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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源が着脱可能に収納される電源収納部と、情報記憶媒体が着脱可能に収納される情報
記憶媒体収納部を有し、第１の係合突部及び第２の係合突部が設けられた電子機器本体と
、
　前記電子機器本体に回動可能、かつ、摺動可能に取り付けられて前記電源収納部に対向
され、前記第１の係合突部に係合する係合部を有する第１の蓋体片と、
　前記第１の蓋体片にヒンジ結合されて前記情報記憶媒体収納部に対向され、前記第２の
係合突部に係合する弾性係止片を有する第２の蓋体片と、を備え、
　前記第１の蓋体片の前記係合部は、前記第１の係合突部に係合することによって前記第
１の蓋体片の回動をロックし、前記第１の蓋体片を摺動させると、前記第１の係合突部か
ら外れ、
　前記第２の蓋体片の前記弾性係止片は、前記第１の蓋体片の摺動に伴って前記第２の蓋
体片が摺動すると、前記第２の係合突部から外れ、かつ、前記第１の蓋体片の回動がロッ
クされているときに前記第１の蓋体片に対して前記第２の蓋体片を回動させると、弾性変
形して前記第２の係合突部から外れることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記電源収納部は複数個のバッテリー電源が収納可能であって、当該複数個のバッテリ
ー電源間を接続する導電体を前記第１の蓋体片に設けたことを特徴とする請求項１記載の
電子機器。
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【請求項３】
　前記電子機器本体には、前記情報記憶媒体収納部の外側を通り、前記電源収納部に一端
が連通され、かつ、他端が外面に開口されたコード通し溝を設けたこと特徴とする請求項
１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第１の蓋体片又は前記第２の蓋体片に表面形状を放物線又は高次曲線としたカム凸
部を設けると共に、当該カム凸部に付勢されて摺動接触する弾性係止片を前記第２の蓋体
片又は前記第１の蓋体片に設けたことを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子機器本体が、乾電池やバッテリーパック等の電源が収納される電源収納
部と、半導体記憶媒体やディスク状記憶媒体等の情報記憶媒体が収納される情報記憶媒体
収納部とを備え、それらの収納部を１つの蓋体で開閉するようにした電子機器に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、この種の電子機器としては、例えば、特許文献１に記載されているようなもの
がある。特許文献１には、カード状記録媒体である、いわゆるメモリカードが開閉式の蓋
部により格納されるようにしたカメラ装置に関するものが記載されている。この特許文献
１に記載されたカメラ装置は、「カード状記録媒体やバッテリーが格納される収容部をヒ
ンジを支点にして開閉される蓋部と、上記蓋部を蓋ロック解除位置に操作するためのスラ
イド移動可能のつまみ部と、上記つまみ部に設けられている突当て片と、上記突当て片に
対峙され、電気的に切換え動作される可動部を有する電磁スイッチとよりなる電動式蓋ロ
ック／蓋ロック解除機構と、から構成され、上記カード状記録媒体への記録データの書き
込み動作中には、上記電磁スイッチの可動部で上記つまみ部の突当て片を拘束することで
上記蓋部の開放を禁止し、上記カード状記録媒体への記録データの書き込み動作以外では
、上記電磁スイッチの可動部を後退し上記つまみ部の突当て片の拘束を解除することで上
記蓋部の開放を可能にした」ことを特徴としている。
【０００３】
　このような構成を有するカメラ装置によれば、「カード状記録媒体への静止画や動画等
の記録データの書き込み動作中には、蓋部の開放を禁止し記録データを保護することがで
き、また、カメラ本体側の誤動作を防止することができる」等の効果が期待される。
【０００４】
　しかしながら、上述したような特許文献１に記載されたカメラ装置においては、記録デ
ータの書き込み中は電動式蓋ロック／蓋ロック解除機構によって蓋部の開放を禁止するこ
とにより、蓋部の開放に起因してカメラ装置の電源が切れて記録データが消失してしまう
ことを防止していた。ところが、蓋部のロックを解除した後、カード状記録媒体の着脱操
作を行うために蓋部を開放するとカメラ装置の電源が切れてしまうために、蓋部の開放操
作の度に電源を入れなおす操作が必要になり、使用者に煩わしい思いをさせてしまうとい
う課題があった。しかも、カード状記録媒体の着脱操作後に電源を入れなおすと、カメラ
装置を起動させるまでに時間を要してしまうために、シャッターチャンスを逃してしまう
という課題もあった。
【０００５】
　また、一般的な電子機器には、電源収納部と情報記憶媒体収納部とを別々の蓋体で開閉
し、電子機器の電源を切らずに情報記憶媒体の着脱操作を行うことができるものもある。
しかしながら、電源収納部と情報記憶媒体収納部とを別々の蓋体によって開閉する構造に
すると、電子機器本体に所定の強度を持たせるために構造が複雑になってしまうと共に部
品点数を増加させてしまうために、コストアップを招いて不経済であるという課題があっ
た。更に、電子機器本体のスペースを効率よく使用することが困難になってしまい、電子
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機器全体の小型化を妨げているという課題もあった。
【特許文献１】特開２００２－３５４３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しようとする問題点は、電源収納部と情報記憶媒体収納部とを１つの蓋体で開閉す
る従来の電子機器では、情報記憶媒体の着脱操作を行う目的で蓋体を開放すると、その度
に電源が切れてしまうことから、使用者に煩わしい思いをさせてしまうと共に、その後、
カメラ装置を再起動させるまでに時間を要してしまい、シャッターチャンスを逃すおそれ
があるという点である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本出願の電子機器は、電源が着脱可能に収納される電源収納部と、情報記憶媒体が着脱
可能に収納される情報記憶媒体収納部を有し、第１の係合突部及び第２の係合突部が設け
られた電子機器本体と、電子機器本体に回動可能、かつ、摺動可能に取り付けられて電源
収納部に対向され、第１の係合突部に係合する係合部を有する第１の蓋体片と、第１の蓋
体片にヒンジ結合されて情報記憶媒体収納部に対向され、第２の係合突部に係合する弾性
係止片を有する第２の蓋体片と、を備えている。第１の蓋体片の係合部は、第１の係合突
部に係合することによって第１の蓋体の回動をロックし、第１の蓋体を摺動させると、第
１の係合突部から外れる。そして、第２の蓋体片の弾性係止片は、第１の蓋体の摺動に伴
って第２の蓋体片が摺動すると、第２の係合突部から外れ、かつ、第１の蓋体の回動がロ
ックされているときに第１の蓋体片に対して第２の蓋体片を回動させると、弾性変形して
第２の係合突部から外れることを最も主要な特徴とする。
【０００８】
　本出願の電子機器は、電源収納部は複数個のバッテリー電源が収納可能であって、複数
個のバッテリー電源間を接続する導電体を第１の蓋体片に設けたことを特徴とする。
【０００９】
　本出願の電子機器は、電子機器本体には、情報記憶媒体収納部の外側を通り、電源収納
部に一端が連通され、かつ、他端が外面に開口されたコード通し溝を設けたことを特徴と
する。
【００１０】
　また、本出願の電子機器は、第１の蓋体片又は第２の蓋体片に表面形状を放物線又は高
次曲線としたカム凸部を設けると共に、カム凸部に付勢されて摺動接触する弾性係止片を
第２の蓋体片又は第１の蓋体片に設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本出願の電子機器によれば、第１の蓋体片の係合部を第１の係合突部に係合させて第１
の蓋体の回動をロックし、第１の蓋体を摺動させて係合部を第１の係合突部から外す。ま
た、第１の蓋体の摺動に伴って第２の蓋体片が摺動すると、第２の蓋体片の弾性係止片が
、第２の係合突部から外れる。一方、第１の蓋体の回動がロックされているときに第１の
蓋体片に対して第２の蓋体片を回動させると、弾性係止片が弾性変形して第２の係合突部
から外れる。そのため、第１の蓋体片のロックを解除することによって、蓋体全体を摺動
及び回動させることができ、電源収納部及び情報記憶媒体収納部を一緒に開閉することが
できる。また、第２の蓋体片のみを開いて情報記憶媒体収納部のみを開放することができ
る。そのため、電源収納部を開放せずに、即ち、電子機器の電源を切ることなく、情報記
憶媒体の着脱操作を行うことができる電子機器を簡単な構造によって実現することができ
る。
【００１２】
　本出願の電子機器によれば、複数個のバッテリー電源を電源収納部に収納可能であって
、第１の蓋体片に複数個のバッテリー電源間を接続する導電体を設ける構成としたため、
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一般的に市販されている単１、単２等の乾電池を使用して電子機器に見合った量の電源を
供給することができ、緊急時において、迅速に電源を確保することができる。
【００１３】
　本出願の電子機器によれば、情報記憶媒体収納部の外側を通り、電源収納部に一端が連
通され、他端が外面に開口されたコード通し溝を電子機器本体に設ける構成としたため、
電子機器の外部にある電源を電子機器に供給する、例えば、ＤＣプレート等を電源収納部
に収納し、蓋体によって電源収納部を閉じた状態において、ＤＣプレートから引き出され
たコードをコード通し溝に挿通させることができ、電子機器の外部から電源を取り入れる
ことができる電子機器を極めて簡単な構造によって実現することができる。
【００１４】
　また、本出願の電子機器によれば、表面形状を放物線又は高次曲線としたカム凸部を第
１の蓋体片又は第２の蓋体片に設けると共に、そのカム凸部に付勢されて摺動接触する弾
性係止片を第２の蓋体片又は第１の蓋体片に設ける構成としたため、弾性係止片とカム凸
部との間に生じる摩擦力によって、第１の蓋体片と第２の蓋体片が同一平面となった平面
状態と、第２の蓋体片のみを開いた折り曲げ状態と、これらの間において、任意の角度の
姿勢とを取ることが可能である。また、平面状態では２つの蓋体片を１つの蓋体として扱
うことができると共に、折り曲げ状態では情報記憶媒体の着脱操作を実行することができ
、操作性に優れた電子機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　電源収納部に対向する第１の蓋体片と情報記憶媒体収納部に対向する第２の蓋体片を互
いにヒンジ結合して１つの蓋体を形成し、第１の蓋体片を電子機器本体に対して回動及び
摺動可能に支持すると共に、第１の蓋体片をロックするロック手段を設けたことにより、
電源収納部と情報記憶媒体収納部を一緒に開閉したり、情報記憶媒体収納部のみを開閉す
ることができる電子機器を、簡単な構造によって実現した。
【００１６】
　図１～図１５は、本発明の実施の形態の例を示すものである。即ち、図１及び図２は本
発明の電子機器の一実施例である撮像装置を示すもので、図１は底面側から見た斜視図、
図２は正面側から見た斜視図、図３～図１１は図１及び図２に示す撮像装置の要部を示す
もので、図３～図６は電源収納部及び情報記憶媒体収納部を開閉する蓋体の動作を示す説
明図、図７～図１１は同じく断面図、図１２は蓋体を正面側から見た斜視図、図１３は蓋
体を背面側から見た斜視図、図１４Ａ～Ｃは第２の蓋体片の動作を説明するための説明図
、図１５は図１に示す撮像装置にＤＣプレートを挿入する状態を示す背面側から見た斜視
図である。
【００１７】
　図１及び図２に示す撮像装置１は、情報記憶媒体として半導体記憶メディアを使用し、
光学的な画像をＣＣＤ（固体撮像素子）で電気的な信号に変換して半導体記憶メディアに
記録したり、液晶ディスプレイ等の表示装置に表示できるようにしたもの（以下「デジタ
ルスチルカメラ」という。）である。しかしながら、本発明に係る情報記憶媒体としては
、半導体記憶媒体に限定されるものではなく、テープ状記憶媒体を用いたデジタルビデオ
カセット、アナログビデオカセットその他のテープカセットを用いることができることは
勿論のこと、ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）やＣＤ－ＲＯＭその他の記録可能
な光ディスク、光磁気ディスク、磁気ディスク等のディスク状記憶媒体を適用することも
できる。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、デジタルスチルカメラ１は、中空の筐体からなるカメラ本
体２と、被写体の像を光として取り込んで撮像手段としての図示しないＣＣＤに導くレン
ズ装置３と、レンズ装置３の撮影レンズ５から入力される光に基づいて被写体の映像信号
を形成する撮像手段と、この撮像手段で形成された映像信号又は予め情報記憶媒体に記録
されている情報に基づいて映像を表示する液晶ディスプレイ６等から構成されている。
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【００１９】
　図２に示すように、カメラ本体２の正面から見てやや右側へ偏倚した位置には、正面に
撮像レンズ５を露出させた状態でレンズ装置３が配設されている。このレンズ装置３を配
設するためカメラ本体２には、正面側に突き出した円筒状のレンズ用突出部２ａが設けら
れている。また、カメラ本体２の略中央部であって、レンズ用突出部２ａの近傍にはセル
フタイマーランプ７が配置されている。更に、カメラ本体２の正面から見て左側には、こ
のカメラ本体２を把持するための把持部２ｂが設けられている。この把持部２ｂは握り易
さを考慮して前方に突出されていて、その上部には、シャッタスピード、絞り、露出等の
設定値を変更するマニュアル設定ダイヤル８が配置され、このマニュアル設定ダイヤル８
の近傍に被写体を撮影するためのシャッタボタン１０が配置されている。
【００２０】
　カメラ本体２の上面には、シャッタボタン１０の近傍にモードダイヤル１１が配置され
ている。モードダイヤル１１は、デジタルスチルカメラ１の機能を切り換えるためのもの
で、その機能モードとしては、例えば、動画撮影モード、静止画撮影モード、画像再生／
編集モード等を挙げることができる。また、カメラ本体２の上面のモードダイヤル１２と
反対側には、フラッシュ装置１４と、電子ビューファインダ１５が設けられている。これ
らフラッシュ装置１４及び電子ビューファインダ１５は、その中心がレンズ装置３の光軸
の中心と略一致するように配置されている。フラッシュ装置１４は、フラッシュを使用し
て撮影するときに立ち上がり、これにより、図示しないフラッシュ発光部が露出されるよ
うになっている。更に、モードダイヤル１１とフラッシュ装置１４の間には、電源スイッ
チである電源ボタン１２が設けられている。
【００２１】
　カメラ本体２の右側面の上部には、ストラップ取付部１７が設けられている。このスト
ラップ取付部１７には、図示しないが、手首に引っ掛けてデジタルスチルカメラ１を保持
するためのリストストラップが取付けられる。また、カメラ本体２の右側面の下部には、
指等を引っ掛けて後述する蓋体５２を開くための蓋体用凹部１８が設けられている。
【００２２】
　図１に示すように、カメラ本体２の背面には、液晶ディスプレイ６と、この液晶ディス
プレイ６のＯＮ、ＯＦＦ等を操作する画面表示ボタン２１と、メニューボタン２２と、画
像サイズ／削除ボタン２３と、コントロールボタン２４と、ズーム操作を行うことができ
るズームボタン２５等が設けられている。
【００２３】
　液晶ディスプレイ６は、カメラ本体２の背面において、その中央部から左側部にかけて
大きく占有するように大型に形成されている。この液晶ディスプレイ６の右側上部にズー
ムボタン２５が配置され、その下部にコントローラボタン２４及びその他の操作ボタンが
配置されている。ズームボタン２５は、撮影時は勿論のこと、再生時においてもズーム操
作を行うことができるようになっている。
【００２４】
　コントロールボタン２４は、中央の決定ボタン２４ａと、この決定ボタン２４ａを挟ん
で上下左右に配置される４つの選択ボタン２４ｂからなっている。コントロールボタン２
４の操作としては、液晶ディスプレイ６に表示したメニュー画面から所望の項目や設定を
４つの選択ボタン２４ｂで選択し、決定ボタン２４ａで決定する等の操作を挙げることが
できるが、この操作に限定されるものではない。
【００２５】
　カメラ本体２の底面には、略中央部に三脚用ネジ穴２７（図３等参照）が設けられてお
り、把持部２ｂ側に電源収納部３１と、情報記憶媒体収納部３２とが設けられている。こ
れら電源収納部３１及び情報記憶媒体収納部３２は、カメラ本体２に対して着脱可能とさ
れた筐体３４に形成されている。情報記憶媒体収納部３２には、情報記憶媒体の一具体例
を示す半導体記憶メモリ（例えば、「メモリースティック（商標）」）２９が収納され、
電源収納部３１には、電源の一具体例を示す乾電池２８の２本が収納されるようになって
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いる。本実施例では、電源収納部として、携帯電源である乾電池を２本収納することがで
きる大きさとしたが、１本又は３本以上の乾電池を収納する構成とすることが可能なこと
は勿論である。
【００２６】
　電源収納部３１の底部には、図示しないが、収納された２本の乾電池２８，２８の端子
と電気的に接続される接点部と、２本の乾電池２８，２８を電源収納部３１から排出させ
る方向に付勢するイジェクトバネとが設けられている。また、情報記憶媒体収納部３２の
内部には、半導体記憶メモリ２９を着脱可能に保持するための図示しないプッシュ－プッ
シュ機構（押す方向のみで繰り返される操作機構）が設けられている。この電源収納部３
１及び情報記憶媒体収納部３２の周囲には蓋体用凹部３３が設けられており、この蓋体用
凹部３３が蓋体５２によって開閉自在に構成されている。
【００２７】
　図６等に示すように、蓋体５２は、全体として蓋体用凹部３３に見合う形状とされてい
て、蓋体用凹部３３を閉じた状態においてカメラ本体２の一部をなして同一面を形成する
ように構成されている。この蓋体５２は、第１の蓋体片５３と、第２の蓋体片５４と、支
持プレート５５等を備えており、蓋体５２を開いて電源収納部３１及び情報記憶媒体収納
部３２を一緒に開放した状態と、第２の蓋体５４のみを開いて情報記憶媒体収納部３２を
開放した状態（図４参照）とを取ることができるようになっている。
【００２８】
　図３及び図１２に示すように、第１の蓋体片５３は、略四角形をなす扁平の板体からな
り、蓋体用凹部３３を閉じた状態においてカメラ本体２の底面の一部となっている。第１
の蓋体片５３の略中央部には、表裏面を貫通する貫通穴６１が設けられている。貫通穴６
１は略半月形をなしており、第１の蓋体片５３の外面において貫通穴６１の周囲には、操
作釦６２を突出させるための操作釦用凹部６３が設けられている。この操作釦用凹部６３
の形状は、指先が入る程度の円形とされていて、その外周縁の一部に沿って滑り止め用の
膨出部６４が設けられている。
【００２９】
　また、第１の蓋体片５３の内面には、図１３に示すように、操作釦６２の近傍にロック
凸部６６が設けられている。ロック凸部６６は、第１の蓋体片５３の長手方向に延びる細
長の形状とされていて、操作釦６２と反対側に斜面を有している。ロック凸部６６の斜面
側の第１の蓋体片５３の一辺には、ストッパ凸部６７が設けられており、他辺（ストッパ
凸部６７と反対側）には、その両端に一対の軸受部６８，６８が設けられている。一対の
軸受部６８，６８は、高次曲線又は放物線状のカム面をなすカム凸部６８ａ，６８ａを有
している。このカム凸部６８ａ，６８ａは、その円弧状の部分を第１の蓋体片５３の内面
に対して斜め上方に突出するように形成されている。
【００３０】
　更に、第１の蓋体片５３の内面の幅方向の両端部には、支持プレート５５と係合する第
１の係合部７０と第２の係合部７１が設けられている。第１の係合部７０は平面から見て
略Ｌ字状をなしており、第２の係合部７１と対向する面に図に表れない係合溝を有すると
共に、この係合溝と反対側の面に第１の爪７０ａと段違いとされた第２の爪７０ｂを有し
ている。これら第１及び第２の爪７０ａ，７０ｂは、第１の蓋体片５３を完全に閉じた状
態において蓋体用凹部３３に設けられた係合突部４１，４２にそれぞれ係合される。
【００３１】
　第２の係合部７１は略Ｉ字状をなしており、第１の係合部７０と対向する面に係合溝７
１ｃを有すると共に、この係合溝７１ｃと反対側の面に第１の爪７１ａと第２の爪７１ｂ
（図１２参照）を有している。これら第１及び第２の爪７１ａ，７１ｂは、第１の係合部
７０の第１及び第２の爪７０ａ，７０ｂと同じように、蓋体用凹部３３に設けられた図示
しない係合突部に係合される。
【００３２】
　図４及び図１２等に示すように、第２の蓋体片５４は、カメラ本体２の底面の一部とな
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る平面部５４ａと、この平面部５４ａの一辺から連続して立ち上げられた側面部５４ｂと
を有している。この側面部５４ｂは、カメラ本体２の右側面の曲面と対応するように湾曲
させて形成されている。
【００３３】
　図１３に示すように、第２の蓋体片５４の平面部５４ａの内面には、側面部５４ｂと反
対側の長辺に沿うように回動止め部７３が設けられている。回転止め部７３は、その他の
部分よりも幅広に形成された両端部を有し、その両端部にヒンジ軸７５が貫通される軸貫
通穴７３ａ，７３ａが設けられている。また、回動止め部７３と側面部５４ｂとの間には
、ヒンジ軸７５の軸方向と直交する方向に細く延びる複数の補強用梁７４（本実施例では
４個）が設けられている。
【００３４】
　更に、第２の蓋体片５４の平面部５４ａの内面には、回動止め部７３から所定の間隔を
あけて一対の弾性係止片７７，７７が設けられている。一対の弾性係止片７７，７７は、
適当な曲線（例えば、放物線又は高次曲線等）を有する弾性片からなり、第１の蓋体片５
３の一対の軸受部６８，６８に形成した一対のカム凸部６８ａ，６８ａとそれぞれ係合す
るようになっている。また、各弾性係止片７７と側面部５４ｂの間には、それぞれ係止片
７８が設けられている。各係止片７８は、その先端部に係止爪７８ａを有しており、第２
の蓋体片５４を完全に閉じた状態において蓋体用凹部３３に設けた係止突部４３にそれぞ
れ係止される（図６及び図８参照）。
【００３５】
　支持プレート５５は、略四角形をした平板状の本体部５５ａと、この本体部５５ａの短
辺の両側に連続して設けられた張り出し部５５ｂ，５５ｂと、本体部５５ａの長辺に連続
する一対の軸受部５５ｃ，５５ｃとを備えている。支持プレート５５の張り出し部５５ｂ
，５５ｂは、第１の蓋体片５３の第２の係合部７１に設けた係合溝７０ｃ及び第１の係合
部７０に設けた係合溝に摺動可能にそれぞれ係合される。
【００３６】
　支持プレート５５の本体部５５ａには、長手方向に所定の間隔をあけて２つの貫通穴８
１，８１が設けられている。２つの貫通穴８１，８１は略楕円形をなす長穴からなり、図
１３に示すように、第１の蓋体片５３と対向する面と反対側の面において、貫通穴８１，
８１の周囲に縁取り部８２，８３が設けられている。そして、一方の縁取り部８３の周囲
には、絶縁カバー８４が取付けられている。
【００３７】
　図１２に示すように、支持プレート５５の本体部５５ａの第１の蓋体片５３と対向する
面には、制止突部８６が設けられている。この制止突部８６は、支持プレート５５が第１
の蓋体片５３に摺動可能に支持された状態において、第１の蓋体片５３のストッパ凸部６
７と対向するようになっている（図７を参照）。更に、本体部５５ａの第１の蓋体片５３
と対向する面には、制止突部８６を囲うように配置された導電回路板８７が取付けられて
いる。
【００３８】
　導電回路板８７は、略Ｍ字状に形成された導電部材からなり、本体部８８と、この本体
部８８の両端に連続する一対の固定部８９，８９と、各固定部８９に連続する一対の接点
端子部９０，９０とを有している。本体部８８は、一対の固定部８９，８９に対して浮き
上がるように形成されており、これにより、本体部８８と支持プレート５５の本体部５５
ａとの間に所定の隙間が設定されている。そして、本体部８８の先端部には、支持プレー
ト５５の本体部５５ａと反対方向に折れ曲げられたロック爪８８ａが設けられている。ま
た、各接点端子部９０はくの字状に折り曲げ形成され、貫通穴８１にそれぞれ貫通されて
いる。これにより、一対の接点端子部９０，９０は、第１の蓋体片５３を完全に閉じた状
態において、一対の乾電池２８，２８にそれぞれ当接し、２本の乾電池２８，２８間を電
気的に接続するようになっている。
【００３９】
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　上述した第１の蓋体片５３と第２の蓋体片５４の材質としては、ＡＢＳ（アクリロ二ト
リル・ブタジエン・スチレン樹脂）その他のエンジニアリングプラスチックが好適である
が、アルミニウム合金その他の金属を用いることもできる。また、支持プレート５５の材
質としては、ステンレス合金その他の金属が好適であるが、導電性を有するものであれば
エンジニアリングプラスチックを用いることもできる。
【００４０】
　このような構成を有する蓋体５２は、例えば、次のようにして簡単に組み立てることが
できる。まず、図１２等に示すように、第１の蓋体片５３と第２の蓋体片５４をヒンジ手
段により結合して回動可能に連結する。即ち、第１の蓋体片５３の一対の軸受部６８，６
８間に第２の蓋体片５４の回動止め部７３を介在させ、これらの穴にヒンジ軸７５を貫通
させる。このとき、第１の蓋体片５３の一対の軸受部６８，６８に形成した一対のカム凸
部６８ａ，６８ａに第２の蓋体片５４に形成した一対の弾性係止片７７，７７を係合させ
る。これにより、第２の蓋体片５４は、その外側面が第１の蓋体片５３の外側面と同一平
面になった平面状態（図１４Ａ）と、第１の蓋体片５３に対して略１２０度回動した折り
曲げ状態（図１４Ｃ）と、それらの間における任意角度の姿勢を取ることができるように
なる。
【００４１】
　次に、図１３等に示すように、第１の蓋体片５３の内面からその貫通穴６１に操作釦６
２を嵌め込む。続いて、予め絶縁カバー８４及び導電回路板８７を取り付けた支持プレー
ト５５に、操作釦６２を嵌め込んだ第１の蓋体片５３を支持させる。即ち、第１の蓋体片
５３の第２の係合部７１に設けた係合溝７０ｃ及び第１の係合部７０に設けた係合溝に支
持プレート５５の一対の張り出し部５５ｂ，５５ｂを係合させる。これにより、第１の蓋
体片５３は、支持プレート５５と摺動可能に係合される。
【００４２】
　次に、図６等に示すように、電源収納部３１及び情報記憶媒体収納部３２等を有する筐
体３４に支持プレート５５をヒンジ手段によって回動可能に支持する。即ち、筐体３４の
蓋体用凹部３３に設けた一対の軸受突部４４，４４の間に支持プレート５５の一対の軸受
部５５ｃ，５５ｃを介在させ、これらの穴にヒンジ軸５６を貫通させる。このとき、支持
プレート５５の一対の軸受部５５ｃ間にねじりコイルバネ５７を装着し、このねじりコイ
ルバネ５７のコイル部に連続する図に表れない２つのバネ片を支持プレート５５及び蓋体
用凹部３３に設けたバネ受け片でそれぞれ係止する。その結果、支持プレート５５がねじ
りコイルバネ５７のバネ力によって、蓋体用凹部３３に対して略９０度立ち上がった状態
に付勢される。これにより、蓋体５２の組立作業が完了する。しかる後、蓋体５２が組み
付けられた筐体３４をカメラ本体２の底面の開口部に装着する。これにより、カメラ本体
２に対する筐体３４の組立工程が完了する。
【００４３】
　このような構成を有するデジタルスチルカメラ１によれば、例えば、次のようにして蓋
体５２の開閉動作が実行される。この蓋体５２は、全体（第１の蓋体片５３及び第２の蓋
体片５４）としての開閉操作と、第２の蓋体片５４のみの開閉操作との２種類の開閉操作
を行うことができる。図３に示すように、蓋体５２が完全に閉じた状態では、第１の蓋体
片５３に設けた第１の係合部７０の第１，第２の爪７０ａ，７０ｂは、蓋体用凹部３３の
係合突部４１，４２とそれぞれ係合し、第２の係合部７１の第１，第２の爪７１ａ，７１
ｂが蓋体用凹部３３の２つの係合突部とそれぞれ係合している。そのため、第１の蓋体片
５３を開放動作させることができない。
【００４４】
　更に、図７に示すように、支持プレート５５に取り付けた導電回路板８７のロック爪８
８ａと第１の蓋体片５３のロック凸部６６が干渉するため、第１の蓋体片５３を外側、即
ち、開放させる方向へスライドさせることができず、第１の蓋体片５３は、カメラ本体２
に対してロックされた状態となっている。また、第２の蓋体片５４に設けた一対の係止片
７８，７８の係止爪７８ａ，７８ａは蓋体用凹部３３の一対の係止突部４３，４３によっ
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て係止されている（図８参照）。そのため、第２の蓋体片５４は、情報記憶媒体収納部３
２を閉じた状態となっている。
【００４５】
　まず、第２の蓋体片５４のみの開閉操作について説明する。図３の状態から第２の蓋体
片５４のみを開くためには、まず、蓋体用凹部１８に指等を引っ掛けて第２の蓋体片５４
を開く方向に力を加える。このとき、第２の蓋体片５４の一対の係止片７８，７８が内側
に撓むことにより、係止爪７８ａ，７８ａが蓋体用凹部３３の係止突部４３，４３から外
れるため、第２の蓋体片５４を開くことができる。
【００４６】
　第２の蓋体片５４が図１４Ａに示す状態にあるときには、一対の弾性係止片７７，７７
が一対のカム凸部６８ａ，６８ａと係合すると共に、第２の蓋体片５４の回転止め部７３
が第１の蓋体片５３の一辺と干渉しているため、第２の蓋体片５４の図中反時計方向への
回動が制限されている。次に、図１４Ｂに示すように、第２の蓋体片５４を回動させると
、カム凸部６８ａ，６８ａのカム面の曲率半径の変化により、このカム凸部６８ａ，６８
ａと係合している弾性係止片７７，７７の摩擦力が増加し、その摩擦力と回動する力がつ
り合うため、任意の角度で姿勢を保つことができる。更に回動させることにより、第２の
蓋体片５４が図１４Ｃの状態になると、第２の蓋体片５４の一辺が第１の蓋体片５３の一
辺に当接されるため、第２の蓋体片５４の回動が阻止され、略１２０度開いた状態に保持
される。このようにして、第２の蓋体片５４は、図１４Ａの閉状態と図１４Ｃの開状態と
を選択的に取ることができると共に、それらの間における任意角度の姿勢を取ることがで
きるようになっている。
【００４７】
　かくして、第２の蓋体片５４を開くと情報記憶媒体収納部３２が開放され、その情報記
憶媒体収納部３２に内蔵されたプッシュ－プッシュ機構（押す方向のみで繰り返される操
作機構）の押圧操作によって、半導体記憶メモリ２９の着脱動作を行うことができる。そ
の後、第２の蓋体片５４を閉じるときは、第２の蓋体片５４の外側面を押して第２の蓋体
片５４を閉じる方向に動作させる。このとき、第２の蓋体片５４の一対の係止片７８，７
８が再び撓み、一対の係止爪７８ａ，７８ａが蓋体用凹部３３の一対の係止突部４３，４
３によって係止され、これにより第２の蓋体片５４が閉じた状態となる。
【００４８】
　このようにして、第２の蓋体片５４のみを開いて情報記憶媒体収納部３２を開放するこ
とにより、電源収納部３１を開放することなく、即ち、デジタルスチルカメラ１の電源を
切ることなく半導体記憶メモリ２９の着脱操作を行うことができる。また、一対のカム凸
部６８ａ，６８ａに摺動接触する一対の弾性係止片７７，７７の弾性力によって、第２の
蓋体片５４が略１２０度開いた状態に保持されるため、半導体記憶メモリ２９の押圧操作
を容易に行うことができる。
【００４９】
　次に、蓋体５２全体の開閉操作について説明する。図３に示す蓋体５２が完全に閉じた
状態から、蓋体５２を開くためには、まず、蓋体５２に設けた操作釦用凹部６３内に突出
している操作釦６２を押圧する。このとき、図１０に示すように、支持プレート５５に取
り付けた導電回路板８７の本体部８８が押し下げられ、これにより、第１の蓋体片のロッ
ク凸部６６が導電回路板８７の本体部８８の先端部に設けたロック爪８８ａを乗り越える
ことができるようになる。そのため、蓋体５２をカメラ本体２の横方向へスライドさせる
摺動動作が可能になる。
【００５０】
　続いて、図５に示すように、蓋体５２をカメラ本体２の横方向へ所定量だけスライドさ
せる。即ち、図１０に示すように、第１の蓋体片５３のスットパ凸部６７が支持プレート
５５の制止突部８６に当接するまで蓋体５２をスライドさせる。このとき、第２の蓋体片
５４の一対の弾性係止片７７，７７の先端部が、第１の蓋体片５３の一対のカム凸部６８
ａ，６８ａの根元側に圧接されているため、蓋体５２は、第２の蓋体片５４の外側面と第
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１の蓋体片５３の外側面とが同一平面となった平面状態が保持されている。
【００５１】
　このように蓋体５２をスライドさせると、第１の蓋体片５３に設けた係合部７０の第１
，第２の爪７０ａ，７０ｂ及び係合部７１の第１，第２の爪７１ａ，７１ｂが、蓋体用凹
部３３の係合突部４１，４２及び図示しない２つ係合突部から外れる。これと同時に、第
２の蓋体片５４の一対の係止片７８，７８の一対の係止爪７８ａ，７８ａが蓋体用凹部３
３の一対の係止突部４３，４３から外れて、カメラ本体２に対する第２の蓋体片５４の係
止状態が解除される。その結果、蓋体５２の回動動作が可能になるため、図６及び図１１
に示すように、支持プレート５５に対して第１の蓋体片５３が所定量だけスライドした状
態において、蓋体５２がねじりコイルバネ５７のバネ力により開かれる。
【００５２】
　蓋体５２が開かれて電源収納部３１が開放されると、この電源収納部３１の底部に設け
たイジェクトバネの付勢力によって２本の乾電池２８，２８が押し出され、それらの乾電
池２８，２８は、電源収納部３１から所定量だけ突出する。この蓋体５２が略９０度開か
れた状態では、図１１に示すように、蓋体５２の第１の蓋体片５３の一辺がカメラ本体２
の底面に当接しているため、蓋体５２がカメラ本体２の底面で略直立した状態に保持され
る。これにより、電源収納部３１から乾電池２８，２８を簡単に取り出すことができる。
なお、蓋体５２が開かれた状態では、情報記憶媒体収納部３２も開放されているため、半
導体記憶メモリ２９の着脱操作を行うことができるのは勿論である。
【００５３】
　次に、蓋体５２を閉じる場合について説明する。この場合は、蓋体５２の外面を横から
押して略９０度回動させる。これにより、蓋体５２は、カメラ本体２の横方向へ所定量だ
けずれた状態で蓋体用凹部３３を覆うことになる。続いて、蓋体５２をカメラ本体２の内
側へスライドさせる。これにより、第１の蓋体片５３に設けた係合部７０の第１，第２の
爪７０ａ，７０ｂ及び係合部７１の第１，第２の爪７１ａ，７１ｂが、蓋体用凹部３３の
係合突部４１，４２及び図示しない２つ係合突部にそれぞれ係合される。これと同時に、
蓋体用凹部３３の一対の係止突部４３，４３に第２の蓋体片５４の一対の係止片７８，７
８の係止爪７８ａ，７８ａがそれぞれ係合されて、第２の蓋体片５４がカメラ本体２に対
して閉じた状態に保持される。更に、第１の蓋体片５３のロック凸部６６が導電回路板８
７の本体部８８を摺動してロック爪８８ａを乗り越えると、第１の蓋体片５３がカメラ本
体２に対してロックされた状態となり、蓋体５２が閉じた状態になると共に、蓋体５２に
よって電源収納部３１と情報記憶媒体収納部３２が共に閉じられる。
【００５４】
　図１５は、電源収納部に収納される電源の第２の実施例としてＤＣプレート９３を用い
たものである。ＤＣプレート９３は、電源本体９４と、接続部９５と、ＡＣ／ＤＣコンバ
ータ９６を備えて構成されている。電源本体９４は、乾電池と同様な形状をなしていて接
続部９５と一体となっている。接続部９５には、コード９５ａが引き出されており、この
コード９５ａがＡＣ／ＤＣコンバータ９６の一端に接続されている。ＡＣ／ＤＣコンバー
タ９６の他端には、コード９６ａが接続されており、このコード９６の先端にはＡＣコン
セント９６ｂが設けられている。このＤＣプレート９３を用いると、家庭電源等に接続さ
れたＡＣコンセント９６ｂから供給された交流がＡＣ／ＤＣコンバータ９６で直流に変換
され、その直流電源が、接続部９５を介して電源本体９４からデジタルカメラ１に供給さ
れる。
【００５５】
　このＤＣプレート９３が収納される電源収納部３１を有するカメラ本体２には、コード
通し溝９１が設けられている。コード通し溝９１は、電源収納部３１の１つの角部と連続
すると共に情報記憶媒体収納部３２の外側を通ってカメラ本体２の右側面に開口されてい
る。このコード通し溝９１は、溝蓋９２によって開閉自在とされている。このコード通し
溝９１にＤＣプレート９３のコード９５ａが挿通され、その一端に接続された電源本体９
４が電源収納部３１に収納され、他端がカメラ本体２の外に引き出される。
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【００５６】
　このようなコード通し溝９１を設けることにより、ＤＣプレート９３を収納して蓋体５
２により蓋体用凹部３３を閉じた状態において、ＤＣプレート９３のコード９５ａをコー
ド通し溝９１からデジタルスチルカメラ１の外部に引き出すことができ、デジタルスチル
カメラ１に家庭電源等から交流を取り入れて電源として供給することができる。しかも、
供給される電源は、乾電池等の電源よりも遥かに多い量とすることができるため、デジタ
ルスチルカメラ１を長時間連続して使用することができる。
【００５７】
　以上説明したように、本発明によれば、上述したような構成を有するため、蓋体全体を
開いて電源収納部と情報記憶媒体収納部を開放する状態と、第２の蓋体片のみを開いて情
報記憶媒体収納部のみを開放する状態とを取ることができる。そのため、電源収納部を閉
じたまま、即ち、電子機器の電源を切ることなく、情報記憶媒体の着脱操作を行うことが
でき、情報記憶媒体の着脱操作の度に電子機器を再起動させる必要がなく、操作性を向上
することができる。また、電子機器が情報記録媒体と通信中に誤って情報記録媒体収納部
を開放しても電源が切れることがないため、記録データの消失を防止することができる。
【００５８】
　本発明は、前述しかつ図面に示した実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を
逸脱しない範囲内で種々の変形実施が可能である。例えば、前記実施例においては、電子
機器としてデジタルスチルカメラを適用した例について説明したが、デジタルビデオカメ
ラレコーダ、カメラ機能付き携帯電話機、カメラ機能付きＰＨＳその他の撮像装置は勿論
のこと、パーソナルコンピュータ、携帯ゲーム機その他各種の電子機器に幅広く適用でき
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の電子機器の一実施例に係るデジタルスチルカメラを示すもので、このデ
ジタルスチルカメラの底面を上にして背面側から見た外観斜視図である。
【図２】本発明の電子機器の一実施例に係るデジタルスチルカメラを示すもので、正面側
から見た外観斜視図である。
【図３】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体を閉じた状態
の斜視図である。
【図４】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、第２の蓋体片を開
いて情報記憶媒体収納部を開放した状態の斜視図である。
【図５】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体をスライドさ
せた状態の斜視図である。
【図６】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体を開いて電源
収納部及び情報記憶媒体収納部を開放した状態の斜視図である。
【図７】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体を閉じた状態
の断面図である。
【図８】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体を閉じた状態
の第２の蓋体片の断面図である。
【図９】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、第２の蓋体片を開
いて情報記憶媒体収納部を開放した状態の断面図である。
【図１０】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体をスライド
させた状態の断面図である。
【図１１】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置を示すもので、蓋体を開いて電
源収納部及び情報記憶媒体収納部を開放した状態の断面図である。
【図１２】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置に係る蓋体を分解して外側から
見た斜視図である。
【図１３】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置に係る蓋体を分解して内側から
見た斜視図である。
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【図１４】図１に示すデジタルスチルカメラの蓋開閉装置に係る第２の蓋体片の動作を説
明するための説明図である。
【図１５】本発明の電子機器の一実施例に係るデジタルスチルカメラに用いる電源の第２
の実施例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１…デジタルスチルカメラ（電子機器）、　２…カメラ本体（電子機器本体）、　２８
…乾電池（電源）、　２９…半導体記憶メモリ（情報記憶媒体）、　３１…電源収納部、
　３２…情報記憶媒体収納部、　３３…蓋体用凹部、　５２…蓋体、　５３…第１の蓋体
片、　５４…第２の蓋体片、　５５…支持プレート、　６２…操作釦、　６６…ロック凸
部、　６８…軸受部、　６８ａ…カム凸部、７０…第１の係合部、　７０ａ…第１の爪、
　７０ｂ…第２の爪　７１…第２の係合部、　７１ａ…第１の爪、　７０ｂ…第２の爪、
　７７…弾性係止片、　７８…係止片、　７８ａ…係止爪、　８７…導電回路板、　８８
…本体部、　８８ａ…ロック爪、　９１…コード通し溝

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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