
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像機能を有する携帯通信端末装置であって、
　主面において各種キーを有する操作部を配置した下側筐体と、
　主面において表示画面を有する表示部を配置した上側筐体と、
　前記上側筐体の端部において前記表示画面にほぼ垂直な軸を回転軸としてスライド回転
可能に結合し、前記上側筐体の表示部を露出すると共に前記下側筐体の操作部が前記上側
筐体によって遮蔽される閉状態と、前記上側筐体の表示部および前記下側筐体の操作部が
露出する開状態とを前記スライド回転によって変更する結合部と、
　前記下側筐体の前記操作部の裏面に配置され、前記閉状態において 露出する位置に設
けられた撮像部と、
　前記表示部の表示画面をファインダとして利用し前記撮像部の撮像動作を制御する撮像
制御手段と、
　

ことを特徴とする携帯通信端末装置。
【請求項２】
　前記上側筐体および前記下側筐体の一方の外側面に設けられ、撮像を指示する撮像ボタ
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前記閉状態および開状態を検出する開閉検出手段をさらに備え、
　前記撮像制御手段は、撮像モードへの移行の指示を受けた場合、前記上側筐体が前記開
状態にあると判断されたとき、撮像モードへの移行または前記撮像部による撮像動作を抑
止する
　



ンをさらに備え、
　前記撮像制御手段は、前記撮像ボタンの所定の操作に従って撮像モードに移行し、この
撮像モードでは、前記表示部の表示画面をファインダとして利用し前記撮像ボタンの操作
に応じて前記撮像部による撮像を行うことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末装置
。
【請求項３】
　 撮像制御手段は、撮像モードに入っている状態で前記開状態になったと判断された
とき、前記撮像部による撮像動作を抑止することを特徴とする請求項１または２記載の携
帯通信端末装置。
【請求項４】
　前記撮像制御手段は、前記上側筐体が前記開状態から前記閉状態になったと判断された
とき、前記撮像動作の抑止を解除することを特徴とする請求項３記載の携帯通信端末装置
。
【請求項５】
　前記撮像制御手段は、前記撮像動作を抑止する際に前記閉状態にするように促す警告メ
ッセージを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項 または 記載の携帯通信端
末装置。
【請求項６】
　前記撮像制御手段は、撮像モードに入った後、前記操作部における所定の操作に従って
撮像モードから離脱することを特徴とする請求項１または２記載の携帯通信端末装置。
【請求項７】
　 撮像制御手段は、撮像モードに入っている状態で前記開状態になったと判断された
とき、撮像モードから離脱することを特徴とする請求項１または２記載の携帯通信端末装
置。
【請求項８】
　前記上側筐体の前記主面に配置された第２の操作部をさらに備え、前記撮像制御手段は
、撮像モードに入っている状態で前記第２の操作部の操作に従って撮像モードから離脱す
ることを特徴とする請求項１または２記載の携帯通信端末装置。
【請求項９】
　撮像機能を有する 通信端末装置であって、
　主面において各種キーを有する操作部を配置した下側筐体と、
　主面において表示画面を有する表示部を配置した上側筐体と、
　前記上側筐体と前記下側筐体とを、前記上側筐体の表示部を露出すると共に前記下側筐
体の操作部が前記上側筐体によって遮蔽される閉状態と、前記上側筐体の表示部および前
記下側筐体の操作部が露出する開状態とに変更可能に結合する結合部と、
　前記閉状態および開状態を検出する開閉検出手段と、
　前記下側筐体の前記操作部の裏面であって、前記閉状態において 露出する位置に設け
られた撮像部と、
　前記開閉検出手段 場合、前記撮像
部による撮像動作を抑止する撮像制御手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯通信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯通信端末装置（以下、単に携帯通信端末ともいう）に係り、特に、デジタ
ルカメラ機能（撮像機能）を備え、下側筐体に対して上側筐体がスライド回転する折り畳
み型の携帯通信端末装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話機のような携帯通信端末であって撮像機能を備えたものが、特許文献１等
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により前記上側筐体が前記開状態にあると判断された



に知られている。この携帯通信端末は電話利用時に利用されるＬＣＤ（液晶表示部）を撮
像時にもファインダとして利用し、撮像に際して被写体の画像をリアルタイムでＬＣＤに
写して写り具合を確認した後、撮像を行うことができるようになっている。ＬＣＤは折り
畳み式の上側筐体の内側の主面に配置されているので、撮像時にＬＣＤをファインダとし
て利用する場合には下側筐体に対して上側筐体を開いた状態で撮像が行われる。
【０００３】
また、最近の市場に出回っている携帯電話機においても、表示画面サイズを大きくし、か
つ収納サイズを小さくできる等の理由から折り畳み型の機種が主流となってきており、上
側筐体の閉状態でも電波状態や日時、着信情報等が視覚的に認識できるように上側筐体の
外表面にサブ表示部を設けているのが一般的である。このような折り畳み型の携帯電話機
であってデジタルカメラ機能を備えたものでは、やはり上側筐体を開いた状態でのユーザ
のキー操作によりカメラモードに移行し、メイン表示部をファインダとして利用しながら
撮像が行えるようになっている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１０－３３６４９８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の折り畳み型の携帯通信端末の開閉動作はいずれも、二枚貝の開閉動作に類した
ものであり、上側筐体の下端の辺（下側筐体の上側の辺）に平行な軸を回転軸として開閉
するものである。この構造上、通信時に利用されるメイン表示部と、テンキーや通話キー
および終話キー等を含む操作部とはそれぞれ上側筐体および下側筐体の内側の主面上に配
置され、筐体の閉鎖時には表示部と操作部とが対向する形で内側に隠れてしまう。このよ
うな構造上の理由から、メイン表示部を撮像時のファインダとして利用するには、上側筐
体を開放した状態で用いる必要がある。これは、一般的なカメラの形態や取り扱いとは異
なり、ユーザにとって違和感があるとともにその操作性も劣る。
【０００６】
また、従来の折り畳み型の携帯通信端末で撮像を行う際、その前提として、まず筐体を開
き、次にカメラモードキーを押下してカメラモードへ移行し、その後、シャッタボタンに
指を移して撮像動作に入る、という手間が必要であり、迅速な撮像を行うという点でも操
作性に問題があった。
【０００７】
なお、上記特許文献１に記載の携帯通信端末では上側筐体を閉じた状態での撮像も可能で
あるが、この場合にはＬＣＤを撮像時のファインダとして利用することができず、別途、
専用のファインダを設けて、これを利用するようにしている。このように別途専用のファ
インダを設けることは装置のコスト増の原因となる。
【０００８】
本発明はこのような背景においてなされたものであり、その目的は、専用のファインダや
サブ表示部を設ける必要なく、通信時に利用される表示部を撮像時のファインダとしても
利用可能であり、カメラとしての使用時に一般的なカメラと同様の形態で取り扱うことが
できる操作性の良好な携帯通信端末装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、上記のような二枚貝的な開閉ではなく、本願出願
人が先に特願２００２－０６３６３５号において提案したような型（回転スライド型また
はジャックナイフ型）の折り畳み開閉を行う携帯通信端末装置にデジタルカメラ機能を付
与したものである。
【００１０】
　すなわち、本発明による携帯通信端末装置は、撮像機能を有する携帯通信端末装置であ
って、主面において各種キーを有する操作部を配置した下側筐体と、主面において表示画
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面を有する表示部を配置した上側筐体と、前記上側筐体の端部において前記表示画面にほ
ぼ垂直な軸を回転軸としてスライド回転可能に結合し、前記上側筐体の表示部を露出する
と共に前記下側筐体の操作部が前記上側筐体によって遮蔽される閉状態と、前記上側筐体
の表示部および前記下側筐体の操作部が露出する開状態とを前記スライド回転によって変
更する結合部と、前記下側筐体の前記操作部の裏面に配置され、前記閉状態において 露
出する位置に設けられた撮像部と、前記表示部の表示画面をファインダとして利用し前記
撮像部の撮像動作を制御する撮像制御手段と、

ことを特徴とする。
【００１１】
上側筐体と下側筐体とはその結合部において表示画面にほぼ垂直な軸を回転軸としてスラ
イド回転するものである。このようなスライド回転折り畳み型の場合、筐体が開かれてい
るか閉じられているかを問わず、表示部の表示画面は常に外側に露出されており、筐体の
閉状態においてもユーザが表示画面全体を視認可能となる。したがって、従来のように閉
状態での表示情報認識のために別途サブ表示部を設ける必要がなくなる。また、閉状態の
まま撮像時のファインダとして表示部を利用することができる。
【００１２】
好ましくは、前記撮像制御手段は、前記撮像ボタンの所定の操作に従って撮像モードに移
行し、この撮像モードでは、前記表示部の表示画面をファインダとして利用し前記撮像ボ
タンの操作に応じて前記撮像部による撮像を行う。本発明の携帯通信端末では撮像時に筐
体を開く必要がないので、撮像モードへの移行に、外側面に設けられている撮像ボタンを
利用することにより、迅速に撮像モードへの移行が行え、かつ、そのままの体勢で撮像動
作に移ることができる。
【００１３】
　前記 を検出する開閉検出手段をさらに備え、前記撮像制御手段は、
撮像モードへの移行の指示をうけた場合、前記上側筐体が前記開状態にあると判断された
とき、撮像モードへの移行または前記撮像部による撮像動作を抑止するようにしてもよい
。あるいは、前記撮像制御手段は、撮像モードに入っている状態で前記上側筐体が開状態
になったと判断されたとき、前記撮像部による撮像動作を抑止する。これらの抑止動作は
、筐体を閉じた一般的なカメラ形態での撮像動作を保証するよう機能する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
図１に、本実施の形態に係る回転スライド折り畳み型の携帯通信端末装置の折り畳んだ状
態（閉状態）の第１の斜視図を示し、図２に別の視点からの第２の斜視図を示す。
【００１６】
図示の携帯通信端末１３０は、第１の筐体である下側筐体１１１と第２の筐体である上側
筐体（上蓋）１１２とを備える。上側筐体１１２は、その内側の主面に、例えばＬＣＤの
ような平面表示デバイスからなる表示部１２３を有する。上側筐体１１２は、その端部に
おいて、表示部１２３の表示画面にほぼ垂直な軸を回転軸として下側筐体１１１に対して
スライド回転可能に結合されている。下側筐体１１１は、その内側の主面に、各種キーを
有する第１の操作部である主操作部（図１、図２では隠れて見えない）を有する。両筐体
が折り畳まれて重ね合わされた状態であっても、この折り畳みは二枚貝型ではなく回転ス
ライド型なので、上側筐体１１２の表示部１２３は外部に露出している。
【００１７】
上側筐体１１２の表示部１２３が配置されたと同じ主面上には、副操作部（第２の操作部
）としてのジョグダイヤル１２１および操作ボタン１２２ａ，１２２ｂが設けられている
。ジョグダイヤル１２１は押しボタンスイッチを兼ねた回転ダイヤル操作手段である。さ
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前記閉状態および開状態を検出する開閉検
出手段をさらに備え、前記撮像制御手段は、撮像モードへの移行の指示を受けた場合、前
記上側筐体が前記開状態にあると判断されたとき、撮像モードへの移行または前記撮像部
による撮像動作を抑止する

閉状態および開状態



らに、同主面上の表示部１２３の近傍にはイヤレシーバ１２４が配置されている。
【００１８】
下側筐体１１１の外側面には、撮像を指示する撮像ボタンとしてのシャッタボタン２５が
配置されている。図１に示した状態の携帯通信端末１３０において、ジョグダイヤル１２
１をユーザの右手側手前に向けた横長の状態で（表示部１２３の画面も手前に向く）、少
なくとも右手で装置の右側部分を把持したとき、シャッタボタン２５は、ほぼ、右手の人
差し指の先端腹部の下に当たる付近に位置する構成となっている。
【００１９】
一方、図２からわかるように、下側筐体１１１の外側主面には、電池カバー３４０が配置
され、その横に、撮像部のレンズ３１、ミラー３２およびスピーカ３３が配置されている
。ミラー３２は、ユーザがレンズ３１を自身に向けて撮像する際のファインダ代わりとす
るためのものである。但し、レンズ３１、ミラー３２およびスピーカ３３の位置関係やサ
イズは図示のものに限るものではない。
【００２０】
図１、図２に示したような、筐体の閉状態での、表示部１２３を利用したファインダ画面
、およびシャッタボタン２５、レンズ３１の配置関係によって、この携帯通信端末１３０
は既存のデジタルカメラの形態と実質的に同じ形態を有し、かつ、ユーザは同じ取り扱い
方法で撮像を行うことができる。
【００２１】
図３は、図１，図２に示した携帯通信端末１３０の閉状態から、下側筐体１１１に対して
上側筐体１１２をスライド回転させて開放する途中の状態の外観を示している。図では上
側筐体１１２を下側筐体１１に対して時計方向に回転させているが、時計方向および反時
計方向のいずれにも回転させうる。
【００２２】
図４は、図３の状態を経て、上側筐体１１２を開放しきった状態の外観を示している。本
実施の形態では、図４の状態から、開いたとき同じ回転方向にさらに回転させることはで
きず、開いたときの逆方向に回転させることにより再度折り畳み状態に戻すことができる
。これは、上側筐体と下側筐体の電気的接続を行うケーブル（図示せず）が結合部内を貫
通しており、そのよじれ等を防止するためである。ケーブルのよじれ等の問題が生じなけ
れば、図４の状態から、開いたとき同じ回転方向に回転させることも可能である。
【００２３】
下側筐体１１１の内側の主表面には各種キーからなる主操作部１１６が配置され、マイク
１１４も配置されていることが、図４から分かる。同主表面の周囲の複数箇所に配置され
た複数の突起１１８は、両筐体が重ね合わされたときに上側筐体１１２が誤って主操作部
１１６のキーを押圧しないようにするためのスペーサの役割を果たしている。このような
突起１１８は本発明に必須のものではなく、突起１１８の代わりに主操作部１１６のキー
の誤押圧を防止できる任意の構造を採用することができる。
【００２４】
図４に示した上側筐体１１２を開いた状態は、音声通話時、電子メールの作成、送信、ア
ドレス帳やメモ帳の編集等、主として、主操作部１１６を利用する際の利用形態である。
【００２５】
このような回転スライド折り畳み型の携帯通信端末１３０は従来の二枚貝折り畳み型と同
様に折り畳み時のサイズを縮小できる利点がある。二枚貝折り畳み型と異なるのは、重ね
合わせた状態でも表示部１２３が外部に露出していることである。したがって、上述した
カメラ機能に関して専用のファインダを設ける必要がないだけでなく、サブ表示部を設け
る必要もない。その結果、折り畳み状態で表示部１２３により電子メールの着信内容の確
認を行う等、表示部１２３の利用価値が向上する。
【００２６】
図５は、図１に示した携帯通信端末１３０のシャッタボタン２５の位置を、下側筐体１１
１から上側筐体１１２側へ移動させた構成を有する他の携帯通信端末１３１の外観を示し
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ている。携帯通信端末１３１の内部構成は携帯通信端末１３０と同じである。筐体の閉状
態で撮像機能を利用する限りは、操作性において両者に変わりはない。ただし、シャッタ
ボタン２５を、筐体の開状態で撮像機能以外の用途に利用する場合には下側筐体１１１に
設ける方が好ましい。また、シャッタボタン２５としての電気的スイッチの配線の長さの
観点からも、電池のある下側筐体１１１にシャッタボタン２５を設ける方が好ましいと言
える。
【００２７】
図６に、本実施の形態の携帯通信端末１３０のハードウェア構成を示す。
【００２８】
携帯通信端末１３０の全体の動作はＣＰＵ２２０により制御される。ＣＰＵ２２０は、制
御ライン２００を介して、通信回路２０３、表示制御部２０９、操作部２０６、ＲＯＭ２
０７、ＲＡＭ２０８、折り畳み検知部２１８、撮像部２１９、撮像ボタン２３１（図１の
２５に対応）および音声処理部２１５と接続され、これらの各部を制御する。
【００２９】
通信回路２０３は、携帯通信端末の送受信処理を行う部位であり、アンテナ２０２により
無線インタフェースを介して基地局と接続される。表示制御部２０９は表示部２１０（図
１の表示部１２３に対応）の表示制御を行う部位である。操作部２０６（図１の主操作部
１１６に対応）は、ユーザの入力指示を受け付ける部位である。ＲＯＭ２０７は、ＣＰＵ
２２０により実行される固定的なプログラムおよびこれに付随した固定的なデータ（フォ
ントデータ等）を記憶するメモリである。ＲＡＭ２０８はＣＰＵ２２０の利用に供される
データの一時保存領域や作業領域を提供するメモリである。折り畳み検知部２１８は下側
筐体に対する上側筐体の開閉状態を検知するための既知の手段である。撮像部２１９は、
撮像処理を行う部位であり、上記レンズ３１の他、ＣＣＤ等の撮像素子およびその制御回
路を有する。音声処理部２１５は、マイク２３２（図１の１１４に対応）、イヤレシーバ
２３３（図１の１２０に対応）、およびスピーカ２３４（図２の３３に対応）に接続され
、音声の入出力処理を行う部位である。
【００３０】
データライン２０１は、ＣＰＵ２２０、通信回路２０３、表示制御部２０９、ＲＯＭ２０
７、ＲＡＭ２０８、音声処理部２１５、撮像部２１９と接続され、これらの任意の部位間
のデータの転送路を提供する。
【００３１】
通常、充電可能な電池４５は下側筐体１１１内に交換可能に装着され、この電池４５に接
続されて装置各部に所定の動作電力を供給する電源回路２１３が設けられている。
【００３２】
図７に、本実施の形態における携帯通信端末の撮像に関する第１の動作例のフローチャー
トを示す。この処理はＣＰＵ２２０によりＲＯＭ２０７等に格納されたコンピュータプロ
グラムの実行処理により実現される。
【００３３】
本実施の形態では、ユーザによる撮像モード（カメラモード）への移行の指示として、シ
ャッタボタン２５の所定の操作（例えば、所定時間以上連続した押下、すなわち長押し）
を採用する。シャッタボタン２５は筐体の折り畳み状態（閉状態）で外部に露出しており
、かつ、非撮像モード時にはシャッタボタン２５の押下によって誤撮像はあり得ないから
である。勿論、ジョグダイヤル１２１等の第２の操作部も筐体の折り畳み状態で外部に露
出しており、ジョグダイヤルによるメニュー操作、あるいは操作ボタン１２２ａ，１２２
ｂのいずれかの操作を利用することも可能である。ただし、簡便さおよび操作の分かりや
すさからは、撮像モードへの移行の指示にはシャッタボタン２５の利用が好適と考えられ
る。
【００３４】
シャッタボタン２５の長押し等により、ユーザによる撮像モードへの移行の指示があった
とき、ＣＰＵは筐体が閉状態であるか否かをチェックする（Ｓ１２）。閉状態であれば、
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撮像モードに入る（Ｓ１５）。このとき、表示部１２３を撮像用のファインダとして利用
開始する。これにより、レンズを通して得られた撮像対象の被写体の像がほぼリアルタイ
ムに表示部１２３の画面上に表示される。閉状態でなければ（すなわち開状態であれば）
、例えば「上蓋を閉じてください」のような、上側筐体の閉鎖を促す警告メッセージを表
示画面上に表示出力する（Ｓ１３）。これに代えて、または併せて、所定の警告音や音声
メッセージ等をスピーカおよび／またはイヤレシーバから発するようにしてもよい。警告
メッセージ出力の後、上側筐体が閉じられるのを待って（Ｓ１４）、撮像モードに入る（
Ｓ１５）。
【００３５】
撮像モードに入った後、シャッタボタンが押下されたら（Ｓ１６）、撮像動作を実行する
（Ｓ１７）。撮像モード終了の指示があれば（Ｓ１８，Ｎｏ）、最初のステップＳ１１へ
戻る。ここでの撮像モード終了の指示とは、筐体の折り畳み状態のまま、ユーザが第２の
操作部の例えばジョグダイヤルの操作により行うものである。撮像モード終了の指示があ
る前に、上側筐体が開放されたら（Ｓ１９，Ｙｅｓ）、撮像を抑止する（Ｓ２０）。この
撮像の抑止とは、少なくとも、シャッタボタンの押下の無効化である。これに加えて、表
示部のファインダとしてのモニタ機能をオフとしてもよい。この後、上記ステップＳ１３
と同様の警告メッセージを出力する（Ｓ２１）。
【００３６】
本実施の形態において筐体の開状態での撮像を抑止する理由は次のとおりである。
（１）回転スライド型であるために筐体の開状態での撮像を許可すると、閉状態と開状態
とで表示部と撮像部との相互の上下関係が逆になるため、筐体が開閉される毎に表示部の
ファインダ表示画像を上下逆転させるという余分な処理が必要となること。
（２）開状態での撮像は従来のカメラの使用形態と異なり、操作性が劣化すること。
（３）通常、携帯電話機の終話キー（操作部２０６の１キー）は任意のユーザ操作を終了
する機能が割り当てられており、開状態では操作部が露出するため誤って終話キーを押し
て撮像モードを予期しない時点で中断してしまうおそれがあること。
（４）閉状態で表示部をファインダとして利用しながら撮像動作を行うことができるので
、開状態での撮像が必要となる特段の理由がないこと。
【００３７】
ステップＳ２１の後、撮像モード終了の指示があれば、最初のステップＳ１１へ戻る。こ
の撮像モード終了の指示は、主操作部に設けられたキー（例えば終話キー）の押下による
。この代わりに、第２の操作部の操作を利用することも可能である。撮像モード終了の指
示がなく、上側筐体１１２が再度閉じられた場合、ステップＳ１５に戻り、撮像モードに
復帰する。
【００３８】
図８は、本実施の形態における携帯通信端末の撮像に関する第２の動作例のフローチャー
トを示す。この動作例は、図７に示した第１の動作例と類似しており、ステップＳ３１～
Ｓ３９は図７のステップＳ１１～Ｓ１９と同じである。違いは第２の動作例では第１の動
作例のステップＳ２０～Ｓ２３を省略したことである。この相違点は、第２の動作例では
撮像モードに入った後、筐体を開くと、撮像モードが終了することである。したがって、
第２の動作例では、撮像モードに戻るには筐体を閉じて再度シャッタボタンの長押しを行
う必要がある。
【００３９】
第１の動作例と第２の動作例とを比較すると、第１の動作例では筐体を開いて撮像モード
を中断した後、筐体を閉じるだけで即座に撮像モードに戻れるという利点がある。一方、
第２の動作例では、撮像モードから離脱したいときに、第１または第２の操作部の操作を
行うことなく、筐体を開くだけでその目的を達成できるという利点がある。
【００４０】
以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、種々の変形、変更が可能である。
例えば、図７，図８の動作例では、撮像モードへの移行の指示を受けた際に、撮像モード
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に入ること自体を抑止するようにしたが、一旦撮像モードに入って表示部のファインダと
してのモニタ機能をオンにし、シャッタボタン押下時に開状態が確認された場合に撮像動
作を抑止するような変形例も考えられる。また、撮像は、静止画だけでなく動画を対象と
してもよい。シャッタボタンの位置は図示の位置に限定されるものではない。
【００４１】
【発明の効果】
本発明によれば、スライド回転折り畳み型の携帯通信端末に撮像機能を組み合わせること
により、通信時に利用される表示部を撮像時のファインダとしても利用可能となるので、
カメラとしての使用時に一般的なカメラと同様の形態で取り扱うことを可能となり、その
操作性の向上を図ることができる。また、これにより、専用のファインダやサブ表示部を
設ける必要がなくなり、装置コストを低減することが可能となる。
【００４２】
上側筐体が閉じられた状態で撮像ボタンの操作により撮像モードへ移行するようにすれば
、筐体を閉じたまま迅速に撮像モードに入り、直ちに撮像動作に移行することができる。
この間、ユーザは従来のように撮像モードへの移行のために筐体を開いて撮像ボタン以外
の別のキーの操作を行ったり、筐体を持ち直したりする手間が不要となる。
【００４３】
また、開状態での撮像動作を抑止するようにすれば、不必要な画像処理を行うことなく、
かつ、誤動作を防止し、カメラとしての一般的な利用形態および操作性を保証することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る回転スライド型の携帯通信端末の折り畳んだ状態（閉
状態）の第１の斜視図である。
【図２】図１に示した携帯通信端末を別の視点から見た第２の斜視図である。
【図３】図１に示した携帯通信端末の下側筐体に対して上側筐体をスライド回転させて開
放する途中の状態を示す外観図である。
【図４】図３の状態を経て、上側筐体を開放しきった状態を示す外観図である。
【図５】図１に示した携帯通信端末のシャッタボタンの位置を、下側筐体から上側筐体側
へ移動させた構成を有する他の携帯通信端末の外観図である。
【図６】本発明の実施の形態の携帯通信端末のハードウェア構成を示すブロック図である
。
【図７】本発明の実施の形態における携帯通信端末の撮像に関する第１の動作例を表すフ
ローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態における携帯通信端末の撮像に関する第２の動作例を表すフ
ローチャートである。
【符号の説明】
２５…シャッタボタン、１１１…下側筐体、１１２…上側筐体、１１４…マイク、１１６
…主操作部（第１の操作部）、１１８…突起、１２１…ジョグダイヤル、１２２ａ，１２
２ｂ…操作ボタン、１２３…表示部、１２４…イヤレシーバ、１３０，１３１…携帯通信
端末装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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