
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体像を結像させるためのカメラレンズと、該カメラレンズの被写体側に配設され、

レンズ隠し板とを有する
携帯型電子機器であって、

　

とされていることを特徴とする 携帯型電
子機器。
【請求項２】
　被写体像を結像させるためのカメラレンズと、該カメラレンズの被写体側に配設され、

レンズ隠し板とを有する
携帯型電子機器であって、

　前記レンズ隠し板の近傍には、 が設けられていて、
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電気的切換え制御されることにより、光透過状態又は光遮断状態のいずれかの状態に保持
されると共に、前記光透過状態で、前記カメラレンズに光を通して撮影可能状態とする一
方、前記光遮断状態では、前記カメラレンズを隠す働きをする カ
メラ付き

前記レンズ隠し板の近傍には、文字又は画像を表示する表示手段が設けられていて、該
表示手段は、電気的切換え制御により、被写体を映して、該被写体の構図を決定するため
の構図決定用鏡としても機能する構成 カメラ付き

電気的切換え制御されることにより、光透過状態又は光遮断状態のいずれかの状態に保持
されると共に、前記光透過状態で、前記カメラレンズに光を通して撮影可能状態とする一
方、前記光遮断状態では、前記カメラレンズを隠す働きをする カ
メラ付き

構図決定用鏡を兼ねる表示手段
該表示手段は、電気的切換え制御されることにより、鏡面状態又は非鏡面状態のいずれ

かの状態に保持されると共に、前記非鏡面状態で、文字又は画像を表示する表示手段とし



ことを特徴とする 携帯型電子機器。
【請求項３】
　

、文字又は画像の表示が可能であると共に、多数の画素を有する
と、該表示パネルの後面側に配設され、印加電圧に応じて光の透過率が制御さ

れる第２の調光層と、該第２の調光層の後面側に配設され、到来した光を鏡面反射させる
前記鏡面反射部とからなることを特徴とする請求項１又は２記載の 携帯型電子
機器。
【請求項４】
　

。
【請求項５】
　前記 調光層は、液晶を封入したマイクロカプセルが母材中に分散されて
なることを特徴とする請求項３記載の 携帯型電子機器。
【請求項６】
　

ことを特徴とする請求項３記載の 携帯型
電子機器。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記 調光層に所定の電圧を印加することで、前記

調光層を光透過状態とする一方、前記 調光層への電圧の印加を
停止することで、前記 調光層を光遮断状態とすることを特徴とする請求項
６記載の 携帯型電子機器。
【請求項８】
　通話機能及びデータ通信機能を備えていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか
１に記載の 携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、 携帯型電子機器に係り、 例えば前方の風景や自分自身
を撮影する場合等に用いられる携帯電話機等の 携帯型電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機等の携帯型電子機器には、本来の通話機能のみならず、データ通信機能
が備えられ、ブラウザやメーラが搭載されて、インターネットを介したホームページへの
アクセスや、電子メールの送受信が可能とされ、インターネット接続サービスや、電子メ
ールサービスが、時間や場所を問わず手軽に享受できるようになってきている。
また、最近においては、例えば、特開２００１－２４５２６７号公報に開示されているよ
うに、電子カメラが搭載された携帯型電子機器も一般化されてきており、電子メールの送
受信に際しては、送信者は、周囲の風景や自分自身の顔を画像データとして添付して受信
者側に送信し、受信者はディスプレイ上で相手の様子等を確認することができるようにな
っている。
【０００３】
このような撮影機能を有する例えば折畳型の携帯電話機１０１には、図１９に示すように
、筐体１０２の背面側（折畳時には外面側となる側）には電子カメラの撮影窓１０３が設
けられ、この撮影窓１０３の近傍にカメラレンズ１０４が配置されている。
また、筐体１０２の正面側（折畳時には内面側となる側）には、表示部や操作部が設けら
れ、表示部にはカメラレンズ１０４の前方の映像が映し出されるようになっている。操作
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て働く一方、前記鏡面状態では、被写体を映して、該被写体の構図を決定するための前記
構図決定用鏡として働く カメラ付き

前記レンズ隠し板は、印加電圧に応じて光の透過率が制御される第１の調光層からなる
と共に、前記表示手段は
表示パネル

カメラ付き

前記表示パネルが液晶表示パネル又はＥＬ表示パネルであることを特徴とする請求項３
記載のカメラ付き携帯型電子機器

第１及び第２の
カメラ付き

前記レンズ隠し板及び前記表示手段を前記電気的切換え制御して、撮影時に前記第１及
び第２の調光層を光透過状態とする一方、非撮影時に前記第１及び第２の調光層を光遮断
状態とする制御手段が付加されてなる カメラ付き

第１及び第２の 第１
及び第２の 第１及び第２の

第１及び第２の
カメラ付き

カメラ付き

カメラ付き 撮影者が
カメラ付き



者（撮影者）は、表示部の映像を見ながら被写体の範囲の確認や構図の決定を行う。
また、撮影窓１０３の真横には、操作者（撮影者）自身や操作者（撮影者）の後方の被写
体を撮影する際に用いる構図決定のための小型の鏡面部１０５が設けられており、操作者
（撮影者）が自分自身を撮影する際には、鏡面部１０５に自分自身の像が映し出されるよ
うに携帯電話機１０１を構え、この鏡面部１０５の像を見て撮影範囲からずれていないこ
とを確認するようにしていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、カメラレンズ１０４が視認できるために、例えば、大勢の人がいる場所（
電車内や店舗内等）で、操作者が操作を行っていると、周囲の人々に対して、断りも無く
また知らぬ間に自分が撮影され、肖像権の侵害を受けるのではないかという不安感や不快
感を与えるという問題がある。
また、カメラレンズ１０４や鏡面部１０５は、デザイン上違和感を与え、かつ、目立ち易
く、美感上も好ましくないという問題がある。また、鏡面部１０４は、美感上の理由から
、目立たないように、小領域にしか設けられていないので、撮影範囲の正確な確認が困難
であり、確実に所望の画像を撮影できるとは限らないという問題があった。
【０００５】
　この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、周囲の人に不安感や不快感を与える
ことなく、デザイン上違和感を与えたり美感を損なったりすることがなく、かつ、撮影者
が撮影の際に確実に撮影範囲や被写体の位置を知り、円滑に構図を決定することができ、
撮影の失敗を防止することができる 携帯型電子機器を提供することを目的とし
ている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、被写体像を結像させるためのカメラ
レンズと、該カメラレンズの被写体側に配設され、

レンズ隠し板とを有する 携帯型電子機器に係り、

とされていることを特徴としている。
【０００７】
　また、請求項２記載の発明は、被写体像を結像させるためのカメラレンズと、該カメラ
レンズの被写体側に配設され、

レンズ隠し板とを有する 携帯型電子機器に係り、前記レンズ隠し板の近傍
には、 が設けられていて、

ことを特
徴としている。
【０００８】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の 携帯型電子機器に係り
、

、文字又は画像の表示が可能であると共に、多数の画素を有する
と、該表示パネルの後面側に配設され、印加電圧に応じて光の透過率が制御さ

れる第２の調光層と、該第２の調光層の後面側に配設され、到来した光を鏡面反射させる
前記鏡面反射部とからなることを特徴としている。
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カメラ付き

電気的切換え制御されることにより、
光透過状態又は光遮断状態のいずれかの状態に保持されると共に、前記光透過状態で、前
記カメラレンズに光を通して撮影可能状態とする一方、前記光遮断状態では、前記カメラ
レンズを隠す働きをする カメラ付き 前記
レンズ隠し板の近傍には、文字又は画像を表示する表示手段が設けられていて、該表示手
段は、電気的切換え制御により、被写体を映して、該被写体の構図を決定するための構図
決定用鏡としても機能する構成

電気的切換え制御されることにより、光透過状態又は光遮
断状態のいずれかの状態に保持されると共に、前記光透過状態で、前記カメラレンズに光
を通して撮影可能状態とする一方、前記光遮断状態では、前記カメラレンズを隠す働きを
する カメラ付き

構図決定用鏡を兼ねる表示手段 該表示手段は、電気的切換え制
御されることにより、鏡面状態又は非鏡面状態のいずれかの状態に保持されると共に、前
記非鏡面状態で、文字又は画像を表示する表示手段として働く一方、前記鏡面状態では、
被写体を映して、該被写体の構図を決定するための前記構図決定用鏡として働く

カメラ付き
前記レンズ隠し板が、印加電圧に応じて光の透過率が制御される第１の調光層からなる

と共に、前記表示手段が
表示パネル



【０００９】
　また、請求項４記載の発明は、 に係り、

。
【００１０】
　また、請求項５記載の発明は、 に係り、前記

調光層が、液晶を封入したマイクロカプセルが母材中に分散されてなるこ
とを特徴としている。
【００１１】
　また、請求項６記載の発明は、 に係り、

ことを特徴としている。
【００１２】
　また、請求項 記載の発明は、請求項６記載の 携帯型電子機器に係り、前記
制御手段が、前記 調光層に所定の電圧を印加することで、前記

調光層を光透過状態とする一方、前記 調光層への電圧の印加を停止す
ることで、前記 調光層を光遮断状態とすることを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項 記載の発明は、請求項１乃至７のいずれか１に記載の 携帯型
電子機器に係り、通話機能及びデータ通信機能を備えていることを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用い
て具体的に行う。
◇第１実施例
図１は、この発明の第１実施例である折畳型の携帯電話機の構成を示す斜視図であって、
同携帯電話機の筐体が閉じた状態を示す図、図２及び図３は、同携帯電話機の構成を示す
斜視図であって、同携帯電話機の筐体が開いた状態を示す図、図４は、同携帯電話機の構
成を示すブロック図、図５は、同携帯電話機のレンズ隠し板の構成を示す模式断面図、図
６は、同携帯電話機の動作を説明するためのフローチャート、図７は、同携帯電話機の動
作を説明するための説明図、また、図８は、同携帯電話機の動作を説明するための説明図
であって、同図（ａ）は、同レンズ隠し板が透明化されていない状態を示す図、同図（ｂ
）は、同レンズ隠し板が透明化された状態を示す図である。
【００１９】
この例の携帯電話機（携帯型電子機器）１は、図１乃至図３に示すように、折畳可能な筐
体２を備えると共に、本来の通話機能に加えて、内蔵された電子カメラによる撮影機能と
、例えばインターネットに接続してホームページの閲覧や電子メールの送受信が可能なデ
ータ通信機能とを有し、図１乃至図４に示すように、当該携帯電話機本体の構成各部を制
御する制御部（制御手段）３と、制御部３が実行する処理プログラムや各種データ等を記
憶するための記憶部４と、例えば送信用の周囲の風景や人物等を撮影する電子カメラ部（
カメラ）５と、無線電波の送受信を行うアンテナ６と、音声やデータを変調してアンテナ
６を介して無線電波として送信すると共に、無線電波をアンテナ６を介して受信して音声
やデータに復調し、所定のプロトコルに従って通話やデータ通信を行うために用いられる
無線通信部７と、各種操作キー等からなる操作部８と、折畳時に内側となる側に配設され
液晶表示装置からなる主表示部９と、折畳時に外側となる側に配設され液晶表示装置から
なる補助表示部１１と、音声出力用のスピーカ１２と、音声入力用のマイクロフォン１３
と、バッテリパック等からなる電源部１４と、例えば着信を点灯によって通知する着信通
知ランプ１５とを備えている。
【００２０】
筐体２は、ヒンジ部１６で相互に結合された上側筐体１７と下側筐体１８とからなり、ヒ
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請求項３記載のカメラ付き携帯型電子機器 前記
表示パネルが液晶表示パネル又はＥＬ表示パネルであることを特徴としている

請求項３記載のカメラ付き携帯型電子機器
第１及び第２の

請求項３記載のカメラ付き携帯型電子機器 前記
レンズ隠し板及び前記表示手段を前記電気的切換え制御して、撮影時に前記第１及び第２
の調光層を光透過状態とする一方、非撮影時に前記第１及び第２の調光層を光遮断状態と
する制御手段が付加されてなる

７ カメラ付き
第１及び第２の 第１及び第

２の 第１及び第２の
第１及び第２の

８ カメラ付き



ンジ部１６は、上側筐体１７と下側筐体１８とを回転自在に結合して当該携帯電話機１に
折畳可能な構造を付与している。
制御部３は、電子カメラ部５の後述するレンズ隠し板を光透過状態（透明状態）又は光遮
断状態（不透明状態）に切り換えて制御する切換制御プログラムや、主表示部９や補助表
示部１１を制御するための表示制御プログラム、ホームページを閲覧するためのプログラ
ムとしてのブラウザ、電子メールを作成したり送受信するためのプログラムとしてのメー
ラ等の記憶部４に記憶された各種処理プログラムを実行し、記憶部４に確保された各種レ
ジスタやフラグを用いて、構成各部を制御し、情報管理処理等を行う。
【００２１】
記憶部４は、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の半導体メモリからなり、制御部３が実行する上記切換制
御プログラム、表示制御プログラム等の各種処理プログラムや、受信した情報や電子カメ
ラ部５によって撮影された画像データ等の各種情報等が記憶されると共に、制御部３がプ
ログラム実行時に用いる各種レジスタやフラグが確保されている。
例えば、切換制御プログラムには、主として撮影時には、レンズ隠し板１１を光透過状態
（透明状態）とし、主として撮影時以外のときには、レンズ隠し板１１を光遮断状態（不
透明状態）とする制御を行うための手順が記述されている。
【００２２】
電子カメラ部５は、図１、図３及び図４に示すように、上側筐体１７の折畳時に外側とな
る面に設けられ、被写体から到来した光が入射する撮影窓２１と、撮影窓２１の近傍に配
置された例えば標準レンズからなるカメラレンズ２２と、カメラレンズ２２の被写体側に
配設されカメラレンズ２２を覆うレンズ隠し板２３と、カメラレンズ２２を介して結像し
た画像を光電変換して電気信号としての画像信号を出力するＣＣＤ撮像素子等からなる撮
像デバイス２４と、撮像デバイス２４から送られてきた画像信号をＡ／Ｄ変換し、デジタ
ル化した信号にガンマ変換、色空間変換等の画像処理を施す画像処理部２５とを有してい
る。
レンズ隠し板２３は、図５に示すように、印加電圧に応じて光の透過率が制御される調光
フィルム（調光層）３１が２枚の透明ガラス基板３２、３３によって挟まれてなっている
。
【００２３】
調光フィルム３１は、主として撮影時には、調光フィルム３１は光透過状態（透明状態）
とされて、撮影窓２１から入射した光は、調光フィルム３１を透過して、このままカメラ
レンズ２２に向かって入射する。また、主として撮影時以外のときには、調光フィルム３
１は光遮断状態（不透明状態）とされて、撮影窓２１から入射した光は調光フィルム３１
によって散乱され、カメラレンズ２２には、撮影窓２１からの入射光が与えられず、かつ
、カメラレンズ２２は視認されない。
調光フィルム３１は、同図に示すように、液晶が封入されたマイクロカプセル（例えば径
１～２μｍ）３４をポリママトリックス３５中に分散させてなる液晶層３７と、液晶層３
７の両側に配設された透明導電層３８、３９とを有している。
両透明導電層３８、３９間に電圧を印加しないときは、マイクロカプセル３４中の液晶分
子は、任意の方向に配向し、入射した光を散乱し不透明白濁状態となる。
また、両透明導電層３８、３９間に例えば３０～１５０Ｖの交流又は直流電圧を印加した
ときは、マイクロカプセル３４中の液晶分子は、電界方向に配列し、光に対して透明とな
る。なお、印加電圧を低下させれば、入射光の一部を散乱する半透明状態となる。
【００２４】
操作部８は、下側筐体１８の折畳時に内側となる面に配設され、電子カメラ部５による撮
影を可能とする撮影モードを選択すると共にシャッタ釦を兼ねる撮影モードキー８ａや、
電子メールの作成や送受信を行うためのメールモード選キー、音声通話を行うために用い
る通話モード選択キー、ブラウザを起動させてホームページを閲覧するためのブラウザモ
ード選択キー、撮影モード等から待受画面を表示して操作や着信を待機する待受モードへ
移行させるためのクリアキー、電源キー、数字等を入力するためのテンキー、主表示部９
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に表示された表示画面上のカーソルを上下左右方向へ移動させるためのカーソルキー等が
、下側筐体１８の内面に配列されてなっている。
主表示部９は、上側筐体１７の折畳時に内側となる面に配設され例えば透過型の液晶表示
装置からなっている。
補助表示部１１は、上側筐体１７の折畳時に外側となる面の撮影窓２１の下方に配設され
、例えば透過型の液晶表示装置からなり、現在時刻や着信通知等の表示がなされる。
【００２５】
次に、図６乃至図８を参照して、この例の携帯電話機１の動作について説明する。
まず、電源投入後、制御部３は、操作者による入力操作や着信を待機する待受モードに入
り、主表示部９には待受画面を表示させ、調光フィルム３１への電圧印加は行わず、光遮
断状態として入射光を散乱させるようにする（ステップＳＴ１１（図６））。このとき、
図８（ａ）に示すように、カメラレンズ２２は視認されない。なお、補助表示部１１には
、現在時刻等が表示される。
この状態において、操作者が、撮影モードキー８ａを押下して、撮影モードを選択すると
（ステップＳＴ１２）、撮影モードに移行する。
【００２６】
これにより、制御部３は、調光フィルム３１に所定の電圧を印加して、図８（ｂ）に示す
ように、光透過状態（透明状態）とし（ステップＳＴ１３）、撮影窓２１から入射した光
は、調光フィルム３１を透過して、このままカメラレンズ２２に向かって入射し、撮影可
能とされる。
また、制御部３は、主表示部９には、カメラレンズ２２の前方の被写体を画面表示すると
共に、現在、撮影スタンバイ状態であり、再び撮影モードキー８ａを押下することにより
撮影可能である旨のメッセージを表示させる。
この状態において、操作者は、例えば前方の風景を撮影したいと考えた場合は、図７に示
すように、カメラレンズ２２を被写体に向けて、当該携帯電話機を構え、表示部９に映し
出された被写体の映像を見て、好みの大きさや撮影範囲で映し出されるように、当該携帯
電話機の姿勢等を修正し構図を決定する。
【００２７】
こうして構図を決定し撮影範囲等を確認したならば、操作者は撮影モードキー８ａを再び
押下する（ステップＳＴ１４）。
この操作によって、撮影画像が取り込まれ、制御部３は、撮影によって得られた画像デー
タを画像処理部２４から受け取ると、記憶部４に格納する（ステップＳＴ１５）と共に、
調光フィルム３１への電圧の印加を停止して光遮断状態として入射光を散乱させて、カメ
ラレンズ２２が視認されないようにし、この画像データに基づいて所定の表示信号を主表
示部９に与えて画像を表示させる。
この後、操作者が例えば友人宛てに電子メールに撮影した自分自身の画像を添付して送信
したいと考えて、操作部８のメールモード選択キーを押下してメールモードとし、送信操
作を行った場合は、これによって、制御部３は、撮影によって得られた画像データを、無
線通信部７を介して操作者が指定した他の携帯電話機等へ送信する。
【００２８】
このように、この例の構成によれば、カメラレンズ２２の被写体側にはレンズ隠し板２３
が配設され、このレンズ隠し板２３は、操作者の操作により、主として撮影時以外のとき
には光遮断状態（不透明状態）とされて、カメラレンズ２２が視認されず、主として撮影
時には光透過状態（透明状態）とされて、撮影可能とされるように構成されているので、
例えば、撮影時以外に、周囲に大勢の人がいるような場所で、電子メールの送受信を行う
ようなときでも、不用意にカメラレンズを向けられることによる不安感や不快感を周囲の
人に与えることを防止することができる。
また、カメラレンズが設けられることによるデザイン上の違和感を与えることなく、美感
を向上させることができる。
また、レンズ隠し板２３が固定されているので、カメラレンズ２２への塵埃等の付着を確
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実に防止することことができる。
また、機械的に開閉させるレンズカバーを設けた場合と比較して、手動で開閉させる手間
がかからず、しかも、撮影モードキー８ａの押下によってレンズ隠し板２３が透明化され
て、自動的に撮影可能な状態とされるので、迅速にかつ確実に撮影を行うことができる。
【００２９】
◇第２実施例
図９は、この発明の第２実施例である折畳型の携帯電話機の補助表示部の構成を示す模式
断面図、また、図１０は、同携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
この例が上述した第１実施例と大きく異なるところは、補助表示部を撮影時等必要に応じ
て鏡面化可能なようにし、操作者（撮影者）が自分自身を撮影する際に構図決定のために
用いるようにした点である。
これ以外の構成は、上述した第１実施例と略同一であるので、その説明を簡略にする。
【００３０】
この例の携帯電話機は、反射型の液晶表示装置からなり、折畳時に外側となる側の撮影窓
２１の下方に配設され、必要に応じて鏡面化されて、例えば操作者（撮影者）が自分自身
を撮影する時の構図決定のためにも用いられる補助表示部１１Ａを備えている。
補助表示部１１Ａは、図９に示すように、液晶パネル４１と、液晶パネル４１の前面側に
配置されたフロントライト４２と、液晶パネル４１の後面側に配され印加電圧に応じて光
の透過率が制御される調光フィルム４３と、調光フィルム４３の後面側に配された鏡面反
射板４４とを有している。
【００３１】
液晶パネル４１は、外形が矩形状の例えばＴＦＴ方式パネルであり、同図に示すように、
ＴＦＴと透明画素電極とが多数形成されたＴＦＴ基板４５と、ＴＦＴ基板４５と数［μ m
］の間隙を介して対向して固定された対向基板４６と、上記間隙に封入された液晶層４７
と、対向基板４６の前面側に配設された偏向板４８及び四分の一波長板４９とを有してい
る。
フロントライト４２は、蛍光灯等からなる帯状の光を出射する帯状光源５１と、光入射端
面５２側から帯状光源５１の光が入射して、平面状の光照射面５３から面状の照明光をフ
ロントライト４２の後側に配置された液晶パネル４１へ向けて照射すると共に、液晶パネ
ル４１からの反射光を光照射面５３からプリズム状に表面加工され平行な稜線群が形成さ
れたプリズム面５４側へ透過させる光透過性材料からなる導光板５５とを有している。
【００３２】
なお、この例では、カメラレンズ２２の光軸は、上側筐体１７の外側の例えば補助表示部
１１Ａ表面の法線に対して僅かに下方に傾くように設定され、操作者（撮影者）が自分自
身を撮影する際に、鏡面化された補助表示部１１Ａに映し出された範囲と、撮影される範
囲とが一致するようにされている。
この例の調光フィルム４３は、第１実施例で述べたレンズ隠し板２３の調光フィルム３１
と同一構成である。
補助表示部１１Ａは、主として撮影時には、液晶パネル４１の全画素が光透過状態（白色
表示）とされ、かつ、調光フィルム４３は光透過状態とされて、補助表示部１１Ａ全体は
鏡面化されると共に、主として撮影以外のときには、調光フィルム４３は光遮断状態とさ
れて文字や画像が表示される。
【００３３】
次に、図１０を参照して、この例の携帯電話機の動作について説明する。
まず、電源投入後、制御部３は、操作者による入力操作や着信を待機する待受モードに入
り、主表示部９には待受画面を表示させ、補助表示部１１には現在時刻や着信通知等を表
示させる（ステップＳＴ２１（図１０））。
このとき、制御部３は、調光フィルム４３への電圧印加は行わず、光遮断状態として入射
光を散乱させるようにする。したがって、カメラレンズ２２は視認されない。
この状態において、操作者が、撮影モードキー８ａを押下して、撮影モードを選択すると
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（ステップＳＴ２２）、撮影モードに移行する。
【００３４】
これにより、制御部３は、調光フィルム３１、４３に所定の電圧を印加して光透過状態と
すると同時に、液晶パネル４１をその全画素が光透過状態（白色表示）となるように制御
し（ステップＳＴ２３）、レンズ隠し板２３を光透過状態とし、また、鏡面反射板４４か
らの反射光が操作者によって視認されるようにする。
すなわち、カメラレンズ２２には光が入射し、撮影可能とされ、補助表示部１１Ａは鏡面
化されて被写体像が映し出される。
また、制御部３は、主表示部９には、カメラレンズ２２の前方の被写体を画面表示すると
共に、現在、撮影スタンバイ状態であり、撮影モードキー８ａを再び押下することにより
撮影可能である旨のメッセージを表示させる。
【００３５】
操作者は、自分自身を撮影したいと考えた場合は、カメラレンズ２２を自分自身に向けて
、当該携帯電話機を構え、同時に鏡面化された補助表示部１１Ａを見ながら構図を決定す
る。すなわち、例えば自分自身の顔が好みの大きさや配置状態で映し出されるように、当
該携帯電話機の姿勢等を修正する。
こうして構図を決定し撮影範囲等を確認したならば、操作者は撮影モードキー８ａを再び
押下する（ステップＳＴ２４）。なお、この際、制御部３は、所定の音声信号をマイクロ
フォン１３に供給して、シャッタ音を発生させる。
【００３６】
制御部３は、撮影によって得られた画像データを画像処理部２５から受け取ると、記憶部
４に格納する（ステップＳＴ２５）と共に、この画像データに基づいて所定の表示信号を
主表示部９に与えて画像を表示させる。
なお、この例では、クリアキーの押下により、撮影モードは解除され、調光フィルム３１
、４３は共に光遮断状態（不透明状態）とされ、カメラレンズ２２は不可視化され、かつ
補助表示部１１Ａは非鏡面化されて液晶パネル４１には現在時刻等が表示される。
この後、操作者の送信操作により、制御部３は、撮影によって得られた画像データを、無
線通信部７を介して操作者が指定した他の携帯電話機等へ送信する。
【００３７】
この例の構成によれば、第１実施例で述べたのと略同一の効果を得ることができる。
加えて、補助表示部１１Ａを、例えば撮影時のみ鏡面化し、構図決定のために用いること
ができるので、主として撮影時以外のときは、この鏡面部分がデザイン上違和感を与えた
り美感を損ねたりすることがない。
また、操作者（撮影者）は、撮影の際に鏡面化された補助表示部１１Ａに映し出された被
写体像によって確実に撮影範囲や被写体の位置を確認し、円滑に構図を決定し、撮影の失
敗を防止することができる。
また、撮影時以外のときは、例えば現在時刻等を表示する通常の表示装置として用いるこ
とができる。
また、補助表示部１１Ａは、鏡面化によって撮影範囲の確認のみならず、例えば身嗜を整
えるためにも用いることができる。
【００３８】
◇第３実施例
図１１は、この発明の第３実施例である折畳型の携帯電話機の構成を示すブロック図、図
１２は、同携帯電話機のレンズ隠し板及び鏡面部の構成を示す模式断面図、図１３は、同
レンズ隠し板及び鏡面部の構成を示す平面図、また、図１４は、同携帯電話機の動作を説
明するためのフローチャートである。
この例が上述した第２実施例と大きく異なるところは、補助表示部を廃し、代わりにレン
ズ隠し板と一体化され必要に応じて可視化される鏡面部を設けた点、及び筐体が開いてい
るか否かを検出するフリップセンサを設けた点である。
これ以外の構成は、上述した第２実施例と略同一であるので、その説明を簡略にする。
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【００３９】
この例の携帯電話機１Ａは、図１１に示すように、折畳可能な筐体２を備えると共に、制
御部３と、記憶部４と、電子カメラ部５Ａと、アンテナ６と、無線通信部７と、操作部８
と、主表示部９と、折畳時に外側となる側に配設された鏡面部６１と、筐体２が開いてい
るか否かを検出するフリップセンサ（開閉検出手段）６２と、スピーカ１２と、マイクロ
フォン１３と、電源部１４とを備えている。
電子カメラ部５Ａは、同図に示すように、撮影窓２１と、カメラレンズ２２と、レンズ隠
し板２３Ａと、撮像デバイス２４と、画像処理部２５とを有している。
レンズ隠し板２３Ａは、図１２及び図１３に示すように、印加電圧に応じて光の透過率が
制御される調光フィルム６３が、一対の表面側透明ガラス基板６４及び裏面側透明ガラス
基板６５によって挟まれ、かつ裏面側透明ガラス基板６５表面の下側領域（上側筐体１７
のヒンジ１６に近い側の所定の領域）がめっき処理等によって鏡面化処理されてなる積層
体６６のうち、裏面側透明ガラス基板６５表面が鏡面化処理されず透明な状態のままの上
側部分から構成されている。
【００４０】
鏡面部６１は、同図に示すように、上記積層体６６のうち、裏面側透明ガラス基板６５表
面が鏡面化処理されて鏡面反射板６７とされた下側部分から構成されている。
フリップセンサ６２は、筐体２が開いているか否かを検出し、この検出結果に基づいて、
制御部３は、例えば筐体２が開状態でかつ撮影モードキー８ａが押下されたときには、レ
ンズ隠し板２３Ａを透明状態とし、鏡面部６１を鏡面化して、撮影スタンバイ状態とする
ように制御する。
【００４１】
次に、図１４を参照して、この例の携帯電話機１Ａの動作について説明する。まず、電源
投入後、制御部３は、待受モードに入り、調光フィルム６３への電圧印加は行わない。し
たがって、レンズ隠し板２３Ａは光遮断状態とされて入射光を散乱させ、カメラレンズ２
２は視認されない。また、鏡面部６１も光遮断状態とされ、非鏡面状態とされている（ス
テップＳＴ３１（図１４））。
次に、ステップＳＴ３２へ進み、制御部３は、フリップセンサ６２から送られてきた検出
信号に基づいて、筐体２の開閉状態を判断し、筐体２が開状態となった判断すると、ステ
ップＳＴ３３へ進み、筐体２が閉状態であると判断した場合は、ステップＳＴ３１に戻る
。
制御部３は、ステップＳＴ３３で、撮影モードキー８ａが押下されと判断した場合は、調
光フィルム６３に所定の電圧を印加する（ステップＳＴ３４）。
これによって、レンズ隠し板２３Ａは光透過状態とされてカメラレンズ２２には、被写体
から到来した光が入射する。また、鏡面部６１も光透過状態とされて鏡面反射板６７から
の反射光が操作者によって視認されるようにする。すなわち、鏡面部６１は鏡面化されて
被写体像が映し出される。
【００４２】
この状態において、操作者は、自分自身を撮影したいと考えた場合は、カメラレンズ２２
を自分自身に向けて、当該携帯電話機１Ａを構え、同時に鏡面化された鏡面部６１に例え
ば自分自身の顔が好みの大きさや配置状態で映し出されるように、当該携帯電話機１Ａの
姿勢等を修正する。
こうして構図を決定し撮影範囲等を確認したならば、操作者は撮影モードキー８ａを再び
押下する（ステップＳＴ３５）。
これによって、制御部３は、撮影によって得られた画像データを画像処理部２４から受け
取ると、記憶部４に格納し（ステップＳＴ３６）、調光フィルム６３への電圧の印加を停
止して光遮断状態として入射光を散乱させるようにする（ステップＳＴ３７）。したがっ
て、再びカメラレンズ２２は視認不可とされ、鏡面部６１も非鏡面状態とされる。
この後、操作者の送信操作により、制御部３は、撮影によって得られた画像データを、無
線通信部７を介して操作者が指定した他の携帯電話機等へ送信する。
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【００４３】
この例の構成によれば、第２実施例で述べたのと略同一の効果を得ることができる。
加えて、レンズ隠し板と鏡面部とを一体化したので、部品点数を低減し、かつ制御回路の
構成も簡素化することができ、コストを低減することができる。
【００４４】
以上、この発明の実施例を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に
限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの
発明に含まれる。
例えば、上述した実施例では、携帯型電子機器として、携帯電話機を用いる場合について
述べたが、携帯電話機に限らず、例えば、簡易型携帯電話（ＰＨＳ）端末でも、無線通信
機能を有した携帯情報端末（ＰＤＡ）でも良く、携帯電話機の場合と略同一の効果を得る
ことができる。
また、必ずしも無線通信機能を有していなくても良く、デジタルカメラでも良いし、特に
腕時計型のデジタルカメラでも良い。また、カメラが内蔵されたノート型パーソナルコン
ピュータ等であっても良い。
また、携帯電話機の場合は、必ずしも折畳可能な携帯電話機でなくても良い。
【００４５】
また、上述した実施例では、例えばレンズ隠し板の調光フィルムの透明導電層を全体に亘
ってパターン化することなく単純に設ける場合について述べたが、例えばこの透明導電層
をパターン化して、撮影を行わないときに、所定の図柄を表示させたり、多数の画素に分
割して、文字や画像を表示させるようにしても良い。
また、調光フィルムに代えて、主表示部や補助表示部で用いたような液晶パネルを用いる
ようにし、撮影モードでは、全画素を光透過状態とし、これ以外のときは、所定の表示を
させるようにしても良い。
【００４６】
また、上述した実施例では、主表示部や補助表示部において用いる表示素子として液晶表
示素子を用いる場合について述べたが、これに限らず、例えば、ＥＬ表示素子を用いるよ
うにしても良い。また、ＣＲＴやプラズマディスプレイを用いても良い。
すなわち、図１５に示すように、例えば補助表示部７１を、多数の透明な無機ＥＬ素子か
らなるＥＬ表示パネル７２の後面側に鏡面反射板７３を配置して構成するようにしても良
い。
ＥＬ表示パネル７２は、制御部から所定の表示制御信号を受け取ることによって通常の表
示を行い、全画素に対して電圧の印加が停止されることによって全領域に亘って透明体と
なって、外光がＥＬ表示パネル７２を透過して鏡面反射板８３に反射して、反射光が視認
される。
なお、ＥＬ表示パネル７２と鏡面反射板７３との間に調光フィルムを介挿し、鏡面化させ
て用いる場合のみ透明状態に制御するようにしても良い。
このように、ＥＬ表示パネルを用いることによって、部品点数を低減させ、小型化及び軽
量化を図ることができる。
【００４７】
また、上述した実施例では、主表示部や補助表示部を鏡面化する際に、表示面の全領域を
鏡面化する場合について述べたが、その一部を鏡面化するようにしても良い。この際、鏡
面化する領域の面積や位置、形状を、必要に応じて変更可能なように構成しても良い。ま
た、鏡面化しない領域には、文字や絵柄等を表示するようにしても良い。
また、主表示部や補助表示部を、撮影時や身嗜みを整える時以外にも鏡面化し、鏡面に、
使用者の好みに応じて、所定の絵柄やアニメーションを表示させて楽しむようにしても良
い。
【００４８】
また、上述した実施例では、電子カメラ部で撮影した静止画を送信する場合について述べ
たが、当該携帯電話機をテレビ電話として用いるようにしても良い。この際、例えば、主
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表示部の上半分の領域を鏡面化して、操作者自身を映して構図を決定し、主表示部の下半
分の領域に相手側の画像を表示させるようにしても良い。
また、カメラレンズは、標準レンズに限らず広角レンズであっても良い。また、複数のカ
メラレンズを設けて選択可能なように構成しても良い。この際、カメラレンズの種類に応
じて、主表示部や補助表示部の鏡面化される領域の面積や位置を変更可能なようにしても
良い。
【００４９】
また、第１実施例では、撮影モードキー８ａにシャッタ釦の機能を兼ねさせたが、別に専
用のシャッタ釦を、例えば上側筐体１７の上側端部に設けるようにしても良い。
また、例えば、第１実施例では、主表示部や補助表示部を鏡面化させない場合は、通常の
表示を行わせる場合について述べたが、鏡面化させない場合は、無表示としても良い。ま
た、ストロボ装置を設けるようにしても良い。
また、第１実施例では、撮影モードキーを２回押下することによって撮影がなされること
としたが、セルフタイマを備えて一定時間後に撮影がなされるようにしても良い。この際
、撮影モードでは、着信通知ランプを上記一定時間点滅させるように構成しても良い。
また、第１実施例では、撮影窓及びカメラレンズの下方に補助表示部を配置した場合につ
いて述べたが、これに限らず、比較的面積の大きい補助表示部を設け、撮影窓を、この補
助表示部の中央部に配置するようにしても良い。
【００５０】
また、第２実施例では、補助表示部を鏡面化させる場合について述べたが、図１６に示す
ように、電子カメラ部の撮影窓７４、レンズ隠し板７５及びカメラレンズ７６を携帯電話
機の上側筐体の折畳時に内側となる面に設け、主表示部を必要に応じて鏡面化可能な液晶
表示装置から構成するようにしても良い。
また、第２実施例では、補助表示部を、反射型の液晶表示装置を用いて構成する場合につ
いて述べたが、透過型の液晶表示装置を用いて構成するようにしても良い。すなわち、図
１７に示すように、補助表示部７７を、液晶パネル７８と、液晶パネル７８の後面側に配
置されたハーフミラー７９と、ハーフミラー７９の後面側に配置されたバックライト８１
とから構成しても良い。
ここで、液晶パネルとハーフミラーとの間に、調光フィルムを配置しても良い。
また、図１８に示すように、補助表示部８２を、液晶パネル８３と、液晶パネル８３の後
面側に配置されたバックライト８４と、液晶パネル８３の前面側に配置された調光フィル
ム８５と、調光フィルム８５の前面側に配置されたハーフミラー８６とから構成しても良
い。
ここで、補助表示部を鏡面化して用いる場合に、バックライトを消灯するようにしても良
い。
【００５１】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、カメラレンズの被写体側にはレンズ隠し板が配
設され、このレンズ隠し板は、操作者の操作により、主として撮影時以外のときには光遮
断状態とされて、カメラレンズが視認されず、主として撮影時には光透過状態とされて、
撮影可能とされるように構成されているので、例えば、撮影時以外に、周囲に大勢の人が
いるような場所で、電子メールの送受信を行うようなときでも、不用意にカメラレンズを
向けられることによる不安感や不快感を他人に与えることを防止することができる。
また、カメラレンズが設けられることによるデザイン上の違和感を与えることなく、美感
を向上させることができる。
また、レンズ隠し板は固定されているので、カメラレンズへの塵埃等の付着を確実に防止
することことができる。
また、機械的に開閉させるレンズカバーを設けた場合と比較して、手動で開閉させる手間
がかからず、しかも、自動的に撮影可能な状態とされるので、迅速にかつ確実に撮影を行
うことができる。
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【００５２】
また、構図決定用鏡を、例えば撮影時のみ鏡面化し、構図決定のために用いることによっ
て、主として撮影時以外のときは、この鏡面部分がデザイン上違和感を与えたり美感を損
ねたりすることがない。
また、操作者は、撮影の際に鏡面化された構図決定用鏡に映し出された被写体像によって
、確実に撮影範囲や被写体の位置を確認し、円滑に構図を決定し、撮影の失敗を防止する
ことができる。
また、撮影時以外のときは、例えば現在時刻等を表示する通常の表示装置として用いるこ
とができる。
また、構図決定用鏡は、鏡面化によって撮影範囲の確認のみならず、身嗜を整えるために
も用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例である折畳型の携帯電話機の構成を示す斜視図であって、
同携帯電話機の筐体が閉じた状態を示す図である。
【図２】同携帯電話機の構成を示す斜視図であって、同携帯電話機の筐体が開いた状態を
示す図である。
【図３】同携帯電話機の筐体が開いた状態を示す図である。
【図４】同携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図５】同携帯電話機のレンズ隠し板の構成を模式的に示す模式断面図である。
【図６】同携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
【図７】同携帯電話機の動作を説明するための説明図である。
【図８】同携帯電話機の動作を説明するための説明図であって、同図（ａ）は、同レンズ
隠し板が透明化されていない状態を示す図、同図（ｂ）は、同レンズ隠し板が透明化され
た状態を示す図である。
【図９】この発明の第２実施例である折畳型の携帯電話機の補助表示部の構成を示す模式
断面図である。
【図１０】同携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】この発明の第３実施例である折畳型の携帯電話機の構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】同携帯電話機のレンズ隠し板及び鏡面部の構成を示す模式断面図である。
【図１３】同レンズ隠し板及び鏡面部の構成を示す平面図である。
【図１４】同携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１５】この発明の第１実施例の変形例である携帯電話機の補助表示部の構成を示す模
式断面図である。
【図１６】この発明の第２実施例の変形例である携帯電話機の構成を示す斜視図である。
【図１７】この発明の第１実施例の別の変形例である携帯電話機の補助表示部の構成を示
す模式断面図である。
【図１８】この発明の第１実施例のさらに別の変形例である携帯電話機の補助表示部の構
成を示す模式断面図である。
【図１９】従来技術を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１、１Ａ　　　携帯電話機（携帯型電子機器）
２　　　筐体
３　　　制御部（制御手段）
４　　　記憶部
５　　　電子カメラ部（カメラ）
８　　　操作部
９　　　主表示部
１１、１１Ａ　　　補助表示部
１６　　　ヒンジ部
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１７　　　上側筐体
１８　　　下側筐体
２１　　　撮影窓
２２　　　カメラレンズ
２３、２３Ａ　　　レンズ隠し板
２６　　　液晶パネル
２７　　　フロントライト
３１、４３　　　調光フィルム（調光層）
４４　　　鏡面反射板
６１　　　鏡面部（構図決定用鏡） 10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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