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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタジャックを基板に取り付けるコネクタジャックの取付構造において、
　前記コネクタジャックとは別部材の補強部材であって、該コネクタジャックの外周を覆
う形状を有するとともに、前記基板への取付部を有する補強部材を備え、
　前記コネクタジャックを前記基板に表面実装し、
　前記補強部材によって前記基板に表面実装された前記コネクタジャックの外周を覆い、
該補強部材の取付部を前記基板に固定したことを特徴とするコネクタジャックの取付構造
。
【請求項２】
　前記コネクタジャックは外部コネクタが挿入される角形の筒部材を有し、該筒部材の一
つの面が前記基板上に載置され半田付けにより表面実装され、前記補強部材は前記筒部材
の他の三面に接することを特徴とする請求項１のコネクタジャックの取付構造。
【請求項３】
　前記補強部材の取付部は、前記基板にネジ止め、半田付け、及び係合のうちの少なくと
も１つによって固定されることを特徴とする請求項１又は２のコネクタジャックの取付構
造。
【請求項４】
　前記補強部材は板金部材からなり、該板金部材はグランドに接続されることを特徴とす
る請求項１、２又は３のコネクタジャックの取付構造。
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【請求項５】
　前記補強部材は、前記取付部と反対側に突出するバネ部が一体形成され、前記バネ部は
、前記基板と隣接する部材と弾性をもって接触して該部材をグランドに接地することを特
徴とする請求項４のコネクタジャックの取付構造。
【請求項６】
　請求項５のコネクタジャックの取付構造及び液晶モニタを有する電子カメラにおいて、
　前記液晶モニタを樹脂モールドされたフレームによって保持し、
　前記フレームのカメラ内への固定時に、前記液晶モニタの背面部の金属部材を前記補強
部材のバネ部に弾性をもって接触させ、前記液晶モニタの背面部の金属部材を前記補強部
材を介してグランドに接地させたことを特徴とする電子カメラ。
【請求項７】
　コネクタジャックの外周を覆う形状を有するとともに、基板への取付部を有する補強部
材を前記コネクタジャックとは別に準備し、
　前記コネクタジャックを前記基板に表面実装するステップと、
　前記補強部材によって前記基板に表面実装された前記コネクタジャックの外周を覆い、
該補強部材の取付部を前記基板に固定するステップと、
　を含むことを特徴とするコネクタジャックの取付方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はコネクタジャックの取付構造、電子カメラ及びコネクタジャックの取付方法に
係り、特に基板に表面実装されるコネクタジャックを補強する構造及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、コネクタジャックを基板に取り付ける方法としては、コネクタジャックを基板の表
面に半田付けする方法、コネクタジャックの一部を基板のスルーホールに挿入し、基板の
裏側から半田付けする方法、コネクタジャックを基板にネジ止めする方法などが採られて
いる。
【０００３】
また、電子カメラに設けられている液晶モニタは、金属フレーム上に固定され、この金属
フレームが、コネクタジャックを有する基板等ととにも電子カメラ内に固定されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、小さなコネクタジャックの場合、コネクタジャックを基板の表面に半田付けす
る方法が採用されているが、この取付方法は、他の取付方法に比べて取付工数等が少ない
反面、基板のパターンの強度に依存し、プラグの抜き差しの繰り返しやコジリによって基
板から外れやすいという問題がある。特に、電子カメラなどの小型機器に配設されている
小さなコネクタジャックは半田付けの面積が小さく、耐久性に問題がある。
【０００５】
また、コネクタジャックと液晶モニタとが近接した位置に配置された電子カメラの場合、
コネクタジャック及び液晶モニタが相互にノイズの影響を及ぼすという問題があり、更に
、液晶モニタを保持する金属フレームは、液晶モニタが嵌め込まれる形状に成形されるた
め、形状が複雑かつ重量も重くなるという問題がある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、基板に表面実装されるコネクタジャ
ックを補強し、プラグの抜き差しやコジリに対する耐久性を向上させることができるコネ
クタジャックの取付構造及び方法を提供することを目的とする。
【０００７】
また、本発明はコネクタジャックと液晶モニタとが近接配置された電子カメラにおいて、
ノイズの低減、小型化及び重量削減が可能な電子カメラを提供することを目的とする。
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【０００８】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために本願請求項１に係る発明は、コネクタジャックを基板に取り
付けるコネクタジャックの取付構造において、前記コネクタジャックとは別部材の補強部
材であって、該コネクタジャックの外周を覆う形状を有するとともに、前記基板への取付
部を有する補強部材を備え、前記コネクタジャックを前記基板に表面実装し、前記補強部
材によって前記基板に表面実装された前記コネクタジャックの外周を覆い、該補強部材の
取付部を前記基板に固定したことを特徴としている。
【０００９】
即ち、コネクタジャックとは別部材である補強部材でコネクタジャックの外周を覆い、こ
の補強部材を基板に固定することによって基板に表面実装されているコネクタジャックを
補強するようにしている。また、補強部材はコネクタジャックの周囲を覆っているため、
コネクタジャックへのノイズの侵入を防止する働きがある。
【００１０】
本願請求項２に示すように、前記コネクタジャックは外部コネクタが挿入される角形の筒
部材を有し、該筒部材の一つの面が前記基板上に載置され半田付けにより表面実装され、
前記補強部材は前記筒部材の他の三面に接することを特徴としている。また、前記補強部
材の取付部は、本願請求項３に示すように前記基板にネジ止め、半田付け、及び係合のう
ちの少なくとも１つによって固定されることを特徴としている。本願請求項４に示すよう
に前記補強部材は板金部材からなり、該板金部材はグランドに接続されることを特徴とし
ている。
【００１１】
前記補強部材は、本願請求項５に示すように前記取付部と反対側に突出するバネ部が一体
形成され、前記バネ部は、前記基板と隣接する部材と弾性をもって接触して該部材をグラ
ンドに接地することを特徴としている。これにより、前記基板と隣接する部材を、前記補
強部材を利用して簡単にグランドに接地させることができる。
【００１２】
本願請求項６に係る発明は、請求項５のコネクタジャックの取付構造及び液晶モニタを有
する電子カメラにおいて、前記液晶モニタを樹脂モールドされたフレームによって保持し
、前記フレームのカメラ内への固定時に、前記液晶モニタの背面部の金属部材を前記補強
部材のバネ部に弾性をもって接触させ、前記液晶モニタの背面部の金属部材を前記補強部
材を介してグランドに接地させたことを特徴としている。
【００１３】
　即ち、液晶モニタを保持するフレームを樹脂モールド品とすることにより、金属フレー
ムに比べて複雑な形状のフレームを構成することができるとともに、軽量化を図ることが
できる。また、液晶モニタの背面部の金属部材を、前記補強部材を利用して簡単にグラン
ドに接地させ、ノイズ低減を図るようにしている。
　本願請求項７に係るコネクタジャックの取付方法は、コネクタジャックの外周を覆う形
状を有するとともに、基板への取付部を有する補強部材を前記コネクタジャックとは別に
準備し、前記コネクタジャックを前記基板に表面実装するステップと、前記補強部材によ
って前記基板に表面実装された前記コネクタジャックの外周を覆い、該補強部材の取付部
を前記基板に固定するステップと、を含むことを特徴としている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　以下添付図面に従って本発明に係るコネクタジャックの取付構造、電子カメラ及びコネ
クタジャックの取付方法の好ましい実施の形態について説明する。
【００１５】
図１、図２及び図３はそれぞれ本発明に係る電子カメラを右前方から見た斜視図、後方か
ら見た斜視図、及び左前方から見た斜視図である。
【００１６】
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図１及び図３に示すように電子カメラ１０の前面には、カメラ本体から前方に突出する円
筒状のレンズ部１１が設けられている。このレンズ部１１内には、鏡胴が進退自在なレン
ズユニット１２が設けられており、また、レンズ部１１の先端部には、合焦位置を手動で
調節する際に操作されるマニュアルフォーカスリング２４が設けられている。
【００１７】
また、電子カメラ１０の前面には、被写体像に光を照射して光量を補うポップアップ式の
ストロボ１６と、ストロボ１６の発光する光量を被写体までの距離に応じて調節するため
のストロボ調光センサー１８と、セルフタイマーランプ２０と、電子カメラ１０を正確に
保持するためのグリップ部２２とが設けられている。
【００１８】
尚、電子カメラ１０の側面には、マニュアルフォーカスリング２４を操作することによっ
てピント合わせを行うマニュアルフォーカスモード（ＭＦモード）と自動的にピント合わ
せを行うオートフォーカスモード（ＡＦモード）とを切り換えるフォーカスモード切換え
スイッチ３０と、広角側及び望遠側への焦点距離及び画角の調節を指示するズームスイッ
チ３２、十字キー５２と、撮影時の撮影条件をワンタッチで電子カメラ１０の液晶モニタ
６８と液晶ファインダー５０のどちらかに表示することを指示する情報ボタン３４と、撮
影画像の露出補正量を指示する露出補正ボタン３６と、被写体像のホワイトバランスを調
節するホワイトバランス調節ボタン３８と、ストロボ１６を利用可能状態の位置に設定す
るストロボポップアップボタン４０とが設けられている。また、電子カメラ１０のアクセ
サリーカバー４２内には、他の電子機器と情報の送受信を行うための通信コネクタ（ＵＳ
Ｂコネクタ）４４と、映像信号を送受信する映像出力端子４６と、電源入力用のコネクタ
ジャック（ＤＣ入力端子）４８とが設けられている。
【００１９】
図２に示すように電子カメラ１０の背面には、周囲が明るい場所であっても利用者が覗く
ことによって被写体像の確認を行うことが可能な液晶ファインダー５０と、上下左右の各
方向を利用者が指示して電子カメラ１０に対して情報を入力する十字キー５２と、撮影時
又は再生時のホワイトバランスや明るさ等の設定を行う場合、及び撮影済画像の撮影条件
を次回の撮影する際の撮影条件として記録手段に記録することを指示する場合に利用する
メニュー／実行ボタン５４と、処理のキャンセル又は処理を以前の状態に戻すことを指定
するキャンセル／戻ボタン５６と、液晶モニタ６８に表示を指示する表示ボタン５８と、
マルチファンクションの操作ボタンに対して他の処理を割り当てるシフトボタン６０とが
設けられている。
【００２０】
また、電子カメラ１０の背面には、画像又は情報の表示を液晶ファインダー５０又は液晶
モニタ６８に切り替えることを指示する表示切替ボタン６２と、被写体に対する合焦を確
認するために拡大表示を指示する拡大スイッチ６４と、シャッターボタン８０の半押し時
に測光した測光値を固定するＡＥロックボタン６６と、液晶モニタ６８とが設けられてい
る。尚、電子カメラ１０の底面には、電池を装着する部分の覆いとなる電池カバー７２と
三脚ねじ穴７４とが設けられている。
【００２１】
十字キー５２は、それぞれ対応する４方向（右、左、上、下）の指示を入力することがで
きるもので、右キー、左キーは、再生モード時に順駒送りボタン及び逆駒送りボタンとし
てそれぞれ機能し、上下キーは、撮影モード時にズーム倍率調整用のズームレバーとして
機能する。メニュー／実行ボタン５４は、表示している画面を各モードの通常画面からメ
ニュー画面へ遷移させる時、或いは、選択内容の確定、処理の実行、処理の確認指示の時
などに使用するボタンである。また、電子カメラ１０のスロットカバー７０の内部には、
図示しない挿抜可能なメモリカードを装着することが可能である。
【００２２】
図３に示すように電子カメラ１０の上面には、撮影を指示するシャッターボタン８０と、
電子カメラ１０の動作又は非動作を指示する電源スイッチ８２と、電子カメラ１０を撮影
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又は再生のモードに設定するモード設定スイッチ８４と、ストロボの発光又は発光禁止を
指示するストロボボタン８６と、マクロ撮影を指示するマクロボタン８８と、セルフタイ
マーボタン９０と、連写モードの設定又は解除を指示する連写ボタン９２と、電子カメラ
１０の各種撮影モードを切り替えるモード切替ダイヤル９４と、各種モードを設定するコ
マンドダイヤル９６とが設けられている。
【００２３】
図４は上記電子カメラ１０の分解斜視図である。
【００２４】
同図に示すように、この電子カメラ１０は、主として外装体（フロントキャビ１００、リ
アキャビ１０２）と、レンズユニット１２と、メインフレーム１１０と、電源用基板１２
０と、コントロール用基板１３０と、サブフレーム１４０と、液晶モニタ６８とから構成
されている。
【００２５】
フロントキャビ１００は、前方に突出する円筒状のレンズ部１１を有するとともに、前方
に突出したグリップ部２２を有している（図３参照）。メインフレーム１１０は、ＡＢＳ
樹脂などの樹脂で成形された樹脂モールド品であり、レンズ部１１に向かって突出するレ
ンズ取付部１１１と、グリップ部２２に沿って突出する電池室１１２とが一体成形されて
いる。この電池室１１２には、電池の端子が接続される端子部や電池蓋が取り付けられる
部材が設けられた電池用板金部材１１３が取り付けられる。上記メインフレーム１１０は
、図５に示すようにネジ１１４、１１５によってフロントキャビ１００に固定される。
【００２６】
また、サブフレーム１４０には、図４及び図６に示すように液晶モニタ６８が保持されて
いる。このサブフレーム１４０もメインフレーム１１０と同様にＡＢＳ樹脂などで成形さ
れた樹脂モールド品である。
【００２７】
電源用基板１２０には、ＤＣ入力端子４８、ストロボ１６のメインコンデンサ１２２等が
実装されており、コントロール用基板１３０には、ＵＳＢコネクタ４４、映像出力端子４
６、メモリカードが挿抜されるカードコネクタ１３２等が実装されている。
【００２８】
図７は電子カメラ１０の内部構造を示す要部側面図である。
【００２９】
同図に示すように、レンズユニット１２は、フロントキャビ１００のレンズ部１１（レン
ズ収納部）に収納され、その後端部がメインフレーム１１０のレンズ取付部１１１（図４
、図５参照）にネジ１１６、１１７によって固定される。即ち、レンズユニット１２は、
レンズ部１１の先端部とメインフレーム１１０との間で固定される。尚、レンズユニット
１２には、ズームレンズ、フォーカスレンズ、絞り等を駆動するためのモータやレンズ位
置検出用のセンサ等が内蔵されており、これらのモータ等はフレキシブル配線パターン１
３によってコントロール用基板１３０と電気的に接続されている。
【００３０】
また、電源用基板１２０及びコントロール用基板１３０は、電池用板金部材１１３が取り
付けられたメインフレーム１１０とサブフレーム１４０との間に挟持されて固定される。
即ち、レンズユニット１２と、電源用基板１２０、コントロール用基板１３０とはメイン
フレーム１１０を挟んで該メインフレーム１１０にそれぞれ固定される。
【００３１】
上記のようにして組み立てられた電子カメラの構造によれば、レンズユニット１２と、電
源用基板１２０、コントロール用基板１３０とはメインフレーム１１０を挟んで該メイン
フレーム１１０にそれぞれ固定される結果となり、電子カメラ１０の横方向の小型化を可
能にしている。また、電源用基板１２０及びコントロール用基板１３０には、液晶ファイ
ンダー５０を避けるために小さな切欠きがあるが、レンズユニット１２を避けるような大
きな切欠きがなく、その結果、各基板１２０、１３０の形状をより四角形に近づけること
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ができ、効率的なパターン配線ができるようになっている。更に、メインコンデンサ１２
２は、メインフレーム１１０を挟んでレンズユニット１２の直後に配置され、レンズ部１
１の上部に位置するストロボ１６に近い位置に配置されることになり、エネルギー効率が
よく、また、樹脂製のメインフレーム１１０によりメインコンデンサ１２２の沿面距離を
長くとることができるようになっている。更にまた、メインフレーム１１０及びサブフレ
ーム１４０を樹脂製としたため、カメラの軽量化を図ることができる。
【００３２】
図８はコントロール用基板１３０の要部拡大斜視図である。
【００３３】
同図に示すように、コントロール用基板１３０には、ＵＳＢコネクタ４４及び映像出力端
子４６が実装されている。映像出力端子４６は、該映像出力端子４６に固定された部材（
接点部材）が、コントロール用基板１３０のスルーホールに挿入され、コントロール用基
板１３０の裏側から半田付けされている。従って、この映像出力端子４６は、プラグの抜
き差しやコジリに対して耐久性の高い固定がなされている。
【００３４】
一方、ＵＳＢコネクタ４４は、ＵＳＢプラグが挿入される角形の筒部材４４Ａを有してお
り、この筒部材４４Ａの底面がコントロール用基板１３０上に載置され、コントロール用
基板１３０のグランド等のパターン上に半田４５によって表面実装されている。従って、
この状態のＵＳＢコネクタ４４は、パターンの強度に依存し、プラグの抜き差しの繰り返
しやコジリによってコントロール用基板１３０から外れるおそれがある。
【００３５】
図９は上記ＵＳＢコネクタ４４を補強するための補強部材１３４の斜視図である。
【００３６】
この補強部材１３４は、板金部材によって前記ＵＳＢコネクタ４４の外周面（即ち、筒部
材４４Ａの上面及び両側面）を覆う形状に形成されるとともに、コントロール用基板１３
０に形成された孔部１３０及び張出部１３０Ｂ（図８参照）にそれぞれ取り付けられる取
付部１３４Ａ、１３４Ｂが形成され、更に液晶モニタ６８の裏面に当接するバネ部１３４
Ｃが形成されている。
【００３７】
前記取付部１３４Ａは、コントロール用基板１３０の孔部１３０を介してネジ止めされる
ネジ孔を有し、取付部１３４Ｂはコントロール用基板１３０に形成された２つの張出部１
３０Ｂの間の凹部に挿入され、一方の張出部１３０Ｂに係合する係合部を有している。
【００３８】
図１０は上記補強部材１３４がコントロール用基板１３０に取り付けられた状態を示す側
面図である。
【００３９】
上記構成の補強部材１３４をコントロール用基板１３０に取り付ける場合には、まず、補
強部材１３４の取付部１３４Ｂの係合部をコントロール用基板１３０の張出部１３０Ｂに
係合させ、その後、コントロール用基板１３０の裏側からネジ１３６によって補強部材１
３４の取付部１３４Ａをネジ止めする。
【００４０】
このようにして補強部材１３４がコントロール用基板１３０に取り付けられると、補強部
材１３４はＵＳＢコネクタ４４の筒部材４４Ａの上面及び両側面に接し、これによりＵＳ
Ｂコネクタ４４のコントロール用基板１３０への取付強度を補強している。尚、補強部材
１３４とＵＳＢコネクタ４４の筒部材４４Ａとの間を半田付けなどによって固定するのが
好ましい。また、補強部材１３４の取付部１３４Ａ及び１３４Ｂは、それぞれコントロー
ル用基板１３０にネジ止め及び係合によって固定するようにしたが、この実施の形態に限
らず、ネジ止め、係合、及び半田付けのうちのいずれか１つのみによって固定するように
してもよいし、２つ以上の組合せによって固定するようにしてもよい。要は補強部材を基
板に固定できれば、その固定方法は問わない。
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【００４１】
次に、補強部材１３４に一体形成されたバネ部１３４Ｃの作用について説明する。
【００４２】
図７で説明したようにメインフレーム１１０とサブフレーム１４０との間に電源用基板１
２０及びコントロール用基板１３０が固定された状態において、コントロール用基板１３
０の補強部材１３４側には、サブフレーム１４０が隣接して配置される。
【００４３】
図１１はコントロール用基板１３０及びサブフレーム１４０を、図１０の矢印Ａ方向から
見た要部側面図である。
【００４４】
図１１及び図４に示すようにサブフレーム１４０には、液晶モニタ６８の背面を臨む開口
１４０Ａが形成されており、補強部材１３４のバネ部１３４Ｃは、サブフレーム１４０の
開口１４０Ａを通じて液晶モニタ６８の背面に弾性をもって当接している。
【００４５】
液晶モニタは、シールド効果を図るために、その外周と背面全体とが金属部材によって覆
われているものが主流になっており、この金属部材は電子カメラのグランドと接続される
が、この電子カメラ１０では、液晶モニタ６８を保持するサブフレーム１４０が樹脂製で
あるため、サブフレーム６８を介してグランドに接地することができない。
【００４６】
前記補強部材１３４のバネ部１３４Ｃは、液晶モニタ６８の背面に弾性をもって当接する
ため、液晶モニタ６８の背面の金属部材をコントロール用基板１３０のグランドに接地す
ることができる。尚、補強部材１３４は、直接又はＵＳＢコネクタ４４の筒部材４４Ａを
介してコントロール用基板１３０のグランドと電気的に接続されていることは言うまでも
ない。
【００４７】
これにより、ＵＳＢコネクタ４４と液晶モニタ６８とが相互にノイズの影響を及ぼさない
ようにすることができる。また、補強部材１３４には、液晶モニタ６８からバネ部１３４
Ｃを介して押圧力が加わり、補強部材１３４の固定の一助にもなっている。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係るコネクタジャックの取付構造によれば、基板に表面実装
されるコネクタジャックの外周を補強部材で覆い、この補強部材を基板に固定するように
したため、コネクタジャックを補強することができ、プラグの抜き差しやコジリに対する
耐久性を向上させることができる。また、補強部材によりコネクタジャックのノイズの侵
入を防止することができる。
【００４９】
また、本発明に係る電子カメラによれば、液晶モニタを保持するフレームを樹脂モールド
品とすることにより、金属フレームに比べて複雑な形状のフレームを構成することができ
るとともに、軽量化を図ることができる。また、樹脂製のフレームに保持された液晶モニ
タの背面部の金属部材を、前記補強部材を利用して簡単にグランドに接地させることがで
き、ノイズの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電子カメラを右前方から見た斜視図
【図２】図１に示した電子カメラを後方から見た斜視図
【図３】図１に示した電子カメラを左前方から見た斜視図
【図４】本発明に係る電子カメラの分解斜視図
【図５】メインフレームを裏側から見た斜視図
【図６】液晶モニタを保持したサブフレームの平面図
【図７】電子カメラの内部構造を示す要部側面図
【図８】コントロール用基板の要部拡大斜視図
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【図９】ＵＳＢコネクタを補強するための補強部材の斜視図
【図１０】補強部材がコントロール用基板に取り付けられた状態を示す側面図
【図１１】コントロール用基板及びサブフレームを、図１０の矢印Ａ方向から見た要部側
面図
【符号の説明】
１０…電子カメラ、１１…レンズ部、１２…レンズユニット、２２…グリップ部、４４…
通信コネクタ（ＵＳＢコネクタ）、４４Ａ…筒部材、４５…半田、４６…映像出力端子、
４８…ＤＣ入力端子、６８…液晶モニタ、１００…フロントキャビ、１０２…リアキャビ
、１１０…メインフレーム、１２０…電源用基板、１３０…コントロール用基板、１３０
Ａ…孔部、１３０Ｂ…張出部、１３２…カードコネクタ、１３４…補強部材、１３４Ａ、
１３４Ｂ…取付部、１３４Ｃ…バネ部、１３６…ネジ、１４０…サブフレーム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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