
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
バッテリーが機器本体の中に装着される構造であって、レンズを備えた鏡筒部と、上記レ
ンズから取り込まれた映像を映像信号に変換するための撮像素子とを備える電子機器にお
いて、
上記バッテリーの装着部を開閉する蓋が上記機器本体に対し軸連結部を介して回動可能に
取り付けられると共に、
上記蓋の表面には、機器の動作状態を表示するための表示部及び上記電子機器を操作する
ための第１の操作部を設けたことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
上記蓋の表面の対面である裏面側に上記電子機器を操作するための第２の操作部を有する
と共に、
上記装着部の開口部には上記蓋が開いている状態において上記装着部に装着された上記バ
ッテリーが脱落しないようにこれを押さえるバッテリーロック部材を設けたことを特徴と
する請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
上記蓋にはバックアップ用のバッテリーを収納するための収納部が設けられ、
上記収納部は上記蓋の裏面側に設けられた取り外し可能な蓋板により閉塞されていること
を特徴とする請求項２記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電子機器に関し、特にその諸特性を表示するための表示部等の配置構造に係るも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
電子機器として例えばカメラ一体型ＶＴＲにおいては、機器の諸特性（動作状態、モード
、タイムカウンター、警告、バッテリー残量等）を表示するための表示部が設けられてい
る。
【０００３】
この表示部は一般にＬＣＤ（液晶表示装置）が用いられ、これが機器本体の表面の見やす
い部位に配置される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年カメラ一体型ＶＴＲにおいては一層の多機能化が進んでおり、これに伴っ
て多くの表示を必要とするため、表示部は大型化する傾向にある。
【０００５】
しかしながら、その一方でカメラ一体型ＶＴＲは、さらなる小型化が求められているため
、表示部を設けるためのスペースが大きく制限されており、設計者は表示部の配置設定に
苦慮していた。
【０００６】
上記の課題を解決するために本発明は、バッテリーが機器本体の中に装着される構造であ
って、レンズを備えた鏡筒部と、レンズから取り込まれた映像を映像信号に変換するため
の撮像素子とを備える電子機器において、
バッテリーの装着部を開閉する蓋が機器本体に対し軸連結部を介して回動可能に取り付け
られると共に、蓋の表面には、機器の動作状態等を表示するための表示部及び電子機器を
操作するための第１の操作部を設けた構成としたものである。
さらに本発明の電子機器は、蓋の表面の対面である裏面側に電子機器を操作するための第
２の操作部を設けると共に、装着部の開口部には蓋が開いている状態において装着部に装
着されたバッテリーが脱落しないようにこれを押さえるバッテリーロック部材を設けたも
のである。
さらに本発明の電子機器は、蓋にバックアップ用のバッテリーを収納するための収納部が
設けられ、この収納部は、蓋の裏面側に設けられた取り外し可能な蓋板により閉塞されて
いる構成としたものである。
本発明によれば、機器の動作状態等を表示するための表示部、機器を操作するための操作
部、及びバックアップ用のバッテリーを収納するための収納部を、小型の電子機器の限ら
れたスペースを有効に利用して配置することができる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【０００８】
本例においては、電子機器の一例としてカメラ一体型ＶＴＲ（ビデオテープレコーダー）
を示す。
【０００９】
図１～図３において１はカメラ一体型ＶＴＲを全体として示し、２はこのカメラ一体型Ｖ
ＴＲの機器本体で、この機器本体２の一側部にはビデオテープカセットが装着されるカセ
ット装着部３が設けられており、またこの機器本体２の前部はレンズ４を備えた鏡胴部５
となっている。さらにこの機器本体２には、ビューファインダー６，把手７，及びマイク
ロホン８が取り付けられてカメラ一体型ＶＴＲ１を構成している。
【００１０】
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カセット装着部３はカセット蓋３ａによって開閉され、その内部には、ここに装着された
ビデオテープカセットの磁気テープを駆動するためのテープ駆動機構が構成されている。
【００１１】
このカセット装着部３におけるカセット蓋３ａの表面には、ＶＴＲの基本的な各動作機能
（録画、再生、テープ早送り、巻戻し、停止、一時停止等）を操作するためのプッシュボ
タン式の操作キー９が設けられている。
【００１２】
機器本体２の内部には鏡胴部５のレンズ４の奥に撮像素子（ＣＣＤ）が配置されており、
レンズ４から取り込まれた映像がこの撮像素子によって映像信号に変換され、この映像信
号がマイクロホン８から取り込まれた音声信号と共にビデオテープカセットの磁気テープ
に記録される。
【００１３】
尚、機器本体２の鏡胴部５の前方には、レンズ４に入射する余分な光を遮断するための遮
光フード１０が取り付けられる。
【００１４】
ビューファインダー６の内部には映像表示画面があり、この映像表示画面に現在撮影して
いる映像及び再生画像が表示される。このビューファインダー６は機器本体２に対し起伏
回動可能となされており、使用者が自由な角度から内部の映像表示画面を覗くことができ
るようになっている。
【００１５】
把手７はこのカメラ一体型ＶＴＲ１を持ち運ぶときに手で握るための部分であり、この把
手７から前方へ突出するようにマイクロホン８が取り付けられている。尚、このマイクロ
ホン８の前端面部及び把手７の後端部には、リモコンの受光部１１及び１２が設けられて
いる。
【００１６】
概ね以上のように構成される本例のカメラ一体型ＶＴＲ１は、その動作用電源として充電
式のバッテリー１３が使用されており、このバッテリー１３は図３に示すように機器本体
２の中に挿入して装着されるようになっている。
【００１７】
このバッテリー１３が挿入されるバッテリー装着部１４は機器本体２の後面に開放して設
けられており、このバッテリー装着部１４を開閉するための蓋１５が機器本体２に対し軸
連結部（蝶番部）１６を介して水平方向に回動可能に取り付けられている。
【００１８】
この蓋１５と機器本体２との間には、この蓋１５を閉じた状態でロックするための蓋ロッ
ク機構が構成されている。
【００１９】
即ち、図５に示すように、機器本体２側には上下二箇所にフック状の係合爪１７ａ，１７
ｂが設けられ、一方これに対応して蓋１５側には係合凹孔１８ａ，１８ｂが形成されてお
り、蓋１５を完全に閉じた状態ではこの係合凹孔１８ａ，１８ｂが夫々上記係合爪１７ａ
，１７ｂと係合することによって蓋１５はその閉じ状態でロックされるようになっている
。
【００２０】
係合爪１７ａ，１７ｂは、機器本体２の後面部に設けられたロック解除ボタン１９と連動
して上下移動する如くなされており、即ちこのロック解除ボタン１９を押し下げるとこれ
と一体的に係合爪１７ａ，１７ｂが下がって係合凹孔１８ａ，１８ｂから外れることによ
り蓋１５のロックが解除される構造となっている。
【００２１】
本例のカメラ一体型ＶＴＲ１においては、図２及び図４に示すように、この蓋１５の表面
に表示部２０が設けられている。
この表示部２０はＬＣＤ（液晶表示装置）によりなり、ここにはカメラ一体型ＶＴＲの諸
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特性（動作状態、モード、タイムカウンター、警告、バッテリー残量等）が表示される。
【００２２】
さらにこの蓋１５の表面には、カメラ一体型ＶＴＲの持つ各種機能を操作するための操作
部として、プッシュボタン式の操作キー２１，２２，２３，２４が設けられている。ここ
で例えば２１はプログラムＡＥ設定キー、２２はシャッタースピード切換キー、２３はホ
ワイトバランス設定キー、２４は録音レベル調整キーである。
【００２３】
またこの蓋１５を閉じた状態でこの蓋１５の表面と同一面となる機器本体２の後面部にも
、プッシュボタン式の操作キー２５，２６，２７が設けられている。ここで例えば２５は
タイムカウンターのゼロセットキー、２６はセルフタイマー設定キー、２７はワンプッシ
ュホワイトバランス設定キーである。
【００２４】
さらに本例のカメラ一体型ＶＴＲ１では、図５に示すように、蓋１５の裏面側にも操作キ
ー２８，２９が設けられている。尚この操作キー２８，２９はスライドスイッチ型のキー
であり、ここで例えば２８は手ブレ補正キー、２９はデジタル機能切換キーである。
【００２５】
また蓋１５の裏面側には、機器本体内のメモリーやタイマーをバックアップするためのバ
ッテリーとしてリチウム電池３４が収納される電池収納部３５が設けられている。この電
池収納部３５は蓋板３６によって閉塞されており、リチウム電池３４の交換はこの蓋板３
６を取り外して行なう。
【００２６】
さらに本例のカメラ一体型ＶＴＲ１においては、蓋１５で覆われる機器本体２の内部にも
操作キー３０，３１，３２，３３が設けられている。これらの操作キー３０，３１，３２
，３３はプッシュボタン式のキーであり、ここで例えば３０はメニューキー、３１及び３
２は選択キー、３３は設定キーである。
【００２７】
図８にはこれらのキーによって選択される機能のメニューが示されており、即ちメニュー
キー３０を押すことによってビューファインダー６内の表示画面には図８に示すような各
種機能のメニューが表示され、この状態で選択キー３１または３２を押すと表示画面内の
カーソル（この例では点線で囲った枠）が各メニュー間を移動し、所望のメニューにカー
ソルを合わせたところで設定キー３３を押すことにより、その機能が実行される。
【００２８】
以上のように本例のカメラ一体型ＶＴＲ１では、機器の限られたスペースを最大限に有効
利用して表示部２０、各種機能の操作キー２１～３３、及び電池収納部３５を配置してあ
る。
【００２９】
さらに本例のカメラ一体型ＶＴＲ１には、バッテリー１３を確実にバッテリー装着部１４
に装着するための特別な機構が備えられている。
【００３０】
この機構の構成は、図６及び図７に詳細に示してある。
機器本体２におけるバッテリー装着部１４の開口部には、バッテリー１３を押さえるため
のバッテリーロック部材４０がバッテリー１３の挿入方向と直交する方向にスライド可能
に設けられている。
【００３１】
このバッテリーロック部材４０はスプリング４１の力によって常に所定の突出位置（図６
に示す位置）に復帰されるようになっており、バッテリー１３がバッテリー装着部１４に
完全に挿入装着された状態では、このバッテリーロック部材４０によってバッテリー１３
はバッテリー装着部１４から脱落しないように押さえられる。
【００３２】
このバッテリーロック部材４０の先端部は、その外側を傾斜面４０ａとしたテーパー形状
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に形成されており、バッテリー１３をバッテリー装着部１４に挿入するときには、この傾
斜面４０ａがバッテリー１３で押圧されることによってバッテリーロック部材４０はスプ
リング４１の力に抗してバッテリー１３から逃げる方向に引込むようになっている。
【００３３】
またバッテリー１３をバッテリー装着部１４から取り出すときには、バッテリーロック部
材４０を指先で直接押して引込方向にスライドさせればよい。
【００３４】
さらにバッテリーロック部材４０と蓋１５との間には、バッテリー１３の不完全な装着状
態では蓋１５が完全に閉じられないようにする機構が設けられている。
【００３５】
この機構は、バッテリーロック部材４０に設けられた凹部４０ｂと、この凹部４０ｂに対
応して蓋１５側に突設された突起４２とによりなる。
即ち、図６に示すように、バッテリー１３がバッテリー装着部１４に完全に挿入装着され
、バッテリーロック部材４０によって脱落を防止されている状態では、蓋１５の突起４２
がバッテリーロック部材４０の凹部４０ｂに入り込み、つまりこの凹部４０ｂが突起４２
の逃げとなることによって蓋１５は完全に閉じられる。
【００３６】
これに対し、図７に示すようにバッテリー１３がバッテリー装着部１４に完全に挿入装着
されていない状態では、バッテリーロック部材４０はバッテリー１３の側面に当たって通
常の突出位置に復帰できず、引込んだままの状態にあるため、その凹部４０ｂが蓋１５の
突起４２と非対応位置にあり、このため蓋１５を完全に閉じようとしても、突起１５がバ
ッテリーロック部材４０に当接することによって蓋１５は完全には閉じることができない
（従ってロックもされない）。
【００３７】
このように蓋１５が完全に閉じられないと、使用者はバッテリー１３の装着が不完全であ
ることを明確に認識することができ、このような場合はバッテリー１３を装着し直すこと
により、今度は完全に装着することができる。
【００３８】
以上、本発明の実施の形態についてカメラ一体型ＶＴＲを例示して説明したが、本発明は
このカメラ一体型ＶＴＲに限ることなく、動作電源としてバッテリーを用いる各種の電子
機器に幅広く適用可能なものである。
【００３９】
【発明の効果】
本発明の請求項１に係る発明では、バッテリーの装着部を開閉する蓋が機器本体に対し軸
連結部を介して回動可能に取り付けられるようにして、この蓋の表面に、機器の動作状態
等を表示するための表示部及び電子機器を操作するための第１の操作部を設けた構成とし
たことにより、電子機器の限られたスペースを有効に利用して表示部や操作部を配置する
ことができる。
【００４０】
さらに本発明の請求項２に係る発明では、蓋の裏面側に電子機器を操作するための第２の
操作部を設けた構成により、電子機器の限られたスペースをより有効に利用して操作部を
配置することができ、さらに装着部の開口部には蓋が開いている状態において装着部に装
着されたバッテリーが脱落しないようにこれを押さえるバッテリーロック部材を設けたこ
とにより、蓋を開けた状態で確実に第２の操作部を操作することができる。
【００４１】
さらに本発明の請求項３に係る発明では、蓋にバックアップ用のバッテリーを収納する収
納部を設け、この収納部を蓋の裏面側に設けられた取り外し可能な蓋板により閉塞する構
成としたことにより、電子機器の限られたスペースを一段と有効に利用して収納部を配置
することができる。
【００４２】
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このように本発明は、電子機器のスペースを有効に活用した表示部等の配置構成により、
機器の一層の小型化及び多機能化に大きく貢献することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】カメラ一体型ＶＴＲの斜視図である。
【図２】同、後方から見た斜視図である。
【図３】同、後方から見た斜視図で、バッテリー装着部の蓋が開いた状態である。
【図４】同、要部を拡大して示す斜視図である。
【図５】同、要部を拡大して示す斜視図で、バッテリー装着部の蓋が開いた状態である。
【図６】同、要部を拡大して示す水平断面図である。
【図７】同、要部を拡大して示す水平断面図で、バッテリー装着部の蓋が完全に閉じられ
ない状態である。
【図８】メニュー表示の例である。
【符号の説明】
１…カメラ一体型ＶＴＲ (電子機器 )
２…機器本体
４…レンズ
５…鏡筒部
１３…バッテリー
１４…バッテリー装着部
１５…蓋
１６…軸連結部
２０…表示部
２１，２２，２３，２４…操作キー (第１の操作部 )
２８，２９…操作キー (第２の操作部 )
３５…電池収納部
４０…バッテリーロック部材
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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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