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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面壁、背面壁を有する筐体と、
　前記筐体の正面壁と背面壁との間において、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設け
られたカメラと、
　前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができ
る表示器と、
　前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと共に、前記カメラを回
動操作することができる第１の窓と、
　前記筐体の背面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと共に、前記カメラを回
動操作することができる第２の窓と、
　前記筐体の正面壁と背面壁の端部を接続する縁部において設けられ、前記第１の窓と第
２の窓との枠の一部を形成する架橋部とを備え、
　前記架橋部には、前記カメラに撮影される所定のパターンを有している携帯型電子機器
。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型電子機器において、
　前記筐体は、その縁部に正面壁と背面壁の端部を接続する端面壁を有し、
　前記第１の窓は、正面壁から端面壁にわたって設けられ、
　前記第２の窓は、背面壁から端面壁にわたって設けられていることを特徴とする携帯型
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電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯型電子機器において、
　前記端面壁は、正面壁と背面壁との間の寸法である奥行きと、この奥行きに直交する方
向の寸法である幅を有し、
　前記架橋部は、前記奥行きよりも小さい幅で前記幅方向に延在することを特徴とする携
帯型電子機器。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の携帯型電子機器において、
　前記架橋部は、前記カメラが回動して、前記架橋部を撮影する間の少なくともある回動
位置ではカメラの撮影範囲の全て又はその所定割合の範囲を覆うことができる幅を有して
いる携帯型電子機器。
【請求項５】
　正面壁、背面壁を有する筐体と、
　前記筐体の正面壁と背面壁との間において、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設け
られたカメラと、
　前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができ
る表示器と、
　前記カメラが筐体の外部に臨むように正面壁に設けられた第１の窓と、
　前記カメラが筐体の外部に臨むように背面壁に設けられた第２の窓と、
　前記筐体の正面壁と背面壁の端部を接続する縁部において設けられ、前記第１の窓と第
２の窓との枠の一部を形成する架橋部と、
　前記カメラに撮影された前記架橋部の画像に基づいて、所定の制御を行う制御部と
　を備えてなる携帯型電子機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯型電子機器において、
　前記制御部は、前記カメラによる撮影方向が正面側または背面側に切り替わる旨の表示
を前記表示器に行わせる携帯型電子機器。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６に記載の携帯型電子機器において、
　前記制御部は、前記表示器に撮影画像を上下反転させて表示させる制御を行う携帯型電
子機器。
【請求項８】
　筐体にカメラと前記カメラにより撮影された画像を表示することができる表示器とを備
えた携帯型電子機器において、
　前記カメラは、前記筐体内において、前記筐体の正面側から背面側にかけて回動可能に
設けられると共に、前記筐体には、その正面側と背面側に前記カメラが外部を臨む窓が設
けられ、
　前記カメラが撮影した正面側と背面側との間における前記筐体の壁面画像に基づいて所
定の制御を行う制御部が備えられていることを特徴とする携帯型電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯型電子機器に関し、特に、使用者の手操作によって回動（回転、揺動を含む
）され、その撮影方向を容易に変えることができるカメラを備えた携帯型電子機器に関す
る。尚、本発明における携帯型電子機器とは、例えば携帯電話機、ノート型パーソナルコ
ンピュータ、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタルカメラ、デジタルビデオ
カメラ等を指す。
【０００２】
【従来の技術】



(3) JP 4131805 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

従来、この種の携帯型電子機器としては、例えば特開平６－２８４４１８号公報や特開２
０００－２０１６４号公報に開示された携帯可能なテレビ電話装置やパーソナルコンピュ
ータ等がある。これらの装置は、図１２に示すように、筐体の上部中央において外縁から
所定の深さまで切り取られた形状の凹部を有し、その凹部の中に正逆回動自在に配置され
たカメラを有している。このカメラは、正面側の撮影から反転位置を経て裏面側の撮影ま
で可能なように、撮影方向を１８０°の範囲で正逆回動可能であるように構成されている
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来の携帯型電子機器においては、筐体の一部を外縁から切り取った形状の凹部に
カメラを正逆回動自在に配置しており、筐体の外縁側にあるカメラの部分は、外部に対し
てむき出しの状態になっている。したがって、携帯型電子機器を誤って落下させたような
場合に、筐体の外縁側からカメラに衝撃が加えられ、カメラが損傷する危険性が大きい。
【０００４】
また、撮影方向が反転位置近くの場合、正面側または背面側に切り替わるのが分かり難く
、意図しない側を撮影していることがあり、撮影方向の反転が明確になるようにして欲し
いとの要望もある。
【０００５】
本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであって、筐体の外縁側から加えら
れる衝撃に対してカメラを保護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。また、本発明は、上記効果に加えて更にカメラが反転位置を通過するのが明確
に分かる携帯型電子機器を提供することを目的としている。更にまた、本発明は、カメラ
が反転位置を通過した場合に、撮影画像の正逆を自動的に変更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】
上述した課題を解決するため、本発明は、筐体にカメラを回動自在に備えると共に、筐体
の正面壁に前記カメラにより撮影された画像を表示することができる表示器を備えた携帯
型電子機器であって、前記筐体は前記カメラを筐体内における正面壁と背面壁との間に配
置すると共に、前記筐体の正面壁及び背面壁のそれぞれに、前記カメラが筐体の外部に臨
んでカメラの視野を確保し、且つ前記カメラの回動操作を行うための、周囲が筐体で囲ま
れた窓を備え、前記カメラは、正面壁及び背面壁のそれぞれに設けられた前記窓を通して
外部より回動操作され、その視野方向が前記正面壁方向と背面壁方向との間で変更可能と
なる回動操作機構を介して前記筐体に支持されることを特徴とするものである。
【０００７】
このような構成によれば、筐体内に配置されたカメラは、筐体の窓を通して撮影を行うこ
とができると共に、回動操作可能とされる。そして、この場合、カメラは筐体の正面側及
び背面側を除く外縁側が筐体により覆われることとなり、従来のようにカメラが筐体の外
部に晒されることはなく、従って、外部からの衝撃に対して筐体により保護されることと
なる。また、カメラを正面壁側から背面壁側に回動する場合、カメラの視野が正面壁の窓
と背面壁の窓の間においては、表示器に表示される撮影画像が一時的に暗くなるので、使
用者はそれを視認することでカメラの映像の反転位置を容易に知ることができる。尚、本
発明における携帯型電子機器とは、例えば携帯電話機、ノート型パーソナルコンピュータ
、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等を
指す。
【０００８】
また、本発明は、正面壁、背面壁を有する筐体と、前記筐体の正面壁と背面壁との間にお
いて、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設けられたカメラと、前記筐体の正面壁に設
けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができる表示器と、前記筐体の
正面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと共に、前記カメラを回動操作するこ
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とができる第１の窓と、前記筐体の背面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと
共に、前記カメラを回動操作することができる第２の窓と、前記筐体の正面壁と背面壁の
端部を接続する縁部において設けられ、前記第１の窓と第２の窓との枠の一部を形成する
架橋部とを備えてなるものである。
【０００９】
このような構成によれば、架橋部は、筐体の外縁側からの衝撃が直接カメラに加えられる
のを防止することができる。また、架橋部を撮影することで、カメラがその映像の反転位
置にあることを使用者は容易に知ることができる。この場合、前記架橋部は、筐体の外縁
側から加えられる衝撃からカメラを保護できるような剛性を有していることが好ましい。
なお、架橋部の形状は、任意でよく、実施の形態で示されるようなプレート状に限らず、
例えば、筐体のコーナ部近傍にカメラが配置される場合は、そのコーナーに沿った形状（
例えば筐体の２つの交わる端面（端面壁面）を接続するような曲がり形状）を有していて
も良い。
【００１０】
また、本発明の携帯型電子機器において、前記筐体は、その縁部に正面壁と背面壁の端部
を接続する端面壁を有し、前記第１の窓は、正面壁から端面壁にわたって設けられ、前記
第２の窓は、背面壁から端面壁にわたって設けられていることを特徴とする。さらに、こ
の場合、前記端面壁は、正面壁と背面壁との間の寸法である奥行きと、この奥行きに直交
する方向の寸法である幅を有し、前記架橋部は、前記奥行きよりも小さい幅で前記幅方向
に延在することを特徴とする。
【００１１】
このような構成によれば、カメラを回動させる操作が容易となり、カメラの撮影方向を変
更することが容易に、且つ迅速に行い得る。
【００１２】
また、本発明の携帯型電子機器において、前記架橋部は、前記カメラが回動して、前記架
橋部を撮影する間の少なくともある回動位置ではカメラの撮影範囲の全て又はその所定割
合の範囲を覆うことができる幅を有している携帯型電子機器。
【００１３】
このような構成によれば、カメラの撮影範囲の全部又はその所定割合の範囲が架橋部によ
って覆われているときの画像を表示器に表示すれば、その瞬間において表示器の画面は非
常に暗い画面になるので、カメラの使用者は、撮影面が正面側または背面側に切り替わる
ことを容易に知ることができる。
【００１４】
更に、本発明の携帯型電子機器において、前記架橋部には、前記カメラに撮影される所定
のパターンを有しているものである。このようなパターンを撮影することによっても、カ
メラの使用者は撮影面が正面側から背面側又は背面側から正面側に切り替わることを容易
に知ることができる。
【００１５】
なお、本発明の携帯型電子機器において、前記架橋部は、前記筐体に一体成形されている
。また、本発明の携帯型電子機器は、前記表示器を備えた画像表示パネルと、スイッチを
備えたスイッチ操作パネルとを折り畳み可能に一体化し、前記カメラを前記表示器と、前
記画像表示パネルの筐体の外縁との間に配置した携帯電話機を構成することもできる。
【００１６】
この場合、前記カメラを折り畳み軸方向と平行な軸周りに回動可能である構成とすれば、
筐体の上部外縁あるいは下部外縁の近くにカメラを配置する場合に好適である。また、前
記カメラを折り畳み軸方向と直角な軸周りに回動可能である構成とすれば、筐体の側縁の
近くにカメラを配置する場合に好適である。
【００１７】
また、本発明は、正面壁、背面壁を有する筐体と、前記筐体の正面壁と背面壁との間にお
いて、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設けられたカメラと、前記筐体の正面壁に設
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けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができる表示器と、前記カメラ
が筐体の外部に臨むように正面壁に設けられた第１の窓と、前記カメラが筐体の外部に臨
むように背面壁に設けられた第２の窓と、前記筐体の正面壁と背面壁の端部を接続する縁
部において設けられ、前記第１の窓と第２の窓との枠の一部を形成する架橋部と、前記カ
メラに撮影された前記架橋部の画像に基づいて、所定の制御を行う制御部とを備えてなる
ものである。
【００１８】
また、本発明の携帯型電子機器において、前記架橋部には、前記カメラにより撮影され、
前記制御部がその画像に基づいて所定の制御を行うためのパターンが設けられているもの
である。
【００１９】
このような構成において、前記制御部は、撮影面が正面側または背面側に切り替わる旨の
表示を前記表示器に行わせることができる。あるいは、前記制御部は、前記表示器に撮影
画像を上下反転させて表示させる制御を行うことができる。
【００２０】
更に、本発明は、筐体にカメラと前記カメラにより撮影された画像を表示することができ
る表示器とを備えた携帯型電子機器において、前記カメラは、前記筐体内において、前記
筐体の正面側から背面側にかけて回動可能に設けられると共に、前記筐体には、その正面
側と背面側に前記カメラが外部を臨む窓が設けられ、前記カメラが撮影した正面側と背面
側との間における前記筐体の壁面画像に基づいて所定の制御を行う制御部が備えられてい
ることを特徴とするものである。
【００２１】
このような構成によれば、架橋部はカメラに衝撃が加えられるのを防止することができる
だけでなく、制御部によって、カメラの使用者に撮影面が正面側または背面側に切り替わ
ることを表示で通知できる。制御部による表示としては、表示器の画面全体を暗くすると
か、撮影面が正面側または背面側に切り替わる旨のメッセージを画面に表示するとか種々
の表示方法が考えられる。
また、制御部は、カメラが正面側から背面側に向きを変えるとき、又は背面側から正面側
に向きを変えるときに、自動的に表示器に表示される撮影画像を上下反転させることも可
能であり、これによれば、使用者はカメラの回動状態によらず、常に正立された画像を視
認することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について添付図面に基づいて説明する。
実施の形態１．
図１は、本発明の携帯型電子機器の実施の形態１を示す外観図、図２（Ａ）は、図１の携
帯型電子機器においてカメラのレンズが正面側に向けられた状態を示す図、図２（Ｂ）は
、図１の携帯型電子機器においてカメラのレンズが上方の外縁側に向けられた状態を示す
図、図３は、図２（Ａ）で示される状態のカメラと筐体との関係を示すカメラの拡大断面
図、図４は、図２（Ｂ）で示される状態のカメラの撮影可能範囲（視野角）と、架橋部の
幅寸法との関係を説明するための拡大断面図、図５（Ａ）は、図２（Ａ）の状態のカメラ
の保持構造を正面側から見た外観図、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）の右側面図である。
【００２３】
図１で示された携帯型電子機器１００は携帯型のデータ送受信装置であって、正面中央部
分には、種々の画像を表示するための表示器１０が配置されている。表示器１０の周辺に
は各種の操作に必要なスイッチングのための操作ボタン２０が配置されている。上部の中
央部分には正面から背面に貫通する空間が設けられ、その中に外観が円筒形状のカメラ３
０が水平方向を軸として正逆回動自在（正逆回転自在）に配置されている。この場合、カ
メラ３０の上方は、筐体４０の一部からなる架橋部４４に覆われている。架橋部４４とカ
メラ３０の外周との間隙は、カメラ３０の回動を妨害しない程度にできるだけ小さなもの
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とされている（あるいは、その間隙からカメラのレンズに光があまり入り込まないように
、その間隙を埋めるための柔らかなクッション材を利用してもよい）。したがって、カメ
ラ３０は、正面側と背面側とを除いて周囲を筐体ないし架橋部で囲まれることとなる。
【００２４】
以上の構成において、筐体４０は正面壁４０ａ、背面壁（図１裏側面壁）４０ｂ、これら
正面壁４０ａと背面壁４０ｂの端部を接続する端面壁４０ｃとを有し、カメラ３０は筐体
４０の正面壁４０ａと背面壁４０ｂとの間において、正面壁４０ａから背面壁４０ｂに向
けて回動可能に設けられ、表示器１０は筐体４０の正面壁４０ａに設けられ、カメラ３０
が筐体４０の外部に臨むと共に、カメラ３０を回動操作することができる第１の窓４０ｄ
が筐体４０の正面壁４０ａに設けられ、カメラ３０が筐体４０の外部に臨むと共に、カメ
ラ３０を回動操作することができる第２の窓４０ｅが筐体４０の背面壁４０ｂに設けられ
ている。そして、架橋部４４は、第１の窓４０ｄと第２の窓４０ｅの端面壁４０ｃ側（筐
体の縁部）において第１の窓４０ｄと第２の窓４０ｅとの枠の一部（図１では上枠）を形
成するように設けられている。
【００２５】
さらに、第１の窓４０ｄは、正面壁４０ａから端面壁４０ｃにわたって設けられ、第２の
窓４０ｅは、背面壁４０ｂから端面壁４０ｃにわたって設けられており、更に、端面壁４
０ｃは、正面壁４０ａと背面壁４０ｂとの間の寸法である奥行きと、この奥行きに直交す
る方向の寸法である幅を有し、架橋部４４は、奥行きよりも小さい幅で前記幅方向に延在
している。そして、架橋部４４は、カメラ３０が回動して、架橋部４４を撮影する間の少
なくともある回動位置ではカメラの撮影範囲の全て又はその所定割合の範囲を覆うことが
できる幅を有している。
【００２６】
上述のような架橋部４４の構造から、図１または図２（Ａ）で示されるようにカメラ３０
が正面を向いているとき（または、背面を向いているとき）には、カメラ３０のレンズ３
１の視野は架橋部４４によって妨げられることはないが、図２（Ｂ）のようにレンズ３１
が上方を向いているときには、レンズ３１の視野は架橋部４４によってその全てが覆われ
てしまう。カメラ３０のレンズ３１の向きを変更するには、例えば、カメラ３０の外周部
に第１の窓４０ｄや第２の窓４０ｅを通して指を押し当てて矢印ＲＲで示される方向に回
動させればよい。
【００２７】
カメラ３０は、３６０°回動するようにしてもよいが、下側の機器本体を撮影してもあま
り意味がないので、この例では、正面および背面におけるカメラ３０のレンズ３１を下向
きに回転できる角度は、真下を向く伏角９０°の位置（カメラ収納位置）から真後ろを向
く位置までで、合計２７０°くらいまでであるものとする。
【００２８】
なお、上述の説明では、架橋部４４は、筐体４０の一部であるとしたが、剛性をもつ別部
材であってもよい。すなわち、カメラ３０は、筐体４０の外縁から所定の深さに切り取ら
れた形状の凹部の中に正逆回転自在に配置され、その外縁側が筐体４０とは別部材の架橋
部４４によって覆われるように構成してもよい。
【００２９】
上述のカメラ３０は、図３に示されるように構成されている。すなわち、ほぼ円筒形状を
したカメラケース３３，３４が架橋部４４の下で正逆回転自在に保持されている。カメラ
ケース３３，３４の中央部分にレンズ３１が取り付けられている。レンズ３１の後方には
カメラモジュール３５および押し付け部材（クッション）３６が配置されている。図４に
示されるように、架橋部４４の幅ＤＢは、レンズ３１が上方に向けられたとき、ある角度
位置で少なくともレンズ３１の視野ＤＡを全て覆うことができるような大きさに設定され
ている。これは、撮影方向が正面側または背面側に切り替わるのを使用者に明確に分から
せるためである。なお、図４（Ｂ）は架橋部４４の底面に設けられたパターンを示してお
り、これについては、実施の形態５において後述する。
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【００３０】
一方、架橋部４４の幅ＤＢは、正面側および背面側における撮影可能範囲を小さくさせた
り、カメラ３０を回転させるための操作性を悪くさせるほど、あまり大きく設定すべきで
はない。実施の形態における架橋部４４の幅は、視野ＤＡの全て覆う大きさとしたが、全
てを覆わなくても、使用者が撮影方向が正面側又は背面側に切り替わるのを容易に視認で
きる程度に視野の全領域の所定割合を覆うようにしても良い。
【００３１】
さらに、架橋部４４の幅ＤＢのこのような設定に対応して、携帯型電子機器１００を誤っ
て落下させた場合にカメラ３０を保護することに備えて、望みの強度を保つために架橋部
４４の厚みも適切に設定されなければならない。なお、携帯型電子機器１００の筐体の厚
みは、落下等の際に正面側または背面側から加えられる衝撃を避けるために、カメラの外
径よりも若干大になるように設定するのが好ましい。
【００３２】
さらに、カメラ３０の支持構造について図５（Ａ）および図５（Ｂ）を参照して簡単に説
明する。カメラ３０の回転軸方向の一方の端末には軸受３７が取り付けられ、他方の端末
にはヒンジモジュール３８が取り付けられている。これらの部材３７，３８が筐体４０に
固定されたシャーシ５０に取り付けられることにより、カメラ３０を回動自在に支持して
いる。ここに、カメラケース３３、軸受け３７、ヒンジモジュール３８は、本発明の回動
操作機構を構成している。シャーシ５０には、プリント基板６０が取り付けられ、プリン
ト基板６０のヒンジモジュール３８と対向する部分には光センサ６９が取り付けられ、ヒ
ンジモジュール３８側のカメラ３０の回動軸の端部に取り付けられた反射板３９の回転位
置を検出することにより、カメラ３０の向きを検出できるようになっている。なお、カメ
ラ３０の画像出力等は、軸受３７の部分に配置されたフレキシブルケーブル６８でプリン
ト基板６０に供給される。
【００３３】
実施の形態２．
次に、本発明の実施の形態２について説明する。図６は、本発明の携帯型電子機器として
折り畳み可能な携帯電話機が折り畳まれているところを示す外観図、図７は、図６の画像
表示パネルとスイッチ操作パネルとを有する携帯電話機が使用のために、回転軸Ｒ－Ｒを
中心に開かれているところを示す外観図である。図７で示されるように、携帯電話機２０
０において、カメラ１３０は、画像表示パネル１４１に配置された表示器１１０と、画像
表示パネル１４１の筐体の上部外縁の架橋部１４４との間の空間に取り付けられている。
スイッチ操作パネル１４２には、種々の操作のためのスイッチ１２０，１２１が配置され
ている。図７において、カメラ１３０は、携帯電話機２００の縦方向（筐体の長手方向）
に直交する横方向、すなわち折り畳み軸に相当するＲ－Ｒ軸に平衡に横方向に延びる軸の
周りを正逆回転できるように取り付けられている（カメラ横型取付）。
【００３４】
なお、本実施の形態において、画像表示パネル１４１は実施の形態１における筐体４０に
対応しており、画像表示パネル１４１にカメラ１３０を支持する構成は、実施の形態１の
筐体４０にカメラ３０を支持する構成と同様であり、画像表示パネル１４１には、表示器
１１０を備えた正面壁とその裏面である背面壁にカメラが外部を望む窓１４１ｄ，１４１
ｅが設けられている。以下の実施の形態においても、これらの構成は同様である。
【００３５】
実施の形態３．
図８は、本発明の実施の形態３の携帯電話機を示す外観図である。図８で示される携帯電
話機２０１においては、カメラ１３０は、画像表示パネル１４３に配置された表示器１１
０と、画像表示パネル１４３の筐体上部外縁の架橋部１４５との間の空間に取り付けられ
、形成される窓（第１の窓）１４３ｄより外部を臨んでいる。図８で示される携帯電話機
２０１においては、図７で示されると同様のカメラ１３０が携帯電話機２０１の縦方向（
筐体の長手方向）に延びる軸の周りを回動できるように取り付けられている。すなわち、
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図８のカメラ１３０の回転軸方向は、図７のカメラ１３０の回転軸方向と９０度だけ異な
る。したがって、図８の架橋部１４５は、図１および図７の架橋部４４，１４４とは異な
り、撮影方向が正面側または背面側に切り替わるのを使用者に分からせる働きはなく、カ
メラ１３０を携帯電話機の落下の際等に保護するために働く。この場合、撮影方向が切り
替わるのを使用者に分からせるのは、カメラ１３０の左側または右側の筐体の一部を用い
れば可能である。この場合、カメラ１３０の撮像は、背面側についても正立しているので
、反転する必要はない。
【００３６】
実施の形態４．
図９は、本発明の実施の形態４の携帯電話機を示す外観図である。図９で示される携帯電
話機２０２においては、カメラ１３０は、画像表示パネル１４６に配置された表示器１１
１と、筐体（画像表示パネル１４６）の左外縁の架橋部１４７との間の空間に取り付けら
れ、形成される窓（第１の窓）１４６ｄより外部を臨んでいる。図９で示される携帯電話
機２０２においては、図８で示されると同様のカメラ１３０が携帯電話機２０２の縦方向
（筐体の長手方向）に延びる軸、すなわち折り畳み軸に直交する方向を有する軸の周りを
正逆回動自在に取り付けられている（カメラ縦型取付）。したがって、図９の架橋部１４
７は、図１および図７の架橋部４４，１４４と同様に、撮影方向が正面側または背面側に
切り替わるのを架橋部１４７を用いて、使用者に分からせるように使用することが可能で
あるとともに、携帯電話機２０２の落下の際等にカメラ１３０を保護する役目を果たすこ
ともできる。
【００３７】
実施の形態５．
上述の各実施の形態において、撮影方向が正面側または背面側に切り替わるのを検出する
方法についての一例を説明する。なお、この方法は、不図示の制御部によって実行される
。第１の方法は、カメラのレンズが架橋部に対向したとき、回転方向を認識できるような
パターン（例えば、架橋部の幅方向に直角な底辺を有する二等辺三角形状（▲）のパター
ン：図４（Ｂ）参照）を架橋部に備えておく方法である（この場合、三角形状のパターン
を読みとれるように若干の光を導入することが好ましい）。
【００３８】
なお、このパターンは架橋部に備えるのではなく、図５（Ａ）に示す反射板３９の代わり
に、このパターンを持ったプレートを配置してもよいし、あるいは、反射板３９の上にこ
のパターンを形成してもよく、カメラ回転時に移動するこのパターンが光センサ６９によ
って読み取られるようにすることもできる。
【００３９】
したがって、図１０に示されるように、カメラが回転してレンズが架橋部を通過する際に
、制御部は、カメラ３０による撮影画像又は光センサ６９の信号に基づいて、パターン（
▲）の有ることを検出し（Ｓ２１）、通過するパターンの幅は、“小”→“大”への変化
か“大”→“小”への変化かを判断し（Ｓ２２）、その判断に基づいて、カメラ反転の決
定（Ｓ２３）、あるいは、カメラ正転の決定（Ｓ２４）を行う。
【００４０】
そして、この決定に基づいて、カメラによる撮像面が正面側または背面側に切り替わる旨
の表示を表示器に行う。あるいは、この撮影面が切り替わる旨の表示に代わり、制御部は
、撮影画像を表示器に表示させる場合に、自動的に撮影画像を上下反転させて表示させる
ようにしても良い。
【００４１】
実施の形態６．
なお、パターンを設けなくても、カメラが回動され、カメラのレンズが架橋部に対向した
とき、上述したように、カメラの視野は架橋部により覆われた時点で、撮影画像は極端に
暗くなり、更なる回動に伴って再び撮影画像は明るくなる。そこで、制御部はこの明るさ
の変化を検出することで、正面側から背面側、又はその逆にカメラの向きの変更が行われ
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たと判断し、カメラによる撮像面が正面側または背面側に切り替わる旨の表示を表示器に
行うようにしても良い。
【００４２】
以上に架橋部の撮影画像に基づいて、表示器に対する制御を行う場合について説明したが
、機械的に撮影方向が正面側または背面側に切り替わるのを検出し、その検出結果に基づ
いて表示器に対する制御を行うこともできる。例えば、図示しないが、筐体側およびカメ
ラ側のうちの一方側に、突起状のアクチュエータの押圧／解除でオン／オフするスイッチ
を取り付け、他方側にはカムを設ける方法である。例えば、カメラが正面側を向いている
角度位置にあるときには、スイッチのアクチュエータがあまり押されなくて、スイッチは
オフとなり、カメラが背面側を向いている角度位置にあるときには、スイッチのアクチュ
エータが強く押されて、スイッチがオンとなるように構成する。したがって、図１１に示
されるように、制御部は、スイッチが“オン”→“オフ”への変化か、“オフ”→“オン
”への変化かを判断し（Ｓ１１）、その判断に基づいて、カメラ反転の決定（Ｓ１２）、
あるいは、カメラ正転の決定（Ｓ１３）を行う。さらに、この決定に基づいて、制御部は
、カメラによる撮像面が正面側または背面側に切り替わる旨の表示を表示器に行うように
するのが好ましい。
【００４３】
（付記１）筐体にカメラを回動自在に備えると共に、筐体の正面壁に前記カメラにより撮
影された画像を表示することができる表示器を備えた携帯型電子機器であって、
前記筐体は前記カメラを筐体内における正面壁と背面壁との間に配置すると共に、前記筐
体の正面壁及び背面壁のそれぞれに、前記カメラが筐体の外部に臨んでカメラの視野を確
保し、且つ前記カメラの回動操作を行うための、周囲が筐体で囲まれた窓を備え、
前記カメラは、正面壁及び背面壁のそれぞれに設けられた前記窓を通して外部より回動操
作され、その視野方向が前記正面壁方向と背面壁方向との間で変更可能となる回動操作機
構を介して前記筐体に支持されることを特徴とする携帯型電子機器。
（付記２）正面壁、背面壁を有する筐体と、
前記筐体の正面壁と背面壁との間において、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設けら
れたカメラと、
前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができる
表示器と、
前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと共に、前記カメラを回動
操作することができる第１の窓と、
前記筐体の背面壁に設けられ、前記カメラが筐体の外部に臨むと共に、前記カメラを回動
操作することができる第２の窓と、
前記筐体の正面壁と背面壁の端部を接続する縁部において設けられ、前記第１の窓と第２
の窓との枠の一部を形成する架橋部と
を備えてなる携帯型電子機器。
（付記３）付記２に記載の携帯型電子機器において、
前記筐体は、その縁部に正面壁と背面壁の端部を接続する端面壁を有し、
前記第１の窓は、正面壁から端面壁にわたって設けられ、
前記第２の窓は、背面壁から端面壁にわたって設けられていることを特徴とする携帯型電
子機器。
（付記４）付記３に記載の携帯型電子機器において、
前記端面壁は、正面壁と背面壁との間の寸法である奥行きと、この奥行きに直交する方向
の寸法である幅を有し、
前記架橋部は、前記奥行きよりも小さい幅で前記幅方向に延在することを特徴とする携帯
型電子機器。
（付記５）付記２乃至付記４のいずれかに記載の携帯型電子機器において、
前記架橋部は、前記カメラが回動して、前記架橋部を撮影する間の少なくともある回動位
置ではカメラの撮影範囲の全て又はその所定割合の範囲を覆うことができる幅を有してい
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る携帯型電子機器。
（付記６）付記２乃至付記５のいずれかに記載の携帯型電子機器において、
前記架橋部には、前記カメラに撮影される所定のパターンを有している携帯型電子機器。
（付記７）付記２乃至付記６のいずれかに記載の携帯型電子機器において、
前記架橋部は、前記筐体に一体成形されている携帯型電子機器。
（付記８）付記２乃至付記７のいずれかに記載の携帯型電子機器において、
前記表示器を備えた画像表示パネルと、スイッチを備えたスイッチ操作パネルとを折り畳
み可能に一体化し、前記カメラを前記表示器と、前記画像表示パネルの筐体の外縁との間
に配置した携帯電話機を構成する携帯型電子機器。
（付記９）付記８に記載の携帯型電子機器において、
前記カメラは、折り畳み軸方向と平行な軸周りに回動可能である携帯型電子機器。
（付記１０）付記９に記載の携帯型電子機器において、
前記カメラは、折り畳み軸方向と直角な軸周りに回動可能である携帯型電子機器。
（付記１１）正面壁、背面壁を有する筐体と、
前記筐体の正面壁と背面壁との間において、正面壁から背面壁に向けて回動可能に設けら
れたカメラと、
前記筐体の正面壁に設けられ、前記カメラにより撮影された画像を表示することができる
表示器と、
前記カメラが筐体の外部に臨むように正面壁に設けられた第１の窓と、
前記カメラが筐体の外部に臨むように背面壁に設けられた第２の窓と、
前記筐体の正面壁と背面壁の端部を接続する縁部において設けられ、前記第１の窓と第２
の窓との枠の一部を形成する架橋部と、
前記カメラに撮影された前記架橋部の画像に基づいて、所定の制御を行う制御部と
を備えてなる携帯型電子機器。
（付記１２）付記１１に記載の携帯型電子機器において、
前記架橋部には、前記カメラにより撮影され、前記制御部がその画像に基づいて所定の制
御を行うためのパターンが設けられている携帯型電子機器。
（付記１３）付記１１又は付記１２に記載の携帯型電子機器において、
前記制御部は、撮影面が正面側または背面側に切り替わる旨の表示を前記表示器に行わせ
る携帯型電子機器。
（付記１４）付記１１又は付記１２に記載の携帯型電子機器において、
前記制御部は、前記表示器に撮影画像を上下反転させて表示させる制御を行う携帯型電子
機器。
（付記１５）筐体にカメラと前記カメラにより撮影された画像を表示することができる表
示器とを備えた携帯型電子機器において、
前記カメラは、前記筐体内において、前記筐体の正面側から背面側にかけて回動可能に設
けられると共に、前記筐体には、その正面側と背面側に前記カメラが外部を臨む窓が設け
られ、
前記カメラが撮影した正面側と背面側との間における前記筐体の壁面画像に基づいて所定
の制御を行う制御部が備えられていることを特徴とする携帯型電子機器。
【００４４】
【発明の効果】
本発明の携帯型電子機器は、以上において説明したように構成され、筐体に配置されたカ
メラは、筐体の正面側及び背面側を除く外縁側が筐体により覆われる構造を有し、例えば
、筐体の正面側および背面側を除く外縁側が筐体に連結された架橋部によって覆われてい
るので、筐体の外縁側からのカメラに対し加えられる衝撃は架橋部によって防止される。
また、カメラが回転され撮影面が正面側または背面側に移行するとき、表示器の画像は、
架橋部を撮影することになるので、例えば、一旦暗くなり、使用者は画像反転位置の通過
を明確に知ることができ、画像反転位置付近における正面側または背面側の画像を誤認識
することが防止される。
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また、本発明の携帯型電子機器は、筐体の一部を撮像することにより、表示器に対する画
像の表示切り替えを使用者に指示し、或いは自動的に表示画像の正逆を変更することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の携帯型電子機器の第１の実施の形態を示す外観図である。
【図２】図２（Ａ）は、図１の携帯型電子機器においてカメラのレンズが正面に向けられ
た状態を示す図である。
図２（Ｂ）は、図１の携帯型電子機器においてカメラのレンズが上方の外縁側に向けられ
た状態を示す図である。
【図３】図２（Ａ）で示される状態のカメラと筐体との関係を示す拡大断面図である。
【図４】図４（Ａ）は、図２（Ｂ）で示される状態のカメラの撮影可能範囲（視野角）と
、架橋部の幅寸法との関係を説明するための拡大断面図である。
図４（Ｂ）は、架橋部の裏面に設けられたパターンの一例を示す図である。
【図５】図５（Ａ）は、図２（Ａ）の状態のカメラの保持構造を正面側から見た外観図で
ある。
図５（Ｂ）は、（Ａ）の右側面図である。
【図６】本発明の携帯型電子機器の第２の実施の形態である折り畳み可能な携帯電話機が
折り畳まれているところを示す外観図である。
【図７】図６の携帯電話機が使用のために開かれているところを示す外観図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態の携帯電話機を示す外観図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態の携帯電話機を示す外観図である。
【図１０】カメラの回転とともに通過する所定のパターンを読み取って回転方向を検出す
る動作を説明するためのフローチャートである。
【図１１】スイッチを用いて回転方向を検出する動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１２】従来例におけるカメラの配置状態を説明するための図である。
【符号の説明】
１０，１１０，１１１　表示器、２０　操作ボタン、３０，１３０　カメラ、３１　レン
ズ、３３，３４　カメラケース、３５　カメラモジュール、３６　押し付け部材（クッシ
ョン）、３７　軸受、３８　ヒンジモジュール、３９　反射板、４０　筐体、４０ａ　正
面壁、４０ｂ　背面壁、４０ｃ　端面壁、４０ｄ，４０ｅ，１４１ｄ，１４１ｅ，１４３
ｄ，１４６ｄ　窓、４４，１４４，１４５，１４７　架橋部、５０　シャーシ、６０　プ
リント基板、６８　フレキシブルケーブル、６９　光センサ、１００　携帯型電子機器、
１２０，１２１　スイッチ、１４１，１４３，１４６　画像表示パネル、１４２　スイッ
チ操作パネル、２００，２０１，２０２　携帯電話機。
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