２の筐体１５の幅方向Ｗの中央部に配置され、窪み部４１が
第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部に配置されていると、第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部
を基準にして配置された一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂを備えるポータブルコ
ンピュータ１において、機器本体２内の実装密度を高めることができる。
【００４３】
　（第２の実施形態）　
　次に、本発明の第２の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピュータ１につ
いて、図５を参照して説明する。なお上記第１の実施形態の構成と同一または類似の機能
を有する構成は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４４】
　図５に示すように、本実施形態に係るタッチパッド１２、および一対のタッチパッドボ
タン１３ａ，１３ｂは、キーボード１１のキーボードホームポジションを基準にして配置
されている。すなわち一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂは、キーボード１１の基
準キーであるＦキー５１とＪキー５２との間を通るキーボードセンターラインＫを中心と
して第１の筐体５の幅方向Ｗに左右対称になるように配置されている。タッチパッド１２
および窪み部４１（すなわち指紋認証モジュール３２）は、上記キーボードセンターライ
ンＫ上に位置しており、第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部から第１の筐体５の幅方向Ｗに
偏った位置に設けられている。
【００４５】
　カメラモジュール２２（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）は、一対のタッチパッ
ドボタン１３ａ，１３ｂの間にある窪み部４１に対向するように、第２の筐体１５の幅方
向Ｗの中央部から第２の筐体１５の幅方向Ｗに偏った位置に配置されている。つまり、カ
メラモジュール２２（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）は、上記キーボードセンタ
ーラインＫ上に位置している。上記説明した以外のポータブルコンピュータ１の構成は上
記第１の実施形態と同じである。
【００４６】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、上記第１の実施形態と同様に、
機器本体２内にデッドスペースが生じにくく、機器本体２の実装密度の向上を図ることが
できる。
【００４７】
　窪み部４１が第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部から第１の筐体５の幅方向Ｗに偏った位
置に配置され、カメラモジュール２２が一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂの間に



(9) JP 2009-238175 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

ある窪み部４１に対向するように、第２の筐体１５の幅方向Ｗの中央部から第２の筐体１
５の幅方向Ｗに偏った位置に配置されると、キーボード１１のキーボードホームポジショ
ンを基準にして配置された一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂを備えるポータブル
コンピュータ１において、機器本体２の実装密度を高めることができる。
【００４８】
　（第３の実施形態）　
　次に、本発明の第３の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピュータ１につ
いて、図６を参照して説明する。なお上記第１の実施形態の構成と同一または類似の機能
を有する構成は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００４９】
　図６に示すように、本実施形態に係る指紋認証モジュール３２は、一対のタッチパッド
ボタン１３ａ，１３ｂの間には設けられていない。上記窪み部４１（すなわち指紋認証モ
ジュール３２）は、第１の筐体５の幅方向Ｗの中央部に配置され、センターラインＣ上に
位置している。カメラモジュール２２（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）は、第２
の筐体１５の幅方向Ｗの中央部に配置され、センターラインＣ上に位置している。
【００５０】
　図６に示すように、タッチパッド１２および一対のタッチパッドボタン１３ａ，１３ｂ
は、第１の筐体５の幅方向の中央部を外れ、指紋認証モジュール３２の側方に設けられて
いる。上記説明した以外のポータブルコンピュータ１の構成は上記第１の実施形態と同じ
である。
【００５１】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、上記第１の実施形態と同様に、
機器本体２内にデッドスペースが生じにくく、機器本体２の実装密度の向上を図ることが
できる。
【００５２】
　（第４の実施形態）　
　次に、本発明の第４の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピュータ１につ
いて、図７を参照して説明する。なお上記第１の実施形態の構成と同一または類似の機能
を有する構成は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００５３】
　本実施形態に係るポータブルコンピュータ１の一例は、タブレット機能を備えたタブレ
ットＰＣである。図７に示すように、ポータブルコンピュータ１は、第１のヒンジ部２０
ａ，２０ｂに加えて、表示部３を１８０度反転可能に支持する第２のヒンジ部６１を備え
る。これによりポータブルコンピュータ１は、表示画面１６ａが第１の筐体５に向かい合
うようにして倒される第１の状態と、表示画面１６ａが第１の筐体５とは反対側を向くよ
うにして倒される第２の状態との間で変形可能である。
【００５４】
　図７に示すように、第２の筐体１５の背壁１９側にカメラモジュール２２を備える。カ
メラモジュール２２は、第２の筐体１５が上記第２の状態にあるときに上記背壁１９の表
面１９ａ（すなわち背壁１９の大部分を占める表面）よりも第１の筐体５に向いて突出す
る先端部２２ａを有する。なおカメラモジュール２２は、前壁１７側に別個設けられてい
てもよく、設けられていなくてもよい。カメラモジュール２２は、表示画面１６ａと同一
方向と、その反対方向との間の１８０度の範囲で任意の位置に回動するものであってもよ
い。カメラモジュール２２（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）は、第２の筐体１５
の幅方向Ｗの中央部に配置され、センターラインＣ上に位置している。
【００５５】
　図７に示すように、指紋認証モジュール３２は、第１の筐体５の中で、第２の筐体１５
が上記第１の姿勢にあるときに上記カメラモジュール２２の先端部２２ａに対向する位置
に配置されている。また窪み部４１は、第１の筐体５の上壁７なかで、第２の筐体１５が
第１の姿勢にあるときにカメラモジュール２２の先端部２２ａに対向する位置に設けられ
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ている。つまり、上記窪み部４１（すなわち指紋認証モジュール３２）は、第１の筐体５
の幅方向Ｗの中央部に配置され、上記センターラインＣ上に位置している。上記説明した
以外のポータブルコンピュータ１の構成は上記第１の実施形態と同じである。
【００５６】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、上記第１の実施形態と同様に、
機器本体２内にデッドスペースが生じにくく、機器本体２の実装密度の向上を図ることが
できる。さらに本実施形態のポータブルコンピュータ１によれば、表示部３を１８０度反
転させて閉じた場合でも窪み部４１によってカメラモジュール２２の突出を吸収可能であ
る。
【００５７】
　（第５の実施形態）　
　次に、本発明の第５の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピュータ１につ
いて、図８および図９を参照して説明する。なお上記第１の実施形態の構成と同一または
類似の機能を有する構成は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００５８】
　図８は、本実施形態に係るポータブルコンピュータ１を模式的に示す側面図である。図
８に示すように、本実施形態に係るカメラモジュール２２は、表示部３が開かれたときに
カメラモジュール２２の先端部２２がユーザーに向いて突出するように、第２の筐体１５
に対して角度を付けて実装されている。
【００５９】
　図９に示すように、カメラモジュール２２の先端部２２ａは、第１の筐体５の上壁７に
対して傾斜して突出している。第２の筐体１５の突出部２７は、カメラモジュール２２の
先端部２２ａを取り囲むようにして、第１の筐体５の上壁７に対して傾斜して突出してい
る。このカメラモジュール２２の先端部２２ａ（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）
は、窪み部４１の第１の傾斜面４５に対向するように配置されている。上記説明した以外
のポータブルコンピュータ１の構成は上記第１の実施形態と同じである。
【００６０】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、上記第１の実施形態と同様に、
機器本体２内にデッドスペースが生じにくく、機器本体２の実装密度の向上を図ることが
できる。
【００６１】
　表示部３が開かれたときにカメラモジュール２２の先端部２２がユーザーに向いて突出
すると、ユーザーにとってカメラモジュール２２が自分の真正面を向いているように見え
、ユーザーが感じる違和感が少なくなる。カメラモジュール２２の先端部２２ａ（すなわ
ち第２の筐体１５の突出部２７）が、窪み部４１の第１の傾斜面４５に対向すると、比較
的浅い窪み部４１によっても第１の筐体５の上壁７に対して傾斜するカメラモジュール２
２の先端部２２ａ（すなわち第２の筐体１５の突出部２７）を十分に吸収可能になる。
【００６２】
　（第６の実施形態）　
　次に、本発明の第６の実施形態に係る電子機器としてのポータブルコンピュータ１につ
いて、図１０を参照して説明する。なお上記第１の実施形態の構成と同一または類似の機
能を有する構成は、同一の符号を付してその説明を省略する。
【００６３】
　図１０に示すように、本実施形態に係るポータブルコンピュータ１は、指紋認証モジュ
ール３２に代えて、機能部品３４を実装している。機能部品３４は、例えばタッチパッド
ボタン、電源ボタン、スピーカ、またはＬＥＤなどである。
【００６４】
　機能部品３４は、例えば上壁７の前端部に露出するとともに、上壁７の上面７ａに比べ
て一段下げて実装されている。すなわち機能部品３４の操作面３４ａ（すなわち機能面）
が上壁７の上面７ａよりも一段下方に位置している。これにより、例えば機能部品３４が
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各種ボタン類であるときは、ユーザーが誤って触れることが抑制される。
【００６５】
　図１０に示すように、機能部品３４は、第１の筐体５の中で、第２の筐体１５が第１の
姿勢にあるときにカメラモジュール２２の先端部２２ａに対向する位置に配置されるとと
もに、開口部４４ｃを通じて第１の筐体５の外部に露出されている。上記説明した以外の
ポータブルコンピュータ１の構成は上記第１の実施形態と同じである。
【００６６】
　このような構成のポータブルコンピュータ１によれば、機器本体２内にデッドスペース
が生じにくく、機器本体２の実装密度の向上を図ることができる。すなわち、カメラモジ
ュール２２の先端部２２ａに対向する位置に機能部品３４を配置するとともに、この機能
部品３４を、上壁７の上面７ａに対して一段下げて実装することで、別途凹部を設けなく
ても、第１の筐体５の上壁７に対するカメラモジュール２２の干渉を避けることができる
。第１の筐体５の上壁７に逃げ部となる余計な窪みを設ける必要がなくなると、機器本体
２内にデッドスペースが生じにくく、高い実装密度を実現することができる。
【００６７】
　以上、本発明の第１ないし第６の実施形態に係るポータブルコンピュータ１について説
明したが、本発明はこれらに限定されるものではない。上記第１ないし第６の実施形態に
係る各構成要素は、適宜組み合わせて用いることができる。例えば第４または第５の実施
形態において、第２および第３の実施形態に係るレイアウト採用してもよい。
【００６８】
　また、この発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。例えばカメラモジュール２２
は、第２の筐体１５の下端部に設けてもよい。その場合、機能部品３４、指紋認証モジュ
ール３２、および窪み部４１などは、第１の筐体５の後端部（奥側の端部）に設けられる
。窪み部４１は、上壁７の大部分とは別体に形成されるとともに、上壁７の一部として取
り付けられたものでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るポータブルコンピュータの斜視図。
【図２】図１中に示されたポータブルコンピュータの平面図。
【図３】図１中に示されたポータブルコンピュータの断面図。
【図４】図３中に示されたポータブルコンピュータのＦ４－Ｆ４線に沿う断面図。
【図５】本発明の第２の実施形態に係るポータブルコンピュータの平面図。
【図６】本発明の第３の実施形態に係るポータブルコンピュータの平面図。
【図７】本発明の第４の実施形態に係るポータブルコンピュータの平面図。
【図８】本発明の第５の実施形態に係るポータブルコンピュータの側面図。
【図９】図８中に示された係るポータブルコンピュータの断面図。
【図１０】本発明の第６の実施形態に係るポータブルコンピュータの断面図。
【符号の説明】
【００７０】
　Ｗ…幅方向、１…ポータブルコンピュータ、５…第１の筐体、７…上壁、７ａ…上面、
１３ａ，１３ｂ…タッチパッドボタン、１５…第２の筐体、１６…表示装置、１６ａ…表
示画面、１７ａ…開口部、２０ａ，２０ｂ…ヒンジ部、２２…カメラモジュール、２２ａ
…先端部、３２…指紋認証モジュール、３４…機能部品、４１…窪み部、４４…底面部、
４４ｃ…開口部、４５，４６…傾斜面。
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