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(57)【要約】
第一の筐体（１）と、第二の筐体（２）と、第三の筐体（３）を有し、第一の筐体（１）
の一方に第二の筐体（２）を回転可能に支持し、第一の筐体（１）の他方に第三の筐体（
３）を摺動可能に支持し、第一の筐体（１）に撮像部（５）を搭載するとともに、第一の
筐体（１）に対して第三の筐体（３）を摺動して一部を重ねたときに第三の筐体（３）内
に撮像部（５）を収納するように構成した構成を有することにより、撮像部（５）を覆い
撮像部（５）の汚れの付着や傷付から防止しつつ、自己の画像を撮影する際のユーザーの
使い勝手を向上させる携帯電話装置を提供することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、前記第一の筐体の一方に前記第二の筐
体を回転可能に支持し、前記第一の筐体の他方に前記第三の筐体を摺動可能に支持し、前
記第一の筐体に撮像部を搭載するとともに、前記第一の筐体に対して前記第三の筐体を摺
動して一部を重ねたときに前記第三の筐体内に前記撮像部を収納するように構成したこと
を特徴とする携帯電話装置。
【請求項２】
前記第二の筐体に表示部を設け、前記第二の筐体を前記第一の筐体に対して任意の角度だ
け回転した状態において、前記表示部に前記第二筐体の回転動作に応じた表示をするよう
に構成したことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話装置。
【請求項３】
前記第三の筐体の一つの面にキー操作部を設け、前記第三の筐体のキー操作部を設けた面
と反対側の面にタッチパネル式入力部を設け、前記第二の筐体の表示部を使用者の手前に
した状態で前記第三の筐体を回転することにより、使用者が前記第二の筐体の表示部を見
た状態で前記第三の筐体のキー操作部からキー入力できるようにするか、使用者が前記第
二の筐体の表示部を見た状態で前記第三の筐体のタッチパネル式入力部からタッチ入力す
るかを切り替えて使用することができるよう構成したことを特徴とする請求項１又は請求
項２のいずれかに記載の携帯電話装置。
【請求項４】
画像通信を行うことができる携帯電話装置であって、前記第二の筐体に設けられた表示部
と前記第三の筐体のタッチパネル式入力部に設けられた表示部のうち、一方の表示部は自
局の画像を表示し、他方の表示部は対局の画像を表示することを特徴とする請求項３に記
載の携帯電話装置。
【請求項５】
前記第二の筐体に設けられた表示部と前記第三の筐体のタッチパネル式入力部に設けられ
た表示部のうち、一方の表示部は前記携帯電話装置に保存された画像を表示し、他方の表
示部は撮影予定画像を表示することを特徴とする請求項３に記載の携帯電話装置。
【請求項６】
三脚を装着するためのねじ穴を前記第一の筐体側面に具備したことを特徴とする請求項１
記載の携帯電話装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、携帯電話装置に関し、特に、多様な使い勝手に対応した折り畳み式のカメラ
付き携帯電話装置に関する。
【背景技術】
　近年、折り畳み式携帯電話装置にＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラを搭載したカメラ付き
携帯電話装置が実用化されている。これらのカメラ付き携帯電話装置においては、筐体を
スライド式とすることによって、携帯電話装置に具備した表示器又は撮像部を汚れの付着
や傷付から防止することができるものが知られている。さらには、例えば、特開２００４
－７２２８５号公報に、スライド操作と連携させてユーザーの使い勝手を向上させた携帯
電話装置が知られている。
　しかしながら、上記従来の携帯電話装置においては、表示部がカメラの撮影方向に対し
ひとつの向きに固定されており、任意に回転させることができない構造であるため、ユー
ザーが自己を被写体として撮影する場合、撮影予定画像、すなわちプレビュー画像、を確
認しながら撮影することができない、という問題があった。
【発明の開示】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、カメラを使用しないときはカバーとな
る筐体をスライドしてカメラを覆い、撮像部の汚れの付着や傷付から防止しつつ、自己の
画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させる携帯電話装置を提供する。
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　さらに本発明は、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部を用いて行い、自
己の画像を撮る際の使い勝手を向上させる携帯電話装置を提供する。
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の一方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の他方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をするようにした構成を採る。
　このような構成にしたことにより、カメラを使用しないときはカバーとなる筐体をスラ
イドしてカメラを覆い撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、自己の画像を
撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させることができる。
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の他方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をし、第三の筐体の一つの面にキー操作部を設け、
第三の筐体のキー操作部を設けた面と反対側の面にタッチパネル式入力部を設け、第二の
筐体の表示部を使用者の手前にした状態で第一の筐体及び第三の筐体を回転することによ
り、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のキー操作部からキー入力でき
るようにするとともに、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のタッチパ
ネル式入力部からタッチ入力できるようにした構成を採る。
　このような構成にしたことにより、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部
を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝手を向上させることができる。
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の一方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の他方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をするようにし、第二の筐体に表示部を設け、第三
の筐体の一つの面にキー操作部を設けるとともにキー操作部を設けた面と反対側の面にタ
ッチパネル式入力部を設け、第二の筐体の表示部を使用者の手前にした状態で第三の筐体
を回転することにより、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のキー操作
部からキー入力できるようにするか、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐
体のタッチパネル式入力部からタッチ入力するかを切り替えて使用することができるよう
にした構成を採る。
　このような構成にしたことにより、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部
を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝手を向上させることができる。
　以上のように、本発明の携帯電話装置によれば、カメラを使用しないときはカバーとな
る筐体をスライドしてカメラを覆い撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、
自己の画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させることができ、さらに、ズーム
や撮影といった操作をタッチパネル式入力部を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝
手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
　図１Ａは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納
した状態の外観図である。
　図１Ｂは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第三の筐体を外して示した分解
図である。
　図２は、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の主要な構成を示すブロック図であ
る。
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　図３Ａは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の縮んだ状態の外観図である。
　図３Ｂは、本発明の実施の形態１に係る電話装置の伸張した状態の外観図である。
　図３Ｃは、本発明の実施の形態１に係る電話装置の伸張し回転した状態の外観図である
。
　図４は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の第三の筐体の表裏を反転した状態
の外観図である。
　図５は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の主要な構成を示すブロック図であ
る。
　図６は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置において三脚ねじ穴９に三脚２６を
接続した状態を示す外観図である。
　図７は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置においてユーザーの自己の画像を撮
影する場合の外観図である。
　図８Ａは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の外観図である。
　図８Ｂは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体をのばして示した外
観図である。
　図９Ａは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体を伸張した外観図で
ある。
　図９Ｂは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体を伸張して回転した
外観図である。
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置をＴＶ電話に使用した場合の外観
図である。
【符号の説明】
　１　　第一の筐体
　２　　第二の筐体
　３　　第三の筐体
　４　　回転軸
　５　　撮像部
　６　　照明部
　７　　凹部
　８　　シャッターボタン
　９　　三脚ねじ穴
　１１　　スピーカ
　１２　　表示部
　１３　　マイク
　１４　　操作部
【発明を実施するための最良の形態】
　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。
　（実施の形態１）
　本実施例の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体とから構成され
、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺動可能に支持し、第一の筐体の他方に第二の筐体を
回転可能に支持するように構成される。
　図１Ａは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納
した状態の外観図、図１Ｂは本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第三の筐体を外
して示した分解図である。
　第一の筐体１は、回転軸４と、例えばカメラである撮像部５と、照明部（ストロボ）６
と、凹部７と、シャッターボタン８と、三脚ねじ穴９とを備えている。第二の筐体２は、
スピーカ１１と、表示部１２とを備えている。第三の筐体３は、マイク１３と、操作部１
４とを備えている。
　図１Ａの状態では、第一の筐体１が第三の筐体３に覆われている。回転軸４は第一の筐
体に対して第二の筐体２を回転自在に支持している。スピーカ１１は、通話音や着信音等
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を再生する。表示部１２は、携帯電話装置に記録された画像、及び携帯電話機能又は撮影
機能におけるメニュー画面等を表示する。マイク１３は、通話や記録のために音声を電気
信号に変換する。操作部１４は、携帯電話装置を操作するための複数のボタンである。図
１Ａの携帯電話装置では、第一の筐体１を第三の筐体３に収納したままで、通常の音声通
信を行うことができる。
　図１Ｂの状態は分解図を示しているが、実際には第三の筐体３をスライドすると第三の
筐体３の一部が第一の筐体１に重なった状態でスライドがとまり、第一の筐体１、第二の
筐体２と第三の筐体３が一体になった姿で使用されるよう構成している。照明部６は、撮
影時に照度が足りない場合に、被写体の照度を増加させるために発光し、暗部でもカメラ
撮影ができるようにしている。シャッターボタン８は、フォーカス調節や画像を撮像する
ことを指示するためのシャッターボタンである。三脚ねじ穴９は、携帯電話装置に三脚を
装着するためのねじ穴である。撮像部５は、画像を撮像する。
　図２は、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の構成を示すブロック図である。第
一の筐体１と、第二の筐体２と、第三の筐体３を破線で示し、その中にそれぞれ設けられ
ている各手段をブロックで示している。すなわち、撮像部５と、照明部６と、シャッター
ボタン８と、スピーカ１１と、表示部１２と、マイク１３と、全体制御部２０と、開閉検
出部２１と、受信部２２と、送信部２３と、無線制御部２４と、音声処理部２５と、メモ
リ３０と、を具備する構成をしている。
　なお、図２及び図３Ａ～３Ｃで図１と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明
を省略する。
　マイク１３から入力されたアナログ音声信号は音声処理部２５でデジタル信号へ変換処
理され、全体制御部２０に入力された後、無線制御部２４に入力されデジタル信号を変調
し、送信部２３によって無線通信回線を通じて送信する。通話中に対局から送信されたデ
ジタル音声信号は受信部２２によって受信され、無線制御部２４によって変換処理を施さ
れ全体制御部２０に入力され、音声処理部２５により、スピーカ１１に出力される。シャ
ッターボタン８が押されることにより撮像部５で撮影された画像は、全体制御部２０によ
って表示部１２に表示された後、メモリ３０に格納される。照明部６は全体制御部２０の
指示に応じて照明を点灯する。開閉検出部２１は筐体の摺動や回転などの開閉動作を監視
し、開閉が検出された場合に全体制御部２０に通知する。この通知に基いて、全体制御部
２０は、表示部１２での、例えば上下方向の表示の向きを制御する。
　図３Ａ～３Ｃは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の外観の変化を説明するた
めの外観図である。図３Ａは、本実施の形態に係る携帯電話装置が縮んだ状態にある場合
の外観図である。図３Ｂは、第三の筐体３を伸張させた状態における外観図である。本実
施の形態に係る携帯電話においては、図３Ａの状態から図３Ｂの状態まで、第三の筐体３
をＢ矢印方向に一定の範囲内でスライドさせることが可能である。図３Ｂの状態において
は表示部１２が手前、撮像部５が向こうを向いており、ユーザーは表示部１２に表示され
る被写体３０を確認しながら撮影を行うことができる。
　図３Ｃは、第三の筐体３を伸張させた状態に保ちながら、第二の筐体２を矢印Ａの向き
に１８０度回転させた状態を示す外観図である。このように回転させることにより、撮像
部５と表示部１２が同一の向きとなるため、ユーザーが自己を被写体として撮影を行う際
にも、撮影予定画像（プレビュー画像）を確認しながら撮影を行うことができる。
　なお、本実施の形態では、撮像部５と表示部１２が反対方向及び同一方向にある場合に
ついてのみ説明したがこれに限るものではなく、表示部１２をユーザーが見やすい任意の
角度の状態にして撮影を行うこともできる。
　（実施の形態２）
　次に本発明の第二の実施の形態について説明する。本実施例の携帯電話装置は、第三の
筐体の一の面に操作部を備え、操作部を備える面の裏面に表示器とタッチパネルを配する
ように構成している。
　図４は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の第三の筐体の表裏を反転した状態
の外観図である。図４に示す本実施例の携帯電話装置は、タッチパネル式入力部１５と、
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第二の表示部１６とを主に具備する構成を採る。なお、タッチパネル式入力部１５と第二
の表示部１６とは同一面上に取り付けられている。
　なお、図４、図５、図６、図７は、実施の形態１に示した外観図と共通の構成を有して
おり、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
　図５は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の構成を示すブロック図である。第
一の表示部１２は、第一の筐体１に備え付けられ撮影予定画像（プレビュー画像）、携帯
電話装置に記録された画像又は通信時の対局から送信された画像、及び携帯電話機能又は
撮影機能におけるメニュー画面等を表示する。第二の表示部１６は、第三の筐体３に備え
付けられ撮影予定画像（プレビュー画像）、携帯電話装置に記録された画像又は通信時の
対局から送信された画像、及び携帯電話機能又は撮影機能におけるメニュー画面等を表示
する。第三の筐体の備え付けられたタッチパネル式入力部１５はユーザーからの入力を受
け付ける。
　図６は、実施の形態２に係る携帯電話装置において三脚ねじ穴９に三脚２６を接続した
状態を示す外観図である。第三の筐体３を伸張したときに現れる三脚ねじ穴９に三脚２６
を接続することによって、携帯電話装置を固定することができるので、撮影時の手ぶれを
防ぐことができる。
　図７は、実施の形態２に係る携帯電話装置を、ユーザーの自己の画像を撮影する場合の
外観を示した図である。撮影予定画像（プレビュー画像）３２は、撮像部５を通じて撮像
された自己の画像等である。第２の表示部１６は、第三の筐体３の操作部の裏面に設置さ
れたタッチパネル式入力部１５の下にズームや撮影（シャッター）といった操作を表示し
ている。そのため、タッチパネル式入力部を用いてズームや撮影を行うことができ、自己
の画像を取る際にも、操作が容易である。
　なお、本実施の形態では、撮像部５と表示部１２が反対方向及び同一方向にある場合に
ついてのみ説明したがこれに限るものではなく、表示部１２をユーザーが見やすい任意の
角度の状態にして撮影を行うこともできる。
　（実施の形態３）
　次に本発明の第三の実施の形態について説明する。本実施例の携帯電話装置は、第一の
筐体と、第二の筐体と、第三の筐体とから構成され、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺
動可能に支持し、さらに第一の筐体に対し第三の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の
他方に第二の筐体を回転可能に支持するように構成される。
　図８Ａは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納
した状態の外観図、図８Ｂは本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体をの
ばして示した外観図である。
　本実施例の携帯電話装置は、第一の筐体１と、第二の筐体２と、第三の筐体３とから構
成される。第一の筐体１の一方に前記第三の筐体３を摺動可能に支持しつつ回転軸１７に
より第一の筐体１に対して任意の角度で回転可能に支持し、前記第一の筐体１の他方に前
記第二の筐体２を回転可能に支持するように構成される。
　なお、図８Ａ、８Ｂ、図９Ａ、９Ｂ及び図１０は、実施の形態１に示した外観図と共通
の構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
　図９Ａ、９Ｂは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の外観の変化を説明するた
めの外観図である。図９Ａは、第三の筐体３を伸張させた状態で第一の表示部１２と第二
の表示部１６を同一の方向になるように回転させた状態である。図９Ｂは、第三の筐体３
を伸張させた状態で第一の表示部１２と第二の表示部１６を反対の方向になるように回転
させた状態である。
　図１０は、実施の形態３に係る携帯電話装置をＴＶ電話に使用した場合の外観図である
。自局画像３２は、撮像部５を通じて撮影された画像、対局画像３０は無線通信回線を通
じて受信した対局が送信した画像である。第２の表示部１６と第１の表示部１２を同方向
に向けて使用するため、２つの表示器に同時にそれぞれ表示される自局の画像と対局の画
像の両方を確認しながら、ＴＶ電話を行うことができる。
　なお、ＴＶ電話の使用時において、自局画像３２を第２の表示部１６に、対局画像３０
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を第１の表示部１２に表示してもよい。
　なお、本実施の形態では、撮像部５と第１の表示部１２が反対方向及び同一方向にある
場合について説明したがこれに限るものではなく、第１の表示部１２をユーザーが見やす
い任意の角度の状態にして撮影を行うこともできる。
　また、本実施の形態では、撮像部５と第２の表示部１６が反対方向及び同一方向にある
場合について説明したがこれに限るものではなく、第２の表示部１６をユーザーが見やす
い任意の角度の状態にして撮影を行うこともできる。
　また、本実施の形態では、ＴＶ電話を利用した使用方法を説明したがこれに限るもので
はなく、チャットなどいかなる画像通信アプリケーションに適用してもよい。
　また、本実施の形態では、ＴＶ電話を利用した使用方法を説明したがこれに限るもので
はなく、画像を撮影する際に、第１の表示部１２と第２の表示部１６のうち、一方の表示
部に携帯電話端末に保存された１又は複数の画像を表示し、他方の表示部に撮影予定画像
を表示するようにしてもよい。使用者は過去の画像と撮影予定画像を比較しながら撮影す
ることができるので、過去の画像に比べてよりよい画像を撮影しやすくなる。
【産業上の利用可能性】
　本発明にかかる携帯電話装置は、撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、
自己の画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させた、撮像機能やＴＶ電話機能や
画像通信機能などの各種機能を有する携帯電話装置に有用である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年2月5日(2007.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、前記第一の筐体の一方に前記第二の筐
体を回転可能に支持し、前記第一の筐体の他方に前記第三の筐体を摺動可能に支持し、前
記第一の筐体に撮像部を搭載するとともに、前記第一の筐体に対して前記第三の筐体を摺
動して一部を重ねたときに前記第三の筐体内に前記撮像部を収納するように構成したこと
を特徴とする携帯電話装置。
【請求項２】
前記第二の筐体に表示部を設け、前記第二の筐体を前記第一の筐体に対して任意の角度だ
け回転した状態において、前記表示部に前記第二筐体の回転動作に応じた表示をするよう
に構成したことを特徴とする請求項１に記載の携帯電話装置。
【請求項３】
前記第三の筐体の一つの面にキー操作部を設け、前記第三の筐体のキー操作部を設けた面
と反対側の面にタッチパネル式入力部を設け、前記第二の筐体の表示部を使用者の手前に
した状態で前記第三の筐体を回転することにより、使用者が前記第二の筐体の表示部を見
た状態で前記第三の筐体のキー操作部からキー入力できるようにするか、使用者が前記第
二の筐体の表示部を見た状態で前記第三の筐体のタッチパネル式入力部からタッチ入力す
るかを切り替えて使用することができるよう構成したことを特徴とする請求項１又は請求
項２のいずれかに記載の携帯電話装置。
【請求項４】
画像通信を行うことができる携帯電話装置であって、前記第二の筐体に設けられた表示部
と前記第三の筐体のタッチパネル式入力部に設けられた表示部のうち、一方の表示部は自
局の画像を表示し、他方の表示部は対局の画像を表示することを特徴とする請求項３に記
載の携帯電話装置。
【請求項５】
前記第二の筐体に設けられた表示部と前記第三の筐体のタッチパネル式入力部に設けられ
た表示部のうち、一方の表示部は前記携帯電話装置に保存された画像を表示し、他方の表
示部は撮影予定画像を表示することを特徴とする請求項３に記載の携帯電話装置。
【請求項６】
三脚を装着するためのねじ穴を前記第一の筐体側面に具備したことを特徴とする請求項１
記載の携帯電話装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話装置に関し、特に、多様な使い勝手に対応した折り畳み式のカメラ
付き携帯電話装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、折り畳み式携帯電話装置にＣＣＤカメラやＣＭＯＳカメラを搭載したカメラ付き
携帯電話装置が実用化されている。これらのカメラ付き携帯電話装置においては、筐体を
スライド式とすることによって、携帯電話装置に具備した表示器又は撮像部を汚れの付着
や傷付から防止することができるものが知られている。さらには、例えば、特開２００４
－７２２８５号公報に、スライド操作と連携させてユーザーの使い勝手を向上させた携帯
電話装置が知られている。
【０００３】
　しかしながら、上記従来の携帯電話装置においては、表示部がカメラの撮影方向に対し
ひとつの向きに固定されており、任意に回転させることができない構造であるため、ユー
ザーが自己を被写体として撮影する場合、撮影予定画像、すなわちプレビュー画像、を確
認しながら撮影することができない、という問題があった。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、カメラを使用しないときはカバーとな
る筐体をスライドしてカメラを覆い、撮像部の汚れの付着や傷付から防止しつつ、自己の
画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させる携帯電話装置を提供する。
【０００５】
　さらに本発明は、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部を用いて行い、自
己の画像を撮る際の使い勝手を向上させる携帯電話装置を提供する。
【０００６】
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の一方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の他方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をするようにした構成を採る。
【０００７】
　このような構成にしたことにより、カメラを使用しないときはカバーとなる筐体をスラ
イドしてカメラを覆い撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、自己の画像を
撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させることができる。
【０００８】
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の他方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をし、第三の筐体の一つの面にキー操作部を設け、
第三の筐体のキー操作部を設けた面と反対側の面にタッチパネル式入力部を設け、第二の
筐体の表示部を使用者の手前にした状態で第一の筐体及び第三の筐体を回転することによ
り、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のキー操作部からキー入力でき
るようにするとともに、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のタッチパ
ネル式入力部からタッチ入力できるようにした構成を採る。
【０００９】
　このような構成にしたことにより、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部
を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝手を向上させることができる。
【００１０】
　本発明の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体を有し、第一の筐
体の一方に第二の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の他方に第三の筐体を摺動可能に
支持し、第一の筐体にカメラを搭載するとともに、第一の筐体に対して第三の筐体を摺動
して一部を重ねたときに第三の筐体内にカメラを収納するように構成し、第二の筐体に表
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示部を設け、第二の筐体を第一の筐体に対して任意の角度だけ回転した状態において表示
部に携帯電話装置の動作に応じた表示をするようにし、第二の筐体に表示部を設け、第三
の筐体の一つの面にキー操作部を設けるとともにキー操作部を設けた面と反対側の面にタ
ッチパネル式入力部を設け、第二の筐体の表示部を使用者の手前にした状態で第三の筐体
を回転することにより、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐体のキー操作
部からキー入力できるようにするか、使用者が第二の筐体の表示部を見た状態で第三の筐
体のタッチパネル式入力部からタッチ入力するかを切り替えて使用することができるよう
にした構成を採る。
【００１１】
　このような構成にしたことにより、ズームや撮影といった操作をタッチパネル式入力部
を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝手を向上させることができる。
【００１２】
　以上のように、本発明の携帯電話装置によれば、カメラを使用しないときはカバーとな
る筐体をスライドしてカメラを覆い撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、
自己の画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させることができ、さらに、ズーム
や撮影といった操作をタッチパネル式入力部を用いて行い、自己の画像を撮る際の使い勝
手を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　（実施の形態１）
　本実施例の携帯電話装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、第三の筐体とから構成され
、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺動可能に支持し、第一の筐体の他方に第二の筐体を
回転可能に支持するように構成される。
【００１５】
　図１Ａは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納
した状態の外観図、図１Ｂは本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第三の筐体を外
して示した分解図である。
【００１６】
　第一の筐体１は、回転軸４と、例えばカメラである撮像部５と、照明部（ストロボ）６
と、凹部７と、シャッターボタン８と、三脚ねじ穴９とを備えている。第二の筐体２は、
スピーカ１１と、表示部１２とを備えている。第三の筐体３は、マイク１３と、操作部１
４とを備えている。
【００１７】
　図１Ａの状態では、第一の筐体１が第三の筐体３に覆われている。回転軸４は第一の筐
体に対して第二の筐体２を回転自在に支持している。スピーカ１１は、通話音や着信音等
を再生する。表示部１２は、携帯電話装置に記録された画像、及び携帯電話機能又は撮影
機能におけるメニュー画面等を表示する。マイク１３は、通話や記録のために音声を電気
信号に変換する。操作部１４は、携帯電話装置を操作するための複数のボタンである。図
１Ａの携帯電話装置では、第一の筐体１を第三の筐体３に収納したままで、通常の音声通
信を行うことができる。
【００１８】
　図１Ｂの状態は分解図を示しているが、実際には第三の筐体３をスライドすると第三の
筐体３の一部が第一の筐体１に重なった状態でスライドがとまり、第一の筐体１、第二の
筐体２と第三の筐体３が一体になった姿で使用されるよう構成している。照明部６は、撮
影時に照度が足りない場合に、被写体の照度を増加させるために発光し、暗部でもカメラ
撮影ができるようにしている。シャッターボタン８は、フォーカス調節や画像を撮像する
ことを指示するためのシャッターボタンである。三脚ねじ穴９は、携帯電話装置に三脚を
装着するためのねじ穴である。撮像部５は、画像を撮像する。
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【００１９】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の構成を示すブロック図である。第
一の筐体１と、第二の筐体２と、第三の筐体３を破線で示し、その中にそれぞれ設けられ
ている各手段をブロックで示している。すなわち、撮像部５と、照明部６と、シャッター
ボタン８と、スピーカ１１と、表示部１２と、マイク１３と、全体制御部２０と、開閉検
出部２１と、受信部２２と、送信部２３と、無線制御部２４と、音声処理部２５と、メモ
リ３０と、を具備する構成をしている。
【００２０】
　なお、図２及び図３Ａ～３Ｃで図１と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明
を省略する。
【００２１】
　マイク１３から入力されたアナログ音声信号は音声処理部２５でデジタル信号へ変換処
理され、全体制御部２０に入力された後、無線制御部２４に入力されデジタル信号を変調
し、送信部２３によって無線通信回線を通じて送信する。通話中に対局から送信されたデ
ジタル音声信号は受信部２２によって受信され、無線制御部２４によって変換処理を施さ
れ全体制御部２０に入力され、音声処理部２５により、スピーカ１１に出力される。シャ
ッターボタン８が押されることにより撮像部５で撮影された画像は、全体制御部２０によ
って表示部１２に表示された後、メモリ３０に格納される。照明部６は全体制御部２０の
指示に応じて照明を点灯する。開閉検出部２１は筐体の摺動や回転などの開閉動作を監視
し、開閉が検出された場合に全体制御部２０に通知する。この通知に基いて、全体制御部
２０は、表示部１２での、例えば上下方向の表示の向きを制御する。
【００２２】
　図３Ａ～３Ｃは、本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の外観の変化を説明するた
めの外観図である。図３Ａは、本実施の形態に係る携帯電話装置が縮んだ状態にある場合
の外観図である。図３Ｂは、第三の筐体３を伸張させた状態における外観図である。本実
施の形態に係る携帯電話においては、図３Ａの状態から図３Ｂの状態まで、第三の筐体３
をＢ矢印方向に一定の範囲内でスライドさせることが可能である。図３Ｂの状態において
は表示部１２が手前、撮像部５が向こうを向いており、ユーザーは表示部１２に表示され
る被写体３０を確認しながら撮影を行うことができる。
【００２３】
　図３Ｃは、第三の筐体３を伸張させた状態に保ちながら、第二の筐体２を矢印Ａの向き
に１８０度回転させた状態を示す外観図である。このように回転させることにより、撮像
部５と表示部１２が同一の向きとなるため、ユーザーが自己を被写体として撮影を行う際
にも、撮影予定画像（プレビュー画像）を確認しながら撮影を行うことができる。
【００２４】
　なお、本実施の形態では、撮像部５と表示部１２が反対方向及び同一方向にある場合に
ついてのみ説明したがこれに限るものではなく、表示部１２をユーザーが見やすい任意の
角度の状態にして撮影を行うこともできる。
【００２５】
　（実施の形態２）
　次に本発明の第二の実施の形態について説明する。本実施例の携帯電話装置は、第三の
筐体の一の面に操作部を備え、操作部を備える面の裏面に表示器とタッチパネルを配する
ように構成している。
【００２６】
　図４は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の第三の筐体の表裏を反転した状態
の外観図である。図４に示す本実施例の携帯電話装置は、タッチパネル式入力部１５と、
第二の表示部１６とを主に具備する構成を採る。なお、タッチパネル式入力部１５と第二
の表示部１６とは同一面上に取り付けられている。
【００２７】
　なお、図４、図５、図６、図７は、実施の形態１に示した外観図と共通の構成を有して
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おり、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００２８】
　図５は、本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の構成を示すブロック図である。第
一の表示部１２は、第一の筐体１に備え付けられ撮影予定画像（プレビュー画像）、携帯
電話装置に記録された画像又は通信時の対局から送信された画像、及び携帯電話機能又は
撮影機能におけるメニュー画面等を表示する。第二の表示部１６は、第三の筐体３に備え
付けられ撮影予定画像（プレビュー画像）、携帯電話装置に記録された画像又は通信時の
対局から送信された画像、及び携帯電話機能又は撮影機能におけるメニュー画面等を表示
する。第三の筐体の備え付けられたタッチパネル式入力部１５はユーザーからの入力を受
け付ける。
【００２９】
　図６は、実施の形態２に係る携帯電話装置において三脚ねじ穴９に三脚２６を接続した
状態を示す外観図である。第三の筐体３を伸張したときに現れる三脚ねじ穴９に三脚２６
を接続することによって、携帯電話装置を固定することができるので、撮影時の手ぶれを
防ぐことができる。
【００３０】
　図７は、実施の形態２に係る携帯電話装置を、ユーザーの自己の画像を撮影する場合の
外観を示した図である。撮影予定画像（プレビュー画像）３２は、撮像部５を通じて撮像
された自己の画像等である。第２の表示部１６は、第三の筐体３の操作部の裏面に設置さ
れたタッチパネル式入力部１５の下にズームや撮影（シャッター）といった操作を表示し
ている。そのため、タッチパネル式入力部を用いてズームや撮影を行うことができ、自己
の画像を取る際にも、操作が容易である。
【００３１】
　なお、本実施の形態では、撮像部５と表示部１２が反対方向及び同一方向にある場合に
ついてのみ説明したがこれに限るものではなく、表示部１２をユーザーが見やすい任意の
角度の状態にして撮影を行うこともできる。
【００３２】
　（実施の形態３）
　次に本発明の第三の実施の形態について説明する。本実施例の携帯電話装置は、第一の
筐体と、第二の筐体と、第三の筐体とから構成され、第一の筐体の一方に第三の筐体を摺
動可能に支持し、さらに第一の筐体に対し第三の筐体を回転可能に支持し、第一の筐体の
他方に第二の筐体を回転可能に支持するように構成される。
【００３３】
　図８Ａは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納
した状態の外観図、図８Ｂは本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体をの
ばして示した外観図である。
【００３４】
　本実施例の携帯電話装置は、第一の筐体１と、第二の筐体２と、第三の筐体３とから構
成される。第一の筐体１の一方に前記第三の筐体３を摺動可能に支持しつつ回転軸１７に
より第一の筐体１に対して任意の角度で回転可能に支持し、前記第一の筐体１の他方に前
記第二の筐体２を回転可能に支持するように構成される。
【００３５】
　なお、図８Ａ、８Ｂ、図９Ａ、９Ｂ及び図１０は、実施の形態１に示した外観図と共通
の構成を有しており、同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００３６】
　図９Ａ、９Ｂは、本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の外観の変化を説明するた
めの外観図である。図９Ａは、第三の筐体３を伸張させた状態で第一の表示部１２と第二
の表示部１６を同一の方向になるように回転させた状態である。図９Ｂは、第三の筐体３
を伸張させた状態で第一の表示部１２と第二の表示部１６を反対の方向になるように回転
させた状態である。
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【００３７】
　図１０は、実施の形態３に係る携帯電話装置をＴＶ電話に使用した場合の外観図である
。自局画像３２は、撮像部５を通じて撮影された画像、対局画像３０は無線通信回線を通
じて受信した対局が送信した画像である。第２の表示部１６と第１の表示部１２を同方向
に向けて使用するため、２つの表示器に同時にそれぞれ表示される自局の画像と対局の画
像の両方を確認しながら、ＴＶ電話を行うことができる。
【００３８】
　なお、ＴＶ電話の使用時において、自局画像３２を第２の表示部１６に、対局画像３０
を第１の表示部１２に表示してもよい。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、撮像部５と第１の表示部１２が反対方向及び同一方向にある
場合について説明したがこれに限るものではなく、第１の表示部１２をユーザーが見やす
い任意の角度の状態にして撮影を行うこともできる。
【００４０】
　また、本実施の形態では、撮像部５と第２の表示部１６が反対方向及び同一方向にある
場合について説明したがこれに限るものではなく、第２の表示部１６をユーザーが見やす
い任意の角度の状態にして撮影を行うこともできる。
【００４１】
　また、本実施の形態では、ＴＶ電話を利用した使用方法を説明したがこれに限るもので
はなく、チャットなどいかなる画像通信アプリケーションに適用してもよい。
【００４２】
　また、本実施の形態では、ＴＶ電話を利用した使用方法を説明したがこれに限るもので
はなく、画像を撮影する際に、第１の表示部１２と第２の表示部１６のうち、一方の表示
部に携帯電話端末に保存された１又は複数の画像を表示し、他方の表示部に撮影予定画像
を表示するようにしてもよい。使用者は過去の画像と撮影予定画像を比較しながら撮影す
ることができるので、過去の画像に比べてよりよい画像を撮影しやすくなる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明にかかる携帯電話装置は、撮像部の汚れの付着や傷付から防止できるとともに、
自己の画像を撮影する際のユーザーの使い勝手を向上させた、撮像機能やＴＶ電話機能や
画像通信機能などの各種機能を有する携帯電話装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１Ａ】本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第一の筐体を第三の筐体に収納し
た状態の外観図
【図１Ｂ】本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の第三の筐体を外して示した分解図
【図２】本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の主要な構成を示すブロック図
【図３Ａ】本発明の実施の形態１に係る携帯電話装置の縮んだ状態の外観図
【図３Ｂ】本発明の実施の形態１に係る電話装置の伸張した状態の外観図
【図３Ｃ】本発明の実施の形態１に係る電話装置の伸張し回転した状態の外観図
【図４】本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の第三の筐体の表裏を反転した状態の
外観図
【図５】本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置の主要な構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置において三脚ねじ穴９に三脚２６を接
続した状態を示す外観図
【図７】本発明の実施の形態２に係る携帯電話装置においてユーザーの自己の画像を撮影
する場合の外観図
【図８Ａ】本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の外観図
【図８Ｂ】本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体をのばして示した外観
図
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【図９Ａ】本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体を伸張した外観図
【図９Ｂ】本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置の第三の筐体を伸張して回転した外
観図
【図１０】本発明の実施の形態３に係る携帯電話装置をＴＶ電話に使用した場合の外観図
【符号の説明】
【００４５】
　１　　第一の筐体
　２　　第二の筐体
　３　　第三の筐体
　４　　回転軸
　５　　撮像部
　６　　照明部
　７　　凹部
　８　　シャッターボタン
　９　　三脚ねじ穴
　１１　　スピーカ
　１２　　表示部
　１３　　マイク
　１４　　操作部
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】
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