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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体上にスライド式枢支機構を介して蓋が開閉可能に支持され、該蓋は、全閉位置と、
該全閉位置から筐体の表面に沿って一方向にスライドしたスライド位置と、該スライド位
置から蓋の基端部を中心として開き方向に回動した全開位置との間で、往復移動が可能で
あり、前記全閉位置では、蓋が筐体に係止されて、蓋の開き方向の回動が阻止される電子
機器の蓋開閉装置において、
　前記スライド式枢支機構は、
　蓋の基端部に突設された枢軸部と、
　筐体に形成されたアーム板部と、
　前記アーム板部に形成されて、前記全閉位置で蓋の枢軸部が係合すべき係合受け部と、
　前記アーム板部に形成されて、蓋の枢軸部を前記スライド位置で回動可能に支持すべき
軸受け部と、
　筐体に形成されて、前記アーム板部との間で蓋の枢軸部を拘持しつつ、前記全閉位置と
スライド位置の間で枢軸部のスライドを許容する拘持部
とを具え、前記アーム板部は、係合受け部と軸受け部の間で前記拘持部から離間する方向
の弾性変形が可能であることを特徴とする電子機器の蓋開閉装置。
【請求項２】
　前記アーム板部は合成樹脂製であって、筐体と一体に形成されている請求項１に記載の
蓋開閉装置。
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【請求項３】
　前記アーム板部は、筐体と一体のベース板部に突設されて、その先端が自由端となって
いる請求項１又は請求項２に記載の蓋開閉装置。
【請求項４】
　蓋(２)の枢軸部は、前記アーム板部の軸受け部に係合した状態で、前記拘持部により拘
持されつつ、軸受け部上で回動が可能であり、軸受け部から係合受け部へ移動する過程で
枢軸部が前記アーム板部を押圧してアーム板部を弾性変形させる請求項１乃至請求項３の
何れかに記載の蓋開閉装置。
【請求項５】
　前記全閉位置で蓋を筐体に係止するべく、蓋の枢軸部側の端部に係止受け部が形成され
ると共に、筐体には、前記全閉位置の直前から前記係止受け部の係止を開始すべき係止部
が形成されている請求項１乃至請求項４の何れかに記載の蓋開閉機構。
【請求項６】
　蓋は、前記枢軸部と、該枢軸部に突設されたアーム部と、該アーム部に突設された蓋本
体部とを具え、前記全閉位置では、枢軸部とアーム部が筐体の裏面側へ潜り込む請求項１
乃至請求項５の何れかに記載の蓋開閉装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラ等の電子機器においてコネクターや電池等の部品の収容部を覆う蓋を
開閉可能に支持する蓋開閉装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器においては、図１２(ａ)(ｂ)(ｃ)に示す様に、筐体(９)の表面に蓋(91)
が開閉可能に支持されており、蓋(91)は、図１２(ａ)に示す全閉位置と、図１２(ｂ)に示
す如く全閉位置から筐体(９)の表面に沿って一方向にスライドしたスライド位置と、図１
２(ｃ)に示す如くスライド位置から蓋(91)の基端部を中心として開き方向に回動した全開
位置との間で、往復移動が可能となっている(特許文献１)。
【０００３】
　具体的には、図１２(ｃ)に示す如く、蓋(91)は、その基端部にアーム部(97)を有し、該
アーム部(97)の両側部には枢軸(96)(96)が突設され、該枢軸(96)(96)は、筐体(９)に形成
した溝(95)(95)にスライド可能に係合している。
　又、筐体(９)には、部品収納室(90)の近傍に、拘持片(94)が突設され、蓋(91)がスライ
ド位置から全閉位置へ向かってスライドする過程で該蓋(91)の端部を拘持する。
【０００４】
　更に蓋(91)には、その裏面の先端側に係止片(93)が突設される一方、筐体(９)には、部
品収納室(90)の開口縁に、前記係止片(93)が係止されるべき係止受け片(92)が突設されて
おり、蓋(91)を全閉位置でロックする様になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１７８９４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、図１２に示す従来の蓋開閉装置においては、蓋(91)を閉じる過程で、蓋
(91)を半開き姿勢のまま全閉位置へ向かってスライドさせる不正な操作が行なわれた場合
、蓋(91)の端部が拘持片(94)に係合しない状態で、アーム部(97)が筐体(９)の裏面側へ潜
り込むこととなり、更にこの状態から蓋(91)に対して開き方向に大きな操作力が加えられ
ると、梃子の原理によって蓋(91)に過大な力が作用し、これによって蓋(91)が破損する虞
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があった。
【０００７】
　そこで本発明の目的は、蓋を閉じる過程で、蓋を半開き姿勢のまま全閉位置へ向かって
スライドさせる不正な操作が行なわれた場合にも、蓋が破損する虞のない蓋開閉装置を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る電子機器の蓋開閉装置においては、筐体(１)上にスライド式枢支機構(３)
を介して蓋(２)が開閉可能に支持され、該蓋(２)は、全閉位置と、該全閉位置から筐体(
１)の表面に沿って一方向にスライドしたスライド位置と、該スライド位置から蓋(２)の
基端部を中心として開き方向に回動した全開位置との間で、往復移動が可能であり、前記
全閉位置では、蓋(２)が筐体(１)に係止されて、蓋(２)の開き方向の回動が阻止される。
【０００９】
　ここで、前記スライド式枢支機構(３)は、
　蓋(２)の基端部に突設された枢軸部(23)と、
　筐体(１)に形成されたアーム板部(６)(61)と、
　前記アーム板部(６)(61)に形成されて、前記全閉位置で蓋(２)の枢軸部(23)が係合すべ
き係合受け部(64)と、
　前記アーム板部(６)(61)に形成されて、蓋(２)の枢軸部(23)を前記スライド位置で回動
可能に支持すべき軸受け部(81)と、
　筐体(１)に形成されて、前記アーム板部(６)(61)との間で蓋(２)の枢軸部(23)を拘持し
つつ、前記全閉位置とスライド位置の間で枢軸部(23)のスライドを許容する拘持部
とを具え、前記アーム板部(６)(61)は、係合受け部(64)と軸受け部(81)の間で前記拘持部
から離間する方向の弾性変形が可能である。
【００１０】
　上記蓋開閉装置において、蓋(２)の全開位置では、蓋(２)の枢軸部(23)が筐体(１)のア
ーム板部(６)(61)の軸受け部(81)に係合して、軸受け部(81)を中心とする蓋(２)の閉じ方
向の回動が許容されている。
　この状態から蓋(２)をスライド位置へ向けて閉じ方向に回動させ、更にスライド位置か
ら全閉位置へ向かって蓋(２)をスライドさせると、蓋(２)の枢軸部(23)は軸受け部(81)か
ら脱出し、拘持部によって拘持されつつ、係合受け部(64)へ向かって移動する。
　そして、蓋(２)の枢軸部(23)が係合受け部(64)に係合した状態では、蓋(２)が筐体(１)
に係止されて、蓋(２)の開き方向の回動が阻止される。
【００１１】
　蓋(２)を閉じる過程で、蓋(２)を半開き姿勢のまま全閉位置へ向かってスライドさせる
不正な操作が行なわれた場合、蓋(２)の基端部が筐体(１)の裏面側へ潜り込むこととなり
、更にこの状態から蓋(２)に対して開き方向に大きな操作力が加えられると、梃子の原理
によって蓋(２)の基端部近傍に大きな力が作用するが、その反力が筐体(１)のアーム板部
(６)(61)に加わり、その結果、アーム板部(６)(61)が拘持部から離間する方向に弾性変形
して、蓋(２)の開き方向の回動(反転)を許容する。
【００１２】
　具体的態様において、前記アーム板部(６)(61)は合成樹脂製であって、筐体(１)と一体
に形成されている。
　これによって、アーム板部(６)(61)に弾性が付与されるため、アーム板部(６)(61)を金
属等の別部品とする必要がなくなり、部品点数の削減が図られる。
【００１３】
　他の具体的態様において、前記アーム板部(６)(61)は、筐体(１)と一体のベース板部(
４)に突設されて、その先端が自由端となっている。
　これによって、アーム板部(６)(61)に充分な弾性が与えられる。
【００１４】
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　他の具体的態様において、蓋(２)の枢軸部(23)は、前記アーム板部(６)(61)の軸受け部
(81)に係合した状態で、前記拘持部により拘持されつつ、軸受け部(81)上で回動が可能で
あり、軸受け部(81)から係合受け部(64)へ移動する過程で枢軸部(23)が前記アーム板部(
６)(61)を押圧してアーム板部(６)(61)を弾性変形させる。
　これによって、蓋(２)の枢軸部(23)が係合受け部(64)まで到達したとき、アーム板部(
６)(61)が弾性復帰して、係合受け部(64)が枢軸部(23)に対して勢いよく係合するため、
蓋(２)を全閉位置までスライドさせたときの操作感(クリック感)が良好なものとなる。
【００１５】
　更に他の具体的態様においては、前記全閉位置で蓋(２)を筐体(１)に係止するべく、蓋
(２)の枢軸部(23)側の端部に係止受け部が形成されると共に、筐体(１)には、前記全閉位
置の直前から前記係止受け部の係止を開始すべき係止部が形成されている。
　該具体的態様によれば、全閉位置で蓋(２)を筐体(１)に係止するための係止部と係止受
け部が、筐体(１)のアーム板部(６)(61)の弾性変形部の近傍で機能するので、蓋(２)が全
閉位置で外力の作用を受けたとしても、アーム板部(６)(61)が弾性変形して蓋(２)の姿勢
が不安定となることはない。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る電子機器の蓋開閉装置によれば、蓋を閉じる過程で、蓋を半開き姿勢のま
ま全閉位置へ向かってスライドさせる不正な操作が行なわれた場合にも、蓋が破損する虞
はない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施態様であるカメラの外観を示す斜視図である。
【図２】該カメラにおいて蓋を開いた状態を示す斜視図である。
【図３】スライド式枢支機構において蓋を筐体から取り外した状態を示す斜視図である。
【図４】スライド式枢支機構において蓋を筐体に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図５】図４のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図６】蓋が全閉位置に設置された状態の断面図である。
【図７】蓋がスライド位置までスライドした状態の断面図である。
【図８】蓋がスライド位置から全開位置に向かって回動する過程を示す断面図である。
【図９】蓋が全開位置まで回動した状態を示す断面図である。
【図１０】不正な操作が行なわれている状態を示す断面図である。
【図１１】同上状態の要部を拡大して示す断面図である。
【図１２】従来の蓋開閉装置の構成及び動作を示す一連の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明をデジタルカメラに実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する
。
　本発明の一実施態様であるデジタルカメラは、図１に示す如く、合成樹脂製のフロント
キャビネット(11)とバックキャビネット(12)とを互いに接合してなる筐体(１)を具え、フ
ロントキャビネット(11)には鏡筒(10)が突設されている。
　又、筐体(１)には、ファインダー(13)、シャッター釦(14)及びディスプレイ(15)が配備
されている。
【００１９】
　更に、筐体(１)には図２に示す如く、信号ケーブル等をコネクターに接続するための複
数の開口(41)(42)(43)が設けられると共に、これらの開口(41)(42)(43)を覆う蓋(２)がス
ライド式枢支機構(３)によって開閉可能に取り付けられている。
　該スライド式枢支機構(３)によって、蓋(２)は、図６に示す全閉位置と、図７に示すス
ライド位置と、図９に示す全開位置との間で、往復移動が可能となっている。
【００２０】
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　スライド式枢支機構(３)の具体的構成を図３～図５に示す。
　図３に示す様に、蓋(２)は、蓋本体部(21)と、該蓋本体部(21)の基端部に突設されたア
ーム部(22)と、該アーム部(22)の基端部に突設された枢軸部(23)とから構成され、枢軸部
(23)の両端部(23a)(23a)はアーム部(22)の両端面から外側へ突出している。
　又、蓋本体部(21)の両側面には、枢軸部(23)側の端部に、溝(24)(24)が凹設されている
。
【００２１】
　一方、バックキャビネット(12)には、前述の開口(41)(42)(43)を有するベース板部(４)
が一体に形成されており、該ベース板部(４)には更に、一対の第１アーム板部(６)(６)が
突設されると共に、該第１アーム板部(６)(６)の外側に、一対の第２アーム板部(61)(61)
が突設されている。
【００２２】
　一対の第１アーム板部(６)(６)の先端部は第１連結部(62)により互いに連結され、自由
端となっている。又、一対の第２アーム板部(61)(61)の先端部は第２連結部(63)により互
いに連結され、自由端となっている。
　又、第２連結部(63)の中央部には、ベース板部(４)に向かって舌片部(８)が突設されて
いる。
【００２３】
　この様にして、舌片部(８)の周囲にＵ字状の第１スリット(71)が開設されると共に、第
１連結部(62)の周囲に、Ｕ字状の第２スリット(72)が開設されており、これによって、第
１アーム板部(６)(６)と第２アーム板部(61)(61)に充分な弾性変形機能が与えられている
。
【００２４】
　第１アーム板部(６)(６)と第２アーム板部(61)(61)の先端部には、図５に示す如く、全
閉位置にて蓋(２)の枢軸部(23)が係合すべき係合受け部(64)が凹設されている。
　又、舌片部(８)のベース板部(４)側の端部には、図３に示す如くスライド位置にて蓋(
２)の枢軸部(23)を回動可能に支持すべき軸受け部(81)が凹設されている。
【００２５】
　第１アーム板部(６)(６)の表面には、舌片部(８)の表面と同一高さを有する一対の凸部
(７)(７)が形成されている。
　又、バックキャビネット(12)には、一対の第２アーム板部(61)(61)の両側に、第２アー
ム板部(61)(61)との間で蓋(２)の枢軸部(23)の両端部(23a)(23a)を拘持しつつ、該両端部
(23a)(23a)のスライドを許容する一対の押さえ板部(５)(５)が形成されている。
【００２６】
　更にバックキャビネット(12)には、第１及び第２アーム板部(６)(61)の両側に、蓋(２)
がスライド位置から全閉位置までスライドする過程で蓋(２)の一対の溝(24)(24)に係合す
べき一対の突条(44)(44)が形成されている。
【００２７】
　図４及び図５に示す如く、蓋(２)の枢軸部(23)が軸受け部(81)によって支持されると共
に、枢軸部(23)の両端部(23a)(23a)が押さえ板部(５)(５)によって拘持された状態で、蓋
(２)は枢軸部(23)を中心として回動が可能である。
【００２８】
　この状態から蓋(２)を全閉位置へ向けて押圧し、蓋(２)を筐体(１)に沿ってスライドさ
せる過程で、先ず蓋(２)の枢軸部(23)が軸受け部(81)から脱出し、舌片部(８)及び凸部(
７)(７)の表面に乗り上げる。このとき、蓋(２)の枢軸部(23)の両端部(23a)(23a)が押さ
え板部(５)(５)によって押さえ込まれているので、枢軸部(23)が第１アーム板部(６)(６)
及び第２アーム板部(61)(61)を下圧し、これによって第１アーム板部(６)(６)及び第２ア
ーム板部(61)(61)が押さえ板部(５)(５)から離間する方向へ僅かに弾性変形することにな
る。
【００２９】
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　そして、蓋(２)を更に全閉位置へ向けて押圧すると、蓋(２)の枢軸部(23)は係合受け部
(64)に係合する。このとき、第１アーム板部(６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)が弾性
復帰し、係合受け部(64)は蓋(２)の枢軸部(23)に対して勢いよく当接するため、蓋(２)を
全閉位置までスライドさせた時点で良好なクリック感が得られる。
【００３０】
　この様にして、全閉位置では蓋(２)の枢軸部(23)とアーム部(22)がフロントキャビネッ
ト(11)の裏面側へ潜り込むこととなり、図１の如く、蓋(２)は蓋本体部(21)のみを露出さ
せた状態で閉じられる。
【００３１】
　蓋(２)を図６に示す全閉位置から図７に示すスライド位置までさせる過程においては、
蓋(２)の枢軸部(23)は、先ず係合受け部(64)から脱出し、その後、第１アーム板部(６)(
６)及び第２アーム板部(61)(61)を僅かに弾性変形させた状態で軸受け部(81)へ向かって
移動する。そして、蓋(２)の枢軸部(23)が軸受け部(81)に係合した時点で第１アーム板部
(６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)が弾性復帰することにより、良好なクリック感が得
られる。
【００３２】
　蓋(２)を図７に示すスライド位置から図８に示す半開き状態を経て図９に示す全開位置
まで回動させることによって、図２に示す様に開口(41)(42)(43)を完全に露出させること
が出来る。
【００３３】
　蓋(２)を閉じるときは、図９に示す全開位置から図８に示す半開き状態を経て図７に示
すスライド位置まで回動させ、その後、蓋(２)を図６に示す全閉位置までスライドさせる
。
　しかし、ユーザが図８に示す半開き状態のまま、蓋(２)を筐体(１)に押し込む操作を行
なった場合、蓋(２)の溝(24)(24)とバックキャビネット(12)の突条(44)(44)とが互いに係
合しない状態で、図１０及び図１１に示す如く蓋(２)の枢軸部(23)及びアーム部(22)がフ
ロントキャビネット(11)の裏面側へ潜り込むことになる。
【００３４】
　この状態でユーザが図１０及び図１１に矢印Ａで示す様に蓋(２)を開こうとして無理な
力を加えた場合、蓋(２)のアーム部(22)の表面がフロントキャビネット(11)の端縁(16)に
当接して梃子の支点が構成されると共に、蓋(２)の枢軸部(23)が第１アーム板部(６)(６)
及び第２アーム板部(61)(61)の表面に当接して梃子の作用点が構成されるため、蓋(２)を
開こうとする力が梃子の原理で増幅されて、大きな力が舌片部(８)を介して両アーム板部
(６)(61)に加わる。
【００３５】
　ここでフロントキャビネット(11)は比較的高い剛性を有しているのに対し、第１アーム
板部(６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)は弾性変形容易であるため、第１アーム板部(
６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)が図１１の如く弾性変形することになる。
　この結果、蓋(２)はフロントキャビネット(11)の端縁(16)との当接点(支点)を中心とし
て開き方向に回動(反転)し、図９に示す全開位置に達するのである。
【００３６】
　従って、上記カメラによれば、ユーザが図１０及び図１１に示す状態から更に蓋(２)を
開こうとして無理な力を加えた場合であっても、第１アーム板部(６)(６)及び第２アーム
板部(61)(61)が弾性変形することによって、蓋(２)の反転を許容するので、蓋(２)が破損
する虞はない。
【００３７】
　又、蓋(２)の全閉位置で、蓋(２)の枢軸部(23)は弾性変形容易な第１アーム板部(６)(
６)及び第２アーム板部(61)(61)の係合受け部(64)に係合しているが、第２アーム板部(61
)(61)の両側にて、バックキャビネット(12)の突条(44)(44)と蓋(２)の溝(24)(24)とが係
合して、蓋(２)が全閉位置に保持されているので、蓋(２)に対して外力が作用したとして
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も、バックキャビネット(12)の突条(44)(44)と蓋(２)の溝(24)(24)との係合によって外力
は受け止められ、蓋(２)は安定した姿勢を維持する。
【００３８】
　又、第１アーム板部(６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)は合成樹脂製の筐体(１)と一
体に形成されているので、第１アーム板部(６)(６)及び第２アーム板部(61)(61)に充分な
弾性を与えるために金属等の別部品を用いる必要がなく、これによって部品点数の削減が
図られる。
【００３９】
　尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲
内で種々の変形が可能である。例えば本発明はデジタルカメラに限らず、蓋を有する種々
の電子部品に実施することが出来る。
【符号の説明】
【００４０】
(１)　筐体
(11)　フロントキャビネット
(12)　バックキャビネット
(２)　蓋
(22)　アーム部
(23)　枢軸部
(３)　スライド式枢支機構
(４)　ベース板部
(５)　押さえ板部
(６)　第１アーム板部
(61)　第２アーム板部
(64)　係合受け部
(81)　軸受け部
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