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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部を備えた第１筐体と、
　モニタを備えた第２筐体と、
　前記操作部と前記モニタを開閉可能に前記第１筐体と前記第２筐体を連結するヒンジ部
と、
　前記ヒンジ部に配設されたカメラと、
　を備えるカメラ付携帯機器であって、
　前記第１筐体と前記第２筐体が重ね合わされて前記操作部と前記モニタが内側を向いた
形態から前記第１筐体に対して前記第２筐体を１８０度より大きく回転させて前記操作部
と前記モニタが外側を向いた形態に変更し、該形態で前記ヒンジ部により前記第２筐体を
前記第１筐体にロックして前記第１筐体と前記第２筐体を前記ヒンジ部を上向きにして平
面上に倒立させ、
　前記カメラを前記ヒンジ部回りに回動させて前記カメラの撮像レンズを前記倒立した前
記第１筐体と前記第２筐体の間に位置する前記平面上の被写体に向け、
　前記被写体を接写可能とする接写状態に前記カメラが切換えられることを特徴とするカ
メラ付携帯機器。
【請求項２】
　前記第１筐体と前記第２筐体によって前記カメラとの距離が一定に保たれた前記被写体
にピントが合う位置まで前記カメラの前記撮像レンズを移動させる移動手段を有すること
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を特徴とする請求項１に記載のカメラ付携帯機器。
【請求項３】
　前記第１筐体に対して前記第２筐体が１８０度より大きく開かれたことを検出する検出
手段と、
　前記検出手段から検出信号を受信すると前記カメラの撮影モードを、前記被写体を接写
可能とする接写モードに切換える制御手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載のカメラ付携帯機器。
【請求項４】
　前記カメラの前記撮像レンズの前面に配置されて、前記第１筐体と前記第２筐体によっ
て前記カメラとの距離が一定に保たれた前記被写体にピントを合わせる接写用レンズを有
することを特徴とする請求項１に記載のカメラ付携帯機器。
【請求項５】
　前記第１筐体に対して前記第２筐体を１８０度より大きく回転させて前記操作部と前記
モニタが外側を向いた形態に変更されると、前記カメラが前記ヒンジ部回りに回動して前
記カメラの前記撮像レンズが前記被写体に向けられることを特徴とする請求項１～４の何
れか１項に記載のカメラ付携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開閉式の携帯機器であって、ヒンジ部にカメラが配設されたカメラ付携帯機
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来からカメラ付携帯電話によって机上に置かれた被写体を接写するための構成が考案
されている（例えば、特許文献１、又は２参照）。
【０００３】
　特許文献１では、折り曲げ可能とされたアンテナを机上に当接させてカメラと被写体と
の距離を合わせるという構成が開示されている。この構成ではカメラがモニタの裏面に設
けられ、キーボードを備えた第１筐体とモニタを備えた第２筐体が約１８０度開かれた状
態で被写体を接写するので、モニタが上向きになる。このため、モニタで被写体を確認し
ながら接写できるという利点を有するが、携帯電話は撮影者が保持していなければならず
、携帯電話が被写体に対して傾いてしまうとカメラと被写体との距離が狂ってしまう。従
って、接写撮影時の安定性に問題があった。
【０００４】
　また、特許文献２では、上記第１、第２筐体が１８０度未満開かれた状態で、ヒンジ部
を上向きにして第１、第２筐体を机上に倒立させることによって、ヒンジ部に配設された
カメラと被写体との距離を合わせるという接写撮影時の安定性が高い構成が開示されてい
る。この構成では、第１、第２筐体を机上に倒立させた状態でモニタが外を向いており、
モニタで被写体を確認しながら接写撮影を行うことができるようになっている。
【０００５】
　しかし、第１筐体と第２筐体を連結するヒンジ部は、第１、第２筐体を１８０度以上開
くことができなかった。このため、ヒンジ部を、第１、第２筐体を開閉するための開閉軸
と、モニタを裏返すための回転軸との２軸構成にしなければならず、機構が複雑になると
いう問題があった。
【特許文献１】特開２０００－３５８２２５号公報
【特許文献２】特開２００３－１６３８２４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記事実を考慮してなされたものであり、接写をする形態に変化する開閉式の
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カメラ付携帯機器において、接写撮影時の安定性を高めると共に、ヒンジ部の機構の複雑
化を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載のカメラ付携帯機器は、操作部を備えた第１筐体と、モニタを備えた第
２筐体と、前記操作部と前記モニタを開閉可能に前記第１筐体と前記第２筐体を連結する
ヒンジ部と、前記ヒンジ部に配設されたカメラと、を備えるカメラ付携帯機器であって、
前記第１筐体と前記第２筐体が重ね合わされて前記操作部と前記モニタが内側を向いた形
態から前記第１筐体に対して前記第２筐体を１８０度より大きく回転させて前記操作部と
前記モニタが外側を向いた形態に変更し、該形態で前記ヒンジ部により前記第２筐体を前
記第１筐体にロックして前記第１筐体と前記第２筐体を前記ヒンジ部を上向きにして平面
上に倒立させ、前記カメラを前記ヒンジ部回りに回動させて前記カメラの撮像レンズを前
記倒立した前記第１筐体と前記第２筐体の間に位置する前記平面上の被写体に向け、前記
被写体を接写可能とする接写状態に前記カメラが切換えられることを特徴とする。
【０００８】
　請求項１に記載のカメラ付携帯機器では、操作部が第１筐体に備えられ、モニタが第２
筐体に備えられている。この第１筐体と第２筐体は、ヒンジ部によって操作部とモニタを
開閉可能に連結されている。
【０００９】
　このカメラ付携帯電話は、第１筐体と第２筐体が重ね合わされて操作部とモニタが内側
を向いた形態と、第１筐体と第２筐体が開かれて操作部とモニタが外側を向いた形態の２
つの形態に変更可能に構成されている。
【００１０】
　このため、第１筐体と第２筐体との内側に存在する被写体をモニタで確認し、操作部を
操作しながら撮影できる。
　第２筐体は、ヒンジ部によって第１筐体と重ね合わされた状態から１８０度より大きく
回転させてロックできる。このため、ヒンジ部を上向きにして第１筐体と第２筐体を平面
に倒立させることができる。また、この状態で、モニタは外側を向き、カメラはヒンジ部
回りを回動可能とされている。これによって、カメラを第１筐体と第２筐体との内側に存
在する被写体に合わせ、被写体をモニタで確認しながら撮影できる。
　このように、１軸式のヒンジ部の回転の自由度を高くすることによって、モニタを裏返
すための回転軸が不要となり、ヒンジ部の機構の複雑化が防止されている。
　第２筐体が１８０度より大きく開かれると、第２筐体と第１筐体との間に位置するカメ
ラの撮影レンズを、第２筐体と第１筐体との内側の被写体を接写可能とする接写状態に切
換える。これによって、第２筐体と第１筐体との間の被写体が接写可能となる。
【００１１】
　請求項２に記載のカメラ付携帯機器は、請求項１に記載のカメラ付携帯機器であって、
前記第１筐体と前記第２筐体によって前記カメラとの距離が一定に保たれた前記被写体に
ピントが合う位置まで前記カメラの前記撮像レンズを移動させる移動手段を有することを
特徴とする。
【００１２】
　請求項２に記載のカメラ付携帯機器では、第２筐体が１８０度より大きく開かれると、
カメラの撮像レンズが移動手段によって接写位置まで移動される。これによって、第２筐
体を１８０度より大きく開くだけで自動的に第１筐体と第２筐体との内側の被写体を接写
できるようになる。
【００１５】
　請求項３に記載のカメラ付携帯機器は、請求項１に記載のカメラ付携帯機器であって、
前記第１筐体に対して前記第２筐体が１８０度より大きく開かれたことを検出する検出手
段と、前記検出手段から検出信号を受信すると前記カメラの撮影モードを、前記被写体を
接写可能とする接写モードに切換える制御手段と、を有することを特徴とする。



(4) JP 4188810 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

【００１６】
　請求項３に記載のカメラ付携帯機器では、第２筐体が１８０度より大きく開かれると検
出手段によって検出され、制御手段が、検出手段からの検出信号を受信するとカメラの撮
影モードを接写モードに切換える。これによって、第２筐体を開くだけで自動的に被写体
を接写できるようになる。
【００１８】
　請求項４に記載のカメラ付携帯機器は、請求項１に記載のカメラ付携帯機器であって、
前記カメラの前記撮像レンズの前面に配置されて、前記第１筐体と前記第２筐体によって
前記カメラとの距離が一定に保たれた前記被写体にピントを合わせる接写用レンズを有す
ることを特徴とする。
【００１９】
　請求項４に記載のカメラ付携帯機器では、第２筐体を１８０度より大きく開き、接写用
レンズをカメラの撮像レンズの前面に配置することによって、第２筐体と第１筐体との内
側の被写体が接写可能となる。
【００２０】
　請求項５に記載のカメラ付携帯機器は、請求項１～４の何れか１項に記載のカメラ付携
帯機器であって、前記第１筐体に対して前記第２筐体を１８０度より大きく回転させて前
記操作部と前記モニタが外側を向いた形態に変更されると、前記カメラが前記ヒンジ部回
りに回動して前記カメラの前記撮像レンズが前記被写体に向けられることを特徴とする。
【００２１】
　請求項５に記載のカメラ付携帯機器では、第２筐体を、ヒンジ部によって第１筐体と重
ね合わされた状態から１８０度より大きく回転させてロックできる。そして、カメラは、
第２筐体を１８０度より大きく回転させると第１筐体と第２筐体との内側に存在する被写
体に面する。
　このため、第２筐体を１８０度より大きく回転させた後にカメラの位置を調整する必要
がないので、即座に第１筐体と第２筐体の内側の被写体を撮影できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は上記構成にしたので、接写撮影をする形態に変化する開閉式のカメラ付携帯機
器において、接写撮影時の安定性を高めると共に、ヒンジ部の機構の複雑化を防止できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下に図面を参照しながら本実施形態について説明する。
【００２８】
　図１に示すように、カメラ付携帯電話１０は、操作部１２が備えられた第１筐体１４と
、モニタ１６が備えられた第２筐体１８が、ヒンジ部２０によって開閉可能に連結されて
構成されている。第１筐体１４と第２筐体１８を閉じた状態でモニタ１６と操作部１２は
内側に収まる。
【００２９】
　ヒンジ部２０の中央部には回転可能とされたカメラユニット２２が配設されている。図
２に示すように、カメラユニット２２は、円筒形状のケーシング２４の表面に撮像レンズ
２６が配設され、ケーシング２４内にＣＣＤ２８が配設されている。ＣＣＤ２８は、撮像
面の中央部を撮像レンズ２６の光軸に合わされている。
【００３０】
　ケーシング２４の両端部は径が細くなった回転軸２４Ａとされており、この回転軸２４
Ａを回転可能に支持する軸受３０が第１筐体１４の端面に形成されている。回転軸２４Ａ
の円周面には、ラッチ３２が設けられている。ラッチ３２は、回転軸２４Ａの軸方向に延
出する板バネで、三角形状に折り曲げられた先端部３２Ａを回転軸２４Ａの円周面から突
出させている。
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【００３１】
　また、軸受３０の内周面にはラッチ３２を係止する係止溝３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃが形
成されている。係止溝３０Ａは、第１筐体１４の操作部１２側に形成されており、図３（
Ａ）に示すように、ラッチ３２が係止溝３０Ａに係止されると撮像レンズ２６はユーザー
の方向を向く。これによって、自分を撮影する自分撮りが可能となる。
【００３２】
　また、図３（Ｂ）に示すように、カメラユニット２２を時計周り方向（図中矢印Ａ方向
に回転させると、ラッチ３２は軸受３０の内周面によって回転軸２４Ａの円周面内に押し
込まれる。
【００３３】
　また、図３（Ｃ）に示すように、係止溝３０Ｂは、係止溝３０Ａと約１８０度の間隔で
形成されている。ラッチ３２は、この係止溝３０Ｂの位置まで回転軸２４Ａが回転される
と弾性力で回転軸２４Ａの円周面から突出し、係止溝３０Ｂに係止される。この状態で、
撮像レンズ２６は撮影者の反対側、即ち通常の被写体側を向く。これによって、撮影者の
前に存在する被写体を撮影可能となる。
【００３４】
　さらに、図３（Ｄ）に示すように、係止溝３０Ｃは、係止溝３０Ａと係止溝３０Ｂと約
９０度の間隔（係止溝３０Ａと係止溝３０Ａとの中間）で形成されている。この係止溝３
０Ｃにラッチ３２が係止されると撮像レンズ２６は後述する接写撮影対象の被写体側を向
く。これによって、接写撮影が可能となる。
【００３５】
　そして、図４、図５に示すように、軸受３０を挟み込む２個の第１円筒体３４が第２筐
体１８の端面に形成され、第１円筒体３４を挟み込む２個の第２円筒体３６が第１筐体１
４の端面に形成されている。第１円筒体３４は軸方向の一端部（軸受３０側）が底面３４
Ｂとされた底付円筒体であり、第２円筒体３６は、軸方向の両端部が開口された円筒体で
ある。
【００３６】
　このような第１円筒体３４と第２円筒体３６には、ヒンジ３８、３９が挿入され、第１
筐体１４と第２筐体１８が開閉可能となる。図中左側に配設されるヒンジ３８は、第１ヒ
ンジ４０と、第２ヒンジ４２と、回転軸４４と、圧縮コイルバネ４６とで構成されている
。また、図中右側に配設されるヒンジ３９は、第１ヒンジ４０と、第２ヒンジ４１と、回
転軸４４と、圧縮コイルバネ４４とで構成されている。なお、符号が同一である第１ヒン
ジ４０、回転軸４２、圧縮コイルバネ４４は共通の部品である。
【００３７】
　第１ヒンジ４０は、円筒形状をしており、第１円筒体３４に挿入される。第１ヒンジ４
０の円周面には軸方向に延出する２本のキー溝４０Ａが１８０度の間隔で形成され、第１
円筒体３４の内周面には２本のキー３４Ａが１８０度間隔で形成されている。これによっ
て、第１ヒンジ４０は、第１円筒体３４内で回転不能となる。
【００３８】
　また、第２ヒンジ４２は、第１ヒンジ４０と同径の円筒形状をしており、図中左側の第
２円筒体３６に挿入される。第２ヒンジ４２の円周面には軸方向に延出する２本のキー溝
４２Ａが１８０度の間隔で形成され、第２円筒体３６の内周面には、２本のキー溝４２Ａ
が係合する２本のキー３６Ａが１８０度の間隔で形成されている。これによって、第２ヒ
ンジ４２は、左側の第２円筒体３６内で回転不能となっている。
【００３９】
　そして、ヒンジ３９の第２ヒンジ４１は、第１ヒンジ４０と同径の円筒形状をしており
、図中右側の第２円筒体３６に挿入される。第２ヒンジ４１の円周面には軸方向に延出す
る２本のキー溝４１Ａが１８０度の間隔で形成され、第２円筒体３６の内周面に１８０度
の間隔で形成された２本のキー３６Ａに係合している。これによって、第２ヒンジ４１は
、右側の第２円筒体３６内で回転不能となっている。



(6) JP 4188810 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

【００４０】
　また、回転軸４４は、軸方向の一端部にネジ部４４Ａが形成され、軸方向の他端部に笠
部４４Ｂが形成されている。この回転軸４４は、ヒンジ３８の第１ヒンジ４０と第２ヒン
ジ４２、及びヒンジ３９の第１ヒンジ４０と第２ヒンジ４１をそれぞれ貫通し、ネジ部４
４Ａを第１円筒体３４の底面３４Ｂに螺合している。
【００４１】
　また、圧縮コイルバネ４６は、第２ヒンジ４２と笠部４４Ｂとの間、及び第２ヒンジ４
１と笠部４４Ｂとの間にそれぞれ配設され、第２ヒンジ４１、４２をそれぞれ第１ヒンジ
４０へ付勢している。
【００４２】
　また、第１ヒンジ４０と第２ヒンジ４２との当接面４０Ｂ、４２Ｂにはそれぞれ、カム
４３とカム４５が形成されている。カム４３は、断面形状がテーパー状の突起で、カム４
５は、カム４３と係合する断面形状がテーパー状の溝である。
【００４３】
　図６に示すように、カム４３は、当接面４０Ｂの端面から孔４０Ｃを通って反対側の端
面まで延出している。そして、２個のキー３４Ａは、第２筐体１８の厚み方向に沿って配
設され、カム４３は、２個のキー溝４０Ａの配列方向と約９０の角度を持つ径方向へ延出
している。即ち、第１ヒンジ４０が第１円筒体３４内に挿入された状態で、カム４３は、
第２筐体の厚み方向と略直交する方向に延出している。
【００４４】
　また、図７に示すように、カム４５は、当接面４２Ｂの端面から孔４２Ｃを通って反対
側の端面まで延出する３本の第１カム４５Ａ、第２カム４５Ｂ、及び第３カム４５Ｃとで
構成されている。２個のキー３６Ａは、第１筐体１４の厚み方向に沿って配列され、第１
カム４５Ａは、２個のキー溝４２Ａの配列方向と約９０度の角度を持って径方向へ延出し
ている。即ち、第２ヒンジ４２が図中左側の第２円筒体３６内に挿入された状態で、第１
カム４５Ａは、第１筐体１４の厚み方向と略直交する方向に延出している。
【００４５】
　そして、第２カム４５Ｂは、第１カム４５Ａに対して半時計回り方向に約３０度の角度
を持って延出し、第３カム４５Ｃは、第２カム４５Ｂに対して半時計周り方向に約３０度
の角度を持って延出している。
【００４６】
　また、図４、図５に示すように、ヒンジ３９の第１ヒンジ４０と第２ヒンジ４１との当
接面４０Ｂ、４１Ｂにはそれぞれ、カム４３とカム４７が形成されている。カム４３は上
述した通りである。
【００４７】
　カム４７は、カム４３と係合する断面形状がテーパー状の溝で、図７に示すように、当
接面４１Ｂの端面から孔４１Ｃを通って反対側の端面まで延出する３本の第１カム４７Ａ
、第２カム４７Ｂ、及び第３カム４７Ｃとで構成されている。第１カム４７Ａは、２個の
キー溝４１Ａの配列方向と約９０度の角度を持って径方向へ延出している。即ち、第２ヒ
ンジ４１が図中右側の第２円筒体３６内に挿入された状態で、第１カム４５Ａは、第１筐
体１４の厚み方向と略直交する方向に延出している。
【００４８】
　そして、第２カム４７Ｂは、第１カム４７Ａに対して時計回り方向に約３０度の角度を
持って延出し、第３カム４７Ｃは、第２カム４７Ｂに対して時計周り方向に約３０度の角
度を持って延出している。
【００４９】
　第１筐体１４と第２筐体１８を閉じた状態で、ヒンジ３８の第１ヒンジ４０のカム４３
は第２ヒンジ４２の第１カム４５Ａに係合する。また、ヒンジ３９の第１ヒンジ４０のカ
ム４３は第２ヒンジ４１の第１カム４７Ａに係合する。この状態で、第２ヒンジ４２が圧
縮コイルバネ４６によって第１ヒンジ４０に付勢されているので、ヒンジ３８、３９には
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ロックがかかり、第１筐体１４と第２筐体１８とのガタツキが無くなる。
【００５０】
　そして、閉じた状態から第２筐体１８を開くと、ヒンジ３８のカム４５の傾斜面がカム
４３の傾斜面に押され、また、ヒンジ３９のカム４７の傾斜面がカム４３の傾斜面に押さ
れる。これによって、ヒンジ３８のカム４３とカム４５、及びヒンジ３９のカム４３とカ
ム４７の係合が解除され、ヒンジ３８、及びヒンジ３９は回転可能となる。
【００５１】
　そして、閉じた状態から第２筐体１８を１２０度開くと、ヒンジ３８の第１ヒンジ４０
のカム４３は第２ヒンジ４２の第３カム４５Ｃに係合する。また、ヒンジ３９の第１ヒン
ジ４０のカム４３は第２ヒンジ４１の第３カム４７Ｃに係合する。
【００５２】
　そして、さらに第２筐体１８を３０度開き、１５０度（第２回転位置）まで開いた状態
にすると、ヒンジ３８の第１ヒンジ４０のカム４３は第２ヒンジ４２の第２カム４５Ｂに
係合する。また、ヒンジ３９の第１ヒンジ４０のカム４３は第２ヒンジ４１の第２カム４
７Ｂに係合する。図１に示すように第２筐体１８を１５０度（第２回転位置）まで開いた
状態、若しくは更に第２筐体１８を３０度開き、１８０度（第２回転位置）まで開いた状
態で、カメラ付携帯電話１０は、通話や通常の撮影を行う形態となる。この形態で、第１
筐体１４と第２筐体１８は、ヒンジ３８、３９によってロックされているので、通話や通
常の撮影を支障無く行うことができる。
【００５３】
　そして、第２筐体１８を３００度（第１回転位置）まで開くと、ヒンジ３８の第１ヒン
ジ４０のカム４３は第２ヒンジ４２の第３カム４５Ｃに係合し、ヒンジ３９の第１ヒンジ
４０のカム４３は第２ヒンジ４１の第３カム４７Ｃに係合する。これによって、図８、図
９に示すように、第１筐体１４と第２筐体１８は、閉じた状態から３００度開かれた状態
でロックされるので、第１筐体１４と第２筐体をヒンジ部２０を上向きにして平面Ｇ上に
倒立させることが可能となる。
【００５４】
　この状態で、操作部１２とモニタ１６は外側を向いており、さらに、カメラユニット２
２は、上述したように第１筐体１４と第２筐体１８との内側の中心でロックされるように
なっている。このため、平面Ｇ上の被写体をモニタ１６を確認しながら操作部１２を操作
して撮影可能である。
【００５５】
　このように、ヒンジ部２０の回転の自由度を高めることによって、モニタ１６を裏返す
ための回転軸が不要となり、ヒンジ部２０を１軸式にすることができる。これによって、
ヒンジ部２０の機構の複雑化を防止できる。
【００５６】
　図１０には、本実施形態のカメラ付携帯電話１０のカメラユニット２２を操作するため
の回路構成を示すブロック図が示されている。
【００５７】
　カメラ付携帯電話１０には、撮像レンズ２６、ＣＣＤ２８、映像信号処理手段４８、メ
モリコントローラ５０、及びメモリ５２が備えられている。撮像レンズ２６を経由してＣ
ＣＤ２８上に結像された被写体像は、ＣＣＤ２８によってアナログ画像信号に変換される
。そして、ＣＣＤ２８から出力されたアナログ画像信号は、映像信号処理手段４８でアナ
ログ信号処理、Ａ／Ｄ変換、及びデジタル信号処理される。デジタル信号処理されたデジ
タル画像データは、メモリコントローラ５０によって圧縮されてメモリ５２に記録される
。尚、撮影モードによっては、圧縮の過程を省いてメモリ５２に直接記録しても良い。そ
して、メモリ５２に格納されたデジタル画像データはモニタ１６に読み出され、モニタ１
６に被写体像が映し出される。
【００５８】
　また、カメラ付携帯電話１０には、カメラ付携帯電話１０全体の制御を司るシステムコ



(8) JP 4188810 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

ントローラ５４が備えられている。操作部１２を操作して所望の撮影状態に設定し、シャ
ッタボタン５６（図１、図８参照）を押下することによって、写真撮影が行われる。
【００５９】
　また、カメラ付携帯電話１０には、撮像レンズ２６をズーム駆動するズームモータ５８
、第２筐体１８が３００度（第１回転位置）まで開かれたことを検出する検出手段６０、
及びライト６２が設けられている。
【００６０】
　図１１に示すように、検出手段６０は、第２筐体１８側の第１円筒体３４の外周面に形
成された検出用突起６４と、第１筐体１４の裏面１４Ａに設けられ、検出用突起６４によ
って押圧されて導通される検出用接点６６とで構成されている。
【００６１】
　図１１（Ａ）に示すように、第２筐体１８が第１回転位置まで回転されると、図１１（
Ｂ）に示すように、検出用突起６４が検出用接点６６を押圧し、それまで離れていた検出
用接点６６を接続させる。そして、検出用接点６６が接続されるとシステムコントローラ
５４へ検出信号が送信される。システムコントローラ５４は、検出信号を受信するとズー
ムモータ５８を駆動させ、撮像レンズ２６のサーチ範囲をマクロ領域に変更し、撮影モー
ドをマクロ（接写）撮影モードに切換える。そして、第１筐体１４の裏面１４Ａ、及び第
２筐体１８の裏面１８Ａに設けられたライト６２を点灯させる。
【００６２】
　これによって、第１筐体１４と第２筐体１８が倒立された平面Ｇ上で、第１筐体１４と
第２筐体１８の間に位置する被写体を接写可能となる。また、第１筐体１４と第２筐体１
８をヒンジ部２０を上向きにして平面Ｇ上に倒立させて接写を行うので、被写体とカメラ
との距離が一定となり、安定した接写撮影を行うことができる。さらに、ライト６２の照
明によって明るい接写画像が得られる。
【００６３】
　次に、第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同様の構成には同一の符
号を付し、説明は省略する。
【００６４】
　図１２に示すように、カメラ付携帯電話１００では、第１筐体１４の操作部１２が設け
られた面の裏面１４Ａには接写用レンズ１０２が設けられている。この接写用レンズ１０
２は、ヒンジ１０４によって第１筐体１４の裏面１４Ａの収納部１４Ｂに出し入れができ
るようになっている。
【００６５】
　図１３に示すように、第２筐体１８を第１回転位置まで回転させ、カメラユニット２２
を第１筐体１４と第２筐体１８との内側の中心まで回転させる。そして、接写用レンズ１
０２を収納部１４Ｂから展開し、カメラユニット２２の撮像レンズ２６に前面に配置する
。これによって、平面Ｇ上で第１筐体１４と第２筐体１８との内側に位置する被写体のピ
ントが合い、接写可能となる。
【００６６】
　次に、第３実施形態について説明する。なお、第１、第２実施形態と同様の構成には同
一の符号を付し、説明は省略する。
【００６７】
　図１４に示すように、カメラ付携帯電話２００では、カメラユニット２０２の撮像レン
ズ２６がレンズ鏡筒２０４に収納されている。また、円筒体２０６がケーシング２４に一
体で形成されており、レンズ鏡筒２０４は、円筒体２０６によって撮像レンズ２６の光軸
方向に移動可能に支持されている。また、レンズ鏡筒２０４は、引張コイルバネ２０８に
よって軸方向のＣＣＤ２８側の端部を支持されている。
【００６８】
　そして、第１、第２実施形態と同様の構成によって回転可能とされたカメラユニット２
０２を、撮像レンズ２６が第１筐体１４に接近する方向（図中矢印Ａ方向）へ回転させる
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と、図１５に示すように、第１筐体１４の裏面１４Ａに形成されたカム２１０が、レンズ
鏡筒２０４の先端部に形成された笠部２０４Ａに当接する。これによって、レンズ鏡筒２
０４が押し出されて、撮像レンズ２６が平面Ｇ上の被写体にピントが合う接写位置まで移
動される。
【００６９】
　なお、第１乃至第３実施形態では、カメラユニット２２をヒンジ部２０回りに回動可能
としたが、図９に示すように、第２筐体１８が閉じた状態から約３００度開かれると撮像
撮像レンズ２６が第１筐体１４と第２筐体１８との内側の被写体に面するように、カメラ
ユニット２２をヒンジ部２０に固定しても良い。また、カメラユニット２２が第２筐体１
８の回転と連動して回転し、第２筐体１８が閉じた状態から約３００度開かれると撮像レ
ンズ２６が第１筐体１４と第２筐体１８との内側の被写体に面する位置まで回転されるよ
うにしても良い。
【００７０】
　また、第１乃至第３実施形態では、第２筐体１８がヒンジ部２０によってロックされる
角度を１２０度、１５０度、１８０度、３００度としたが、この角度は適宜選択可能であ
る。
【００７１】
　また、第１乃至第３実施形態では、ＣＣＤ２８をヒンジ部２０に配設したが、ＣＣＤ２
８を配設した位置に反射ミラーを配置して撮像レンズ２６を通過した光の進路を屈折させ
、第１筐体１４若しくは第２筐体１８に配設されたＣＣＤ２８に入射させるようにしても
良い。
【００７２】
　さらに、第１乃至第３実施形態では、本発明をカメラ付携帯電話を例に取って説明した
が、ヒンジ部にカメラを備える開閉式（折り畳み式）の他のカメラ付携帯機器、例えば、
ノートパソコンやＰＤＡ等にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】第１実施形態のカメラ付携帯電話を示す斜視図である。
【図２】第１実施形態のカメラ付携帯電話のヒンジ部とカメラユニットを示す分解斜視図
である
【図３】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、第１実施形態のカメラ付携帯電話のカメラ
ユニットが回転する状態を示す断面図である。
【図４】第１実施形態のカメラ付携帯電話のヒンジ部を示す分解斜視図である。
【図５】第１実施形態のカメラ付携帯電話のヒンジ部を示す断面図である。
【図６】（Ａ）、（Ｂ）は第１実施形態のカメラ付携帯電話のヒンジ部を示す断面図であ
る。
【図７】（Ａ）、（Ｂ）は第１実施形態のカメラ付携帯電話のヒンジ部を示す断面図であ
る。
【図８】第１実施形態のカメラ付携帯電話の接写撮影の形態を示す斜視図である。
【図９】第１実施形態のカメラ付携帯電話の接写撮影の形態を示す側面図である。
【図１０】第１実施形態のカメラ付携帯電話のカメラユニットを操作するための回路構成
を示すブロック図である。
【図１１】（Ａ）、（Ｂ）は、第１実施形態のカメラ付携帯電話の第２筐体の回転位置を
検出する検出手段を示す断面図である。
【図１２】第２実施形態のカメラ付携帯電話を示す側断面図である。
【図１３】第２実施形態のカメラ付携帯電話を示す側断面図である。
【図１４】第３実施形態のカメラ付携帯電話を示す側断面図である。
【図１５】第３実施形態のカメラ付携帯電話を示す側断面図である。
【符号の説明】
【００７４】
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　　　　１０　　カメラ付携帯電話（カメラ付携帯機器）
　　　　１２　　操作部
　　　　１４　　第１筐体
　　　　１６　　モニタ
　　　　１８　　第２筐体
　　　　２０　　ヒンジ部
　　　　２２　　カメラユニット（カメラ）
　　　　２６　　撮像レンズ
　　　　５４　　システムコントローラ（制御手段）
　　　　６０　　検出手段
　　　　６４　　検出用突起（検出手段）
　　　　６６　　検出用接点（検出手段）
　　　１００　　カメラ付携帯電話（カメラ付携帯機器）
　　　１０２　　接写用レンズ
　　　２００　　カメラ付携帯電話（カメラ付携帯機器）
　　　２０２　　カメラユニット（カメラ）
　　　２０４　　レンズ鏡筒（移動手段）
　　　２０６　　円筒体（移動手段）
　　　２０８　　引張コイルバネ（移動手段）
　　　２１０　　カム（移動手段）
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