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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末本体に設けられるカメラと、
　前記カメラのレンズを覆った状態から前記レンズを露出させることができるように移動
可能に配置されたレンズカバーと、
　携帯端末本体に設けられるグランド部と、
　前記グランド部に導通する開閉駆動機構と、
　前記開閉駆動機構の動作によりレンズカバーと共に開閉作動する樹脂製スライダと、
前記樹脂製スライダと前記レンズカバーとの間に配置され、前記レンズカバーと前記開閉
駆動機構に常時接しているグランド用板金と、
を具備することを特徴とするカメラ付き携帯端末。
【請求項２】
　前記樹脂製スライダの一部が開口されており、
　前記開閉駆動機構は、前記樹脂製スライダの開口に挿通されて当該開閉駆動機構の動作
を前記樹脂製スライダに伝達する駆動ピンを備え、
　前記グランド用板金は、前記樹脂製スライダの開口から露出される前記駆動ピンの一部
に当接して電気的に導通している
ことを特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項３】
　前記グランド部は、前記携帯端末本体に搭載される液晶表示器の補強板金である
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ことを特徴とする請求項１または２に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項４】
　前記携帯端末本体の表面に露出される操作ノブを有すると共に、当該操作ノブの移動に
より前記開閉駆動機構を駆動させる開閉操作部を有し、
　前記開閉操作部にはメッキが施され、前記グランド部に導通される
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項５】
　前記レンズカバーは板金からなる
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項６】
　前記グランド用板金は導電性のばね材からなる
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラのレンズカバーを備えたカメラ付き携帯端末に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のデジタル式或いは銀塩フィルム式のカメラ或いはビデオムービー等においては、カ
メラのレンズ部を保護するためにスライド式等のレンズカバーを設けたものがあり、高級
品に関してはデザインを良くするためにレンズカバーに金属（板金）を使用したものが多
かった。上記カメラ或いはビデオムービー等においては、携帯電話のように通話信号の感
度の劣化等を考慮する必要がないために静電気対策におけるような安定しない接触でのア
ースでも問題がなかった。
【０００３】
一方、近年では、携帯電話、ＰＨＳ（簡易型携帯電話）等の小型の携帯端末においても、
所望時にカメラ撮影し得るよう携帯端末本体にカメラを備えたものがある。そして上記カ
メラを備えた携帯端末において、レンズ部の前側に開閉可能なレンズカバーを備えてレン
ズ部を保護するようにしたものがある（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３等
参照）。
【特許文献１】
特開２０００－３３２８７１号公報
【特許文献２】
特開２００１－３０９００３号公報
【特許文献３】
特開２００１－３１１９０８号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特許文献１、２、３は、何れもレンズカバーを備えてレンズ部の保護を目的
としたことで共通しているが、レンズカバーの材質まではうたわれておらず、通話品質へ
の影響までは考慮されていない。従って、携帯端末を落下させた場合の衝撃等に対する強
度を高める目的から、レンズカバーに金属（板金）を使用した場合には、通話感度の劣化
が予想され、従って、レンズカバーを含むすべての金属部品をグランド部に落としてアー
スする必要がある。
【０００５】
本発明は、斯かる実情に鑑みてなしたもので、レンズカバーに板金を使用して落下衝撃等
に対する強度を高めた際に、レンズカバーを常に確実にグランド部に接続できて通話感度
の劣化を防止できるようにしたカメラ付き携帯端末を提供しようとするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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　請求項１に記載の発明は、携帯端末本体に設けられるカメラと、
　前記カメラのレンズを覆った状態から前記レンズを露出させることができるように移動
可能に配置されたレンズカバーと、
　携帯端末本体に設けられるグランド部と、
　前記グランド部に導通する開閉駆動機構と、
　前記開閉駆動機構の動作によりレンズカバーと共に開閉作動する樹脂製スライダと、
前記樹脂製スライダと前記レンズカバーとの間に配置され、前記レンズカバーと前記開閉
駆動機構に常時接しているグランド用板金と、
を具備することを特徴とするカメラ付き携帯端末、に係るものである。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、前記樹脂製スライダの一部が開口されており、
　前記開閉駆動機構は、前記樹脂製スライダの開口に挿通されて当該開閉駆動機構の動作
を前記樹脂製スライダに伝達する駆動ピンを備え、
　前記グランド用板金は、前記樹脂製スライダの開口から露出される前記駆動ピンの一部
に当接して電気的に導通している
ことを特徴とする請求項１に記載のカメラ付き携帯端末、に係るものである。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、　前記グランド部は、前記携帯端末本体に搭載される液晶表
示器の補強板金である
ことを特徴とする請求項１または２に記載のカメラ付き携帯端末、に係るものである。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、前記携帯端末本体の表面に露出される操作ノブを有すると共
に、当該操作ノブの移動により前記開閉駆動機構を駆動させる開閉操作部を有し、
　前記開閉操作部にはメッキが施され、前記グランド部に導通される
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末、に係るも
のである。
　請求項５に記載の発明は、前記レンズカバーは板金からなる
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末、に係るも
のである。
　請求項６に記載の発明は、前記グランド用板金は導電性のばね材からなる
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末、に係るも
のである。
【００１０】
以下に、上記手段の作用を説明する。
【００１１】
　請求項１に記載の発明では、携帯端末本体に設けられるカメラと、前記カメラのレンズ
を覆った状態から前記レンズを露出させることができるように移動可能に配置されたレン
ズカバーと、携帯端末本体に設けられるグランド部と、前記グランド部に導通する開閉駆
動機構と、前記開閉駆動機構の動作によりレンズカバーと共に開閉作動する樹脂製スライ
ダと、前記樹脂製スライダと前記レンズカバーとの間に配置され、前記レンズカバーと前
記開閉駆動機構に常時接しているグランド用板金と、を具備するので、レンズカバーを常
に確実にグランド部に接続し、板金によるレンズカバーを設けても通話感度が劣化するこ
とがなくなり、良好な通話品質を確保できる。
【００１２】
　請求項２に記載の発明では、前記樹脂製スライダの開口に挿通して開閉駆動機構の動作
を前記樹脂製スライダに伝達する駆動ピンに、グランド用板金が当接して電気的に導通す
る。
【００１３】
　請求項３に記載の発明では、前記グランド部が液晶表示器の補強板金であるので、開閉
駆動機構との導通が行われる。
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【００１４】
　請求項４に記載の発明では、操作ノブの移動により開閉駆動機構を駆動させる開閉操作
部にメッキが施されていることによりグランド部に導通される。
　請求項５に記載の発明では、レンズカバーを板金により構成したので、カメラ付き携帯
端末を落下させた場合の衝撃等に対しレンズを保護する強度を高めることができる。
　請求項６に記載の発明では、グランド用板金を導電性の板バネ材としたので、その弾性
によりレンズカバーをグランド部に常に確実に接続できる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明によるカメラ付き携帯端末について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
図３、図４、図５は本発明を適用する折り畳みタイプのカメラ付き携帯端末の一例を示す
もので、カメラ付き携帯端末本体１は、折り畳んだ際の外側にカメラのレンズ２及びミラ
ー３を備え内側に画面表示部４を備えた筺体表示部５と、折り畳んだ際の内側に入力キー
６を備えた筺体操作部７とで構成されている。筺体表示部５に備えられるレンズ２及びミ
ラー３は、図６に示す如く互いに隣接するよう一枚の設置盤８の表面に設けられており、
設置盤８は、筺体表示部５の外側ケース９と筺体表示部５を備えた図示しない内側ケース
との間に介在する液晶補強板金１０の内部に配置され、外側ケース９を構成するアルミの
外面板９ａに所定の開放窓１１を形成することによりレンズ２及びミラー３を外部へ露出
している。ここで、ミラー３は、カメラで自分自身を撮影する際に自分自身がどのような
状態で撮影されるか確認するためのものであり、このミラー３は備えずにレンズ２のみを
備えたものであってもよい。
【００１７】
設置盤８には、筺体表示部５の内側でレンズ２及びミラー３を覆い得るよう外側ケース９
の開放窓１１より一回り大きいレンズカバー１２を備えている。図６～図９では、前記レ
ンズカバー１２はレンズ２とミラー３を備えた設置盤８の表面に対して略平行移動させる
ための開閉駆動機構１３に接続されている。開閉駆動機構１３は、レンズカバー１２の台
部となる所定長さの樹脂製のスライダ１４と、スライダ１４に駆動ピン１５を介して係合
し且つ設置盤８の回転支持軸１６により設置盤８の表面で揺動し得るよう形成された第一
のアーム部１７と、第一のアーム部１７に連動して揺動するよう設置盤８の裏面で回転支
持軸１６に接続され且つ設置盤８の側方外部へ延在して設置盤８の側方外部位置に上方へ
突設する凸部１８を備える第二のアーム部１９と、凸部１８に接するよう延在部２０を備
えて設置盤８の裏面支持部２１，２１’に支持されるスプリング２２とを備えている。こ
こで、第一のアーム部１７は、駆動ピン１５を一端に配置すると共に回転支持軸１６を他
端に配置し、第二のアーム部１９は、回転支持軸１６を一端に配置すると共に凸部１８を
他端に配置している。又、第一のアーム部１７と第二のアーム部１９は、回転支持軸１６
を介して略直線上に配置されると共に、第一のアーム部１７の長さを第二のアーム部１９
の長さよりも長く形成しており、回転支持軸１６を支点とするよう第一のアーム部１７及
び第二のアーム部１９を揺動させた際には、凸部１８の移動量に対して駆動ピン１５の移
動量を大きくなるよう構成されている。
【００１８】
一方、設置盤８の中途位置には、スライダ１４に当接して、レンズカバー１２を、レンズ
２及びミラー３を覆う所定位置に停止させる凸状の上方停止ガイド部２３を備え、設置盤
８の下部には、移動したレンズカバー１２を、レンズ２及びミラー３を露出させる位置に
停止させる凸状の下方停止ガイド部２４を備え、設置盤８の側部には、レンズカバー１２
が移動する際に、スライダ１４の端部が接触してレンズカバー１２の移動姿勢を制御する
ようレンズカバー１２の移動方向に沿って形成された凸状の制御ガイド部２５を備えてい
る。又、設置盤８を挟み込む外側ケース９には、レンズカバー１２に当接して、レンズカ
バー１２を、レンズ２及びミラー３を覆う位置に停止させるスポンジ製のケース側停止ガ
イド部２６を備えている。ここで、スポンジ製のケース側停止ガイド部２６は、カメラ付
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き携帯端末本体１の着信時に振動体（いわゆる着信報知用バイブレータ、図示せず）の振
動によって発生するレンズカバー１２の振動音（いわゆるビビリ音）を防止するよう構成
されており、振動音防止用の停止ガイド部材の材質には、振動防止に効果のある弾性体を
スポンジやゴム等から適宜選択して用いることが好ましい。
【００１９】
第二のアーム部１９の凸部１８には、第二のアーム部１９を揺動させる開閉操作部２７を
接続しており、開閉操作部２７は、凸部１８を挟み込んで接続する連動部材２８と、連動
部材２８より延在して筺体表示部５の側部外面でスライド可能に配置される開閉ノブ２９
と、設置盤８に形成された突出部３０に接触して開閉ノブ２９及び連動部材２８の移動を
所定方向に規制するよう連動部材２８より延在する制御部材３１とを備えている。
【００２０】
設置盤８の裏面支持部２１，２１’に支持されるスプリング２２は、延在部２０を閉止側
延在部２０ａと開放側延在部２０ｂに分けるよう屈曲点２０ｃを形成しており、第二のア
ーム部１９の凸部１８が屈曲点２０ｃを超えた際には、スプリング２２の弾性により凸部
１８を所定の移動方向に余勢するよう構成されている。ここで、延在部２０を閉止側延在
部２０ａと開放側延在部２０ｂに分ける屈曲点２０ｃの角度は凸部１８に作用するスプリ
ング２２の弾性力が最適になるように選定される。
【００２１】
前記液晶補強板金１０は、図６、図７に示すように液晶（図示せず）を保持すると共に、
グランド部ＧＰを形成している。前記第二のアーム部１９と一体の連動部材２８には、前
記液晶補強板金１０に設けたグランド用金具３３に前記制御部材３１が常に押付けられて
接しており、また、前記第二のアーム部１９は回転支持軸１６に常時接しており、回転支
持軸１６は前記駆動ピン１５を備えた第一のアーム部１７に常時接している。更に、第二
のアーム部１９と一体の凸部１８にはスプリング２２が常時接している。従って、上記開
閉駆動機構１３を構成している金属部材はすべてグランド部ＧＰにアースされるよう接続
されている。
【００２２】
一方、上記の形態において、前記レンズカバー１２を板金１２ａにて構成する。
【００２３】
このように、レンズカバー１２を板金１２ａで構成した場合には、カメラ付き携帯端末本
体１を落下させた場合の衝撃等に対するレンズ２及びミラー３の保護強度を高めることが
できるが、その反面、レンズカバー１２の存在によって通話感度が劣化することが考えら
れるので、板金１２ａのレンズカバー１２を設けても通話感度が劣化しないようにする必
要がある。このために、レンズカバー１２を常時グランド部ＧＰに接続させておくよう構
成する。
【００２４】
図１、図２、図６の例では、板金１２ａで形成されたレンズカバー１２と共に開閉作動す
る樹脂製のスライダ１４と、前記レンズカバー１２との間に、導電性の板バネ材からなる
グランド用板金３４を配置している。該板バネ材からなるグランド用板金３４は、その弾
性によってグランド部ＧＰに電気的に導通している開閉駆動機構１３のグランド端子部材
１５ａである駆動ピン１５と、レンズカバー１２とに常時接触するようにしている。
【００２５】
上記構成におけるアース構成経路について見ると、レンズカバー１２はグランド用板金３
４を介し、第一のアーム部１７を介し、回転支持軸１６を介し、第二のアーム部１９を介
し、連動部材２８を介し、グランド用金具３３を介して液晶補強板金１０（グランド部Ｇ
Ｐ）にアースされ、また、メッキが施された開閉操作部２７は連動部材２８を介し、制御
部材３１を介し、グランド用金具３３を介して液晶補強板金１０（グランド部ＧＰ）にア
ースされる。
【００２６】
以下、本発明のカメラ付き携帯端末を実施する形態例の作用を説明する。
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【００２７】
　　カメラ付き携帯端末本体１のカメラを使用する場合には、初めに、図４、図５の折り
畳まれている筺体表示部５と筺体操作部７を、図３のように開き、開閉操作部２７の開閉
ノブ２９を手動で図８に矢印で示す開放側へスライドさせることにより、連動部材２８、
凸部１８を介して、第二のアーム部１９及び第一のアーム部１７を揺動させ、更に第一の
アーム部１７の揺動によりスライダ１４を介してレンズカバー１２を開閉ノブ２９の反ス
ライド側へ移動させ、レンズ２とミラー３を露出する。同時に、開閉ノブ２９を開放側へ
移動させることに連動して、内部のプログラム回路（図示せず）は、電話等の通信を待つ
状態の着信待ち受けモードから撮影を可能にするカメラモードに切り換えられており、撮
影対照物にレンズ２を向けてシャッターボタンとなるセンターキー６ａを押すことにより
撮影可能となる。ここで、開閉操作部２７の開閉ノブ２９を手動で開放側にスライドさせ
た際には、凸部１８がスプリング２２の閉止側延在部２０ａを摺動し、凸部１８の移動位
置が屈曲点２０ｃを超えた時点でスプリング２２の弾性力により凸部１８を開放側延在部
２０ｂの端側へ摺動させて第二のアーム部１９、第一のアーム部１７及びレンズカバー１
２を全開放側へ余勢する（図９の状態）。なお、凸部１８の移動位置が屈曲点２０ｃを超
えない時点で開閉ノブ２９のスライドを停止した場合には、スプリング２２の弾性力によ
り凸部１８がスプリング２２の閉止側延在部２０ａを逆方向に摺動し、凸部１８を介して
第二のアーム部１９、第一のアーム部１７及びレンズカバー１２を全閉止側へ戻す。
【００２８】
カメラ付き携帯端末本体１のカメラを使用しない場合には、開閉操作部２７の開閉ノブ２
９を手動で図９に矢印で示す閉止側へスライドさせることにより、連動部材２８、凸部１
８を介して、第二のアーム部１９及び第一のアーム部１７を逆方向へ揺動させ、更に第一
のアーム部１７の逆方向の揺動によりスライダ１４を介してレンズカバー１２を開閉ノブ
２９の反スライド側へ移動させ、開放窓１１を塞ぐと共にレンズ２とミラー３を覆い隠す
。同時に、レンズカバー１２を閉止側へ移動させることに連動して、内部のプログラム回
路（図示せず）は、撮影を可能にするカメラモードから電話等の通信を待つ状態の着信待
ち受けモードに切り換えられており、電話等の通信機器を使用し得る状態にする。更に全
て終了する場合には筺体表示部５と筺体操作部７を折り畳む。ここで、開閉操作部２７の
開閉ノブ２９を手動で閉止側にスライドさせた際には、凸部１８がスプリング２２の開放
側延在部２０ｂを摺動し、凸部１８の移動位置が屈曲点２０ｃを超えた時点でスプリング
２２の弾性力により凸部１８を閉止側延在部２０ａの端側へ摺動させて第二のアーム部１
９、第一のアーム部１７及びレンズカバー１２を全閉止側へ余勢する。なお、凸部１８の
移動位置が屈曲点２０ｃを超えない時点で開閉ノブ２９のスライドを停止した場合には、
スプリング２２の弾性力により凸部１８がスプリング２２の開放側延在部２０ｂを逆方向
に摺動し、凸部１８を介して第二のアーム部１９、第一のアーム部１７及びレンズカバー
１２を全開放側へ戻す。
【００２９】
上記において、前記レンズカバー１２を板金１２ａで構成したので、カメラ付き携帯端末
本体１を落下させた場合の衝撃等に対しレンズ２及びミラー３を保護してその強度を高め
ることができる。
【００３０】
また、前記樹脂製のスライダ１４と前記レンズカバー１２との間に、導電性の板バネ材か
らなるグランド用板金３４を配置し、該板バネ材からなるグランド用板金３４がその弾性
によって開閉駆動機構１３の駆動ピン１５（グランド端子部材１５ａ）と、レンズカバー
１２とに常時接触するよう構成してあるので、携帯端末本体１が電話等の通信を待つ状態
の着信待ち受けモードになった時もレンズカバー１２は常にグランド部ＧＰに接続されて
アースされているので、板金１２ａのレンズカバー１２を設けても通話感度が劣化するこ
とがなくなり、良好な通話品質を確保できる。更に、グランド用板金３４は、樹脂製のス
ライダ１４と板金１２ａによるレンズカバー１２との間の狭い間隔に配置できるので、カ
メラ付き携帯端末の薄型化が維持できる。
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【００３１】
尚、本発明のカメラ付き携帯端末は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、レン
ズカバーを直接指で動かして開閉させる方式にも適用できること、開閉駆動機構を手動で
駆動させる代わりに電動で駆動させるようにしてもよいこと、その他、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【００３２】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明のカメラ付き携帯端末によれば、下記の如き種々の優れた効
果を奏し得る。
【００３３】
請求項１に記載の発明によれば、携帯端末本体にカメラ及びグランド端子部材を備えると
共に、前記カメラのレンズを覆った状態から前記レンズを露出させることができるように
移動可能に配置されたレンズカバーを具備するカメラ付き携帯端末であって、前記携帯端
末本体には、前記レンズカバーと前記グランド端子部材とに常時接するグランド用板金を
介在させたので、レンズカバーを常にグランド部に接続し、板金によるレンズカバーを設
けても通話感度が劣化することがなくなり、良好な通話品質を確保できる。
【００３４】
請求項２に記載の発明によれば、レンズカバーを板金により構成したので、カメラ付き携
帯端末を落下させた場合の衝撃等に対しレンズを保護する強度を高めることができる。
【００３５】
請求項３に記載の発明によれば、グランド用板金を導電性の板バネ材としたので、その弾
性によりレンズカバーをグランド部に常に確実に接続できる。
【００３６】
請求項４に記載の発明によれば、グランド用板金は、レンズカバーを備えた携帯端末本体
に一体に設けられてグランド部に導通する駆動ピンの移動によりレンズカバーと共に開閉
作動する樹脂製のスライダと前記レンズカバーとの間に配置され、前記グランド用板金は
、レンズカバーと駆動ピンとに常時接しているので、グランド用板金によりレンズカバー
を確実にグランド部にアースでき、しかもグランド用板金は樹脂製のスライダとレンズカ
バーとの間の狭い間隔に配置できるのでカメラ付き携帯端末の薄型化が維持できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のカメラ付き携帯端末の形態の一例を示す一部切断側面図である。
【図２】図１の一部を拡大して示した側断面図である。
【図３】本発明を実施するカメラ付き携帯端末の筺体表示部と筺体操作部とを開いた状態
を示す斜視図である。
【図４】カメラ付き携帯端末においてレンズカバーを閉じた状態を示す正面図である。
【図５】カメラ付き携帯端末においてレンズカバーを開いた状態を示す正面図である。
【図６】本発明を実施するカメラ付き携帯端末本体の構成部品図である。
【図７】図６の外側ケースを除く構成部品が組み立てられた状態を示す斜視図である。
【図８】レンズカバーが閉じた際のスプリングとアーム部の位置を示す概略図である。
【図９】レンズカバーが開いた際のスプリングとアーム部の位置を示す概略図である。
【符号の説明】
１　携帯端末本体
２　レンズ
１２　レンズカバー
１２ａ　　　　板金
１３　開閉駆動機構
１４　スライダ
１５　駆動ピン
１５ａ　　　　グランド端子部材
３４　グランド用板金
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ＧＰ　　グランド部

【図１】
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