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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末装置であって、
　レンズ・モジュールによって与えられる光学結像特性によって写真を撮影することが可
能なレンズ・モジュールを有するカメラ・システムと、
　前記レンズ・モジュールの光学特性を変更するための光学的手段であって、前記カメラ
・システムの前記レンズ・モジュールと共に動作して、変更された光学特性によって写真
を撮影することが可能である、光学的手段と、
　少なくとも前記カメラ・システムを覆う前記携帯端末装置のハウジングと、を備え、
　前記ハウジングの一部は前記レンズ・モジュールの光学特性のための前記光学的手段を
備え、前記ハウジングの一部は前記携帯端末装置から脱着可能である、
ことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　光学特性を変更するための前記光学的手段を備える前記ハウジングの一部が、前記カメ
ラ・システムと脱着可能に接続される請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記ハウジングの前記一部が、複数の光学特性を変更するための光学的手段からなるア
センブリと一体化し、各該手段は前記カメラ・システムの前記レンズ・モジュールと共に
動作するようになっており、前記アセンブリは駆動によって変更できる請求項１または２
に記載の携帯端末装置。



(2) JP 4708704 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

【請求項４】
　光学特性を変更するための前記光学的手段が、レンズ、数個のレンズを備える対物レン
ズ、少なくとも１つのフィルタ、および回折光学素子のうちの少なくとも１つである請求
項１に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記カメラ・システムが、前記携帯端末装置に内蔵される請求項１に記載の携帯端末装
置。
【請求項６】
　前記カメラ・システムが、外部モジュールとして前記携帯端末装置に取り付けられる請
求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記携帯端末装置が携帯電話である請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項８】
　携帯端末装置のハウジングの一部であって、該携帯端末装置から脱着可能であり、
　前記携帯端末装置は、レンズ・モジュールによって与えられる光学結像特性によって写
真を撮影することが可能なレンズ・モジュールを有するカメラ・システムを備え、
　前記携帯端末装置の前記ハウジングは、少なくとも前記カメラ・システムを覆い、
　前記ハウジングの一部は、前記レンズ・モジュールの光学特性を変更するための光学的
手段であって、前記カメラ・システムの前記レンズ・モジュールと共に動作して、変更さ
れた光学特性によって写真を撮影することが可能である、光学的手段を備える、
ことを特徴とするハウジングの一部。
【請求項９】
　光学特性を変更するための前記光学的手段が脱着可能に接続される請求項８に記載のハ
ウジングの一部。
【請求項１０】
　前記ハウジングの一部が、前記レンズ・モジュールまたは前記カメラ・システムに脱着
可能に接続される請求項８または９に記載のハウジングの一部。
【請求項１１】
　前記ハウジングの一部が、複数の光学特性を変更するための前記光学的手段からなるア
センブリと一体化し、レンズのアセンブリは駆動によって変更できる請求項８～１０のい
ずれか一項に記載のハウジングの一部。
【請求項１２】
　光学特性を変更するための前記光学的手段が、レンズ、数個のレンズを備える対物レン
ズ、少なくとも１つのフィルタ、および回折光学素子のうちの少なくとも１つである請求
項８に記載のハウジングの一部。
【請求項１３】
　前記ハウジングが、外部モジュールとして前記携帯端末装置に取り付けられる外部カメ
ラ・システムのハウジングである請求項８に記載のハウジングの一部。
【請求項１４】
　前記携帯端末装置が携帯電話である請求項８に記載のハウジングの一部。
【請求項１５】
　携帯端末装置のカメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性を、前記レンズ・モ
ジュールの光学特性を変更するための光学的手段であって、前記レンズ・モジュールと共
に動作して、変更された光学特性によって写真を撮影することが可能である、光学的手段
を駆動することによって変更し、
　前記レンズ・モジュールを有する前記カメラ・システムは前記レンズ・モジュールによ
って与えられた光学結像特性によって写真を撮影することが可能であり、
　前記携帯端末装置のハウジングは、少なくとも前記カメラ・システムを覆い、
　前記ハウジングの一部は、前記レンズ・モジュールの光学特性のための前記光学的手段
を備え、前記ハウジングの一部は、前記携帯端末装置から着脱可能である、
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ことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　光学特性を変更するための前記光学的手段が、レンズ、数個のレンズを備える対物レン
ズ、少なくとも１つのフィルタ、および回折光学素子のうちの少なくとも１つである請求
項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記カメラ・システムが、前記携帯端末装置に内蔵される請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記カメラ・システムが、外部モジュールとして前記携帯端末装置に取り付けられる請
求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記携帯端末装置が携帯電話である請求項１５に記載の光学特性の変更方法。
【請求項２０】
　カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性を変更するシステムであって、
　レンズ・モジュールによって与えられる光学結像特性によって写真を撮影することが可
能なレンズ・モジュールを有する前記カメラ・システムを備える携帯端末装置と、
　前記レンズ・モジュールの光学特性を変更するための光学的手段であって、前記カメラ
・システムの前記レンズ・モジュールと共に動作して、変更された光学特性によって写真
を撮影することが可能である、光学的手段と、を有し、
　前記携帯端末装置のハウジングは、少なくとも前記カメラ・システムを覆い、
　前記ハウジングの一部は、前記レンズ・モジュールの光学特性のための前記光学的手段
を備え、前記ハウジングの一部は、前記携帯端末装置から着脱可能である、
ことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置のカメラ・システムの光学性能を高めるための装置、方法、お
よびシステムに関する。特に本発明は、可変レンズが一体化されたカバーを用いる可変カ
メラ・システムを有する携帯端末装置の光学性能を高めるための装置、方法、およびシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭなどの第２世代の携帯電話システムによって、移動体通信ユーザ数がここ数年間
で大きく増加した。無線市場が進んでいる国では、携帯電話の普及率が８０％を超えてい
る。第２世代の移動体通信システムは、音声トラフィックに最適化されている。来るべき
第３世代の移動体通信システムによって、第２世代の移動体通信システムの中間標準だけ
でなく、高いデータ速度サービスの扱いも可能になり、さらなるサービスとして音声トラ
フィックも提供される。無線通信は、第２世代の移動体通信システムではデータ速度が低
いために制限されているサービスが、さらに拡大されるであろう。
【０００３】
　高いデータ速度を必要とするサービスの１つは、高品質の画像およびビデオの送受信を
可能にすることである。高いデータ速度を実現できることによって、このサービスを、許
容できる伝送時間および許容できるコストで実現することができる。
【０００４】
　すなわち来るべき携帯電話には、デジタル・カメラが含まれ、写真を撮影した後、移動
体通信システムの他の加入者、たとえば移動体通信システムに何らかの形で接続されてい
る友人もしくは同僚または適切な受信者に送ることができるようになる。たとえば内蔵型
デジタル・カメラによって、テレビ電話を動作させることができるようになる。内蔵型デ
ジタル・カメラおよび携帯電話にプラグ接続されるカメラ・モジュールを用いたアプリケ
ーションの数は非常に多く、写真を送信できることによって通信性能が向上して便利にな
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る。簡単な低分解能の写真を送信できるショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）標準
によるメッセージが成功したことは、高分解能のビデオおよび写真送信による成功が次に
来ることを暗示するものであると考えられる。
【０００５】
　デジタル・カメラは、携帯電話に内蔵されても、または携帯電話にプラグ接続される外
部デジタル・カメラ・モジュールとして設けられても、その機能を実現するであろうが、
サイズ、重量、電力消費などのいくつかの制限がデジタル・カメラに課される。市場およ
び消費者の要求を満たすのは、低重量で小さい携帯サイズの電話である。したがってさら
なる内蔵装置またはプラグ・オンされる装置も、同じ要求を満足しなければユーザに受け
入れられるものにはならない。
【０００６】
　好ましくは、ＣＭＯＳセンサを、デジタル・カメラ用の検出システムとして用いる。電
荷結合素子（ＣＣＤ）のサイズのおかげで、小型および低重量のデジタル・カメラを設計
することができる。携帯装置のサイズおよび重量に応じて、デジタル・カメラ・システム
の光学系も、同じ制限を受けなければならない。これは、従来のスタンド・アロンのデジ
タル・カメラから知られる高性能な光学系では、携帯端末に内蔵されるデジタル・カメラ
には使用できないことを意味する。高性能な光学系のサイズおよび重量は、制限を超えて
しまう。そのためデジタル・カメラには、固定焦点の結像光学系が備え付けられるが、こ
れだとシャープに結像できる距離が、固定焦点結像光学系の設計に起因する結像距離に制
限されてしまう。多くの場合、結像は、約５０ｃｍから無限遠に制限される。さらに（水
平だけでなく垂直の）視野が、所定の値に固定される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それにもかかわらず、短距離の写真撮影または異なる視野での写真撮影を可能にする携
帯端末（特に携帯電話）向けデジタル・カメラ用の光学系を向上させる必要性が、このカ
メラ・システムのユーザから生じる。この必要性は、本発明によって解決される。
【０００８】
　本発明は、固体焦点カメラ・システムの、特に携帯電話に内蔵されるカメラ・システム
の制限を克服する装置、システム、および方法を提供する。
【０００９】
　本発明の第１の目的は、結像用のレンズ・モジュールを備えるカメラ・システムと、カ
メラ・システム全体の光学特性をユーザの要求に適合させるためのレンズ・モジュール光
学特性の変更手段とが備え付けられた携帯端末装置、特に携帯電話を提供することである
。
【００１０】
　本発明の第２の目的は、レンズ・モジュール光学特性の変更手段が一体化されたハウジ
ングの一部、たとえば前面カバーもしくは背面カバーまたはそれぞれのカバーの一部であ
って、レンズ・モジュールが携帯端末装置のカメラ・システムを動作させる、ハウジング
の一部を提供することである。
【００１１】
　本発明の第３の目的は、レンズ・モジュールを備えて携帯端末装置のカメラ・システム
として動作させられるカメラ・システムの光学特性の変更手段であって、ハウジングの一
部に一体化された光学特性の変更手段を提供することである。
【００１２】
　本発明の第４の目的は、携帯端末装置のカメラ・システムの光学特性の変更方法であっ
て、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性を光学特性の変更手段を用いて変
更する変更方法を提供することである。光学特性の変更手段は、携帯端末装置のカメラ・
システムが入るハウジングの一部に一体化される。
【００１３】
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　本発明の第５の目的は、携帯端末装置のカメラ・システム、ハウジングの一部、および
カメラ・システムのレンズ・モジュール光学特性の変更手段を備えるシステムであって、
レンズ・モジュール光学特性の変更手段がハウジングの一部に一体化されたシステムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の目的は、添付の特許請求の範囲によって解決される。
【００１５】
　全体としては、本発明による解決方法の考えによって、携帯端末装置に標準的なカメラ
・システムを備え付けることで、そのユーザが写真を撮影できるようにすることができる
。これらの標準的なカメラ・システムは、全体的なコスト効率が、市場区分の要望に見合
う小サイズで低重量の低コスト・システムという基本的な要求を満たす。標準的なカメラ
・システムによって、カメラ・システムを用いて写真または景色を撮影したいというユー
ザの要求の大部分をカバーするある種の標準的な結像が得られる。カメラのレンズ・シス
テムについてのさらなる要求は、カメラのレンズ・モジュールの光学特性を変更する手段
によって実現される。光学特性の変更手段を、脱着可能に接続されるハウジングまたはハ
ウジングの一部に一体化して、ユーザからの要求に応じてカメラ・システムに接続しても
良い。このカメラ・システムの任意の拡張部分によって、カメラを個々の要求に適合させ
ることができる。この拡張部分は、迅速に交換することができる。さらに種々の拡張部分
が、種々の要求に適合できるようになっていても良く、ユーザが、本人の個人的な要求を
満たすサイズおよび重量を決められるようになっていても良い。と言うのは、高性能な光
学系では、標準的なカメラ・システムのサイズおよび重量に対する要求を満足しない場合
があるからである。
【００１６】
　本発明の第１の態様によれば、携帯端末装置が提供される。携帯端末装置は、レンズ・
モジュールとその光学特性の変更手段とを備えるカメラ・システムを有し、光学特性の変
更手段は、レンズ・モジュールとともに動作するようになっている。レンズ・モジュール
は、カメラ・システム内に含まれる検出器システムによって検出された像を再生するため
の標準的な結像光学系として動作する。好ましくは、カメラ・システムは電荷結合素子（
ＣＣＤ）を備えて、レンズ・モジュールによってＣＣＤ上に焦点を合わせられた像を再生
する。典型的には、レンズ・モジュールは、携帯端末装置のカメラ・システムに恒久的に
一体化された固定焦点対物レンズであっても良い。固定焦点対物レンズは、像をフォーカ
スする距離範囲が制限されていて、すなわち最短距離から無限遠までであり、たとえば５
０ｃｍから無限遠であることが都合が良い。さらに水平および垂直視野（それぞれＨＦＯ
ＶまたはＶＦＯＶ）のようなさらなる特性が、同様の制限下にある。レンズ・モジュール
光学特性の変更手段によって、制限されたレンズ・モジュール特性を変更できるようにし
て、たとえば最短距離を短くしても良いし視野を変えても良い。
【００１７】
　好ましくは、光学特性の変更手段を、携帯端末装置またはカメラ・システムにそれぞれ
脱着可能に接続しても良い。脱着可能な接続によって、写真撮影に対する現時点の要求に
応じて種々の光学特性変更手段を使用できるようにしても良い。この脱着可能な接続は、
光学特性の変更手段を適切な方法で受け入れて支持する特別なスナップ・イン接続であっ
ても良い。スナップ・イン接続によって、さらなる接続、特にカメラ・システムのエレク
トロニクスへの電気接続が与えられても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続および
電源接続を備えていても良い。
【００１８】
　カメラ・システムが入るハウジングの一部が光学特性の変更手段を備えていても良いこ
とが好都合である。ハウジングの一部は、前面カバーまたは背面カバーであっても良い。
さらにハウジングの一部は、前面カバーの一部または背面カバーの一部であっても良い。
光学特性の変更手段は、ハウジングの一部に固定しても良いが、ハウジングの一部に脱着
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可能に接続しても良い。ハウジングの一部はさらに、接続、特にカメラ・システムのエレ
クトロニクスへの電気接続を備えていても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続およ
び電源接続を備えていても良い。
【００１９】
　さらに、光学特性の変更手段を備えるハウジングの一部を、脱着可能に接続しても良い
。種々の光学特性変更手段の交換を、個々の光学特性変更手段を備えるハウジングの一部
を交換することによって行なっても良い。
【００２０】
　好ましくはハウジングの一部は、光学特性の変更手段だけでなく、特性の異なる複数の
光学特性変更手段からなるアセンブリを備える。ハウジングの一部が備えるアセンブリを
、駆動によって変えることで、種々の光学特性の変更手段がカメラ・システムのレンズ・
モジュールとともに動作できるようにしても良い。またアセンブリは、レンズ・モジュー
ルの光学特性を変更することがない間はレンズ・モジュール用の単純な保護カバーまたは
レンズ・モジュールを保護する単純なガラス面のようなさらなるエレメントを備えていて
も良い。
【００２１】
　アセンブリの駆動は、少なくとも１つのレンズが動作位置に配置される手動駆動、また
は電動駆動、または他の何らかの電気制御駆動（たとえば可変レンズのアセンブリを駆動
する）であっても良いことが、都合が良い。光学特性の変更手段を電気的に制御するため
に、カメラ・システムのエレクトロニクスを光学特性の変更手段に接続するさらなる電気
接続を設けても良い。さらに電気接続は、光学特性の変更手段の電動機能用の電源接続を
備えていても良い。
【００２２】
　加えて、駆動はスライディング駆動であっても良い。光学特性の変更手段のアセンブリ
を、直線状に一列に、たとえば交換可能な光学レンズが隣接する列で配列して、一度に前
記レンズの少なくとも１つが動作位置に配置されるようにしても良い。アセンブリ全体を
、対応する指示ガイドに沿ってスライドさせることによって、種々の光学特性変更手段を
、カメラ・システムおよびそのレンズ・モジュールに対して好適に配置しても良い。
【００２３】
　さらに駆動は、回転駆動であっても良い。これはアセンブリを回転盤上に配置しても良
いことを意味する。これに対応して、回転盤を回転盤軸の周りに回転させることによって
、たとえば、複数の周辺レンズを周辺に有する回転盤を外周に沿って回転させることによ
って、種々の光学特性変更手段を、カメラ・システムおよびそのレンズ・モジュールに対
して好適に配置しても良い。
【００２４】
　さらに、複数の光学特性変更手段からなるアセンブリを脱着可能に接続することが有益
であると考えられる。アセンブリを迅速かつ容易に交換できれば、使用する可能性を高め
ることができる。光学特性の変更手段を回転盤上に配置する場合には、種々の回転盤を設
けても良い。たとえば結像比の異なるマクロおよび接写レンズを保持する回転盤、または
倍率の異なる遠距離すなわち望遠レンズを保持する回転盤である。アセンブリの数、およ
び種々の光学特性変更手段の配置の仕方は、限定されない。
【００２５】
　好ましくは、携帯端末装置のカメラ・システムのレンズ・システムの光学特性の変更手
段は、少なくとも１つのレンズであっても良い。カメラ・システムのレンズ・モジュール
前に配置されるレンズによって、焦点距離、視野、倍率、または最短結像距離のようなレ
ンズ・モジュールの光学特性を変更することができる。レンズの製造は、種々のレンズ材
料に基づいて行なっても良い。一般的な材料は、ポリマーまたは種々のガラス基板である
が、レンズ用材料は、一般に使用されているものに限定されない。
【００２６】
　少なくとも１つのレンズはマクロ・レンズであっても良いことが、都合が良い。通常、
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用語マクロは、カメラ・システムによる結像面上への被写体の約１：１（被写体サイズ対
画像サイズ）の再生を示す。これに対応して、結像された被写体の倍率は、１以上である
。
【００２７】
　加えて、結像された被写体の倍率が約２を超えるレンズを、接写レンズと呼ぶ。これは
、被写体サイズ対被写体画像サイズが１：２以下であることを意味する。このようなレン
ズも、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性の変更手段として設けて良い。
【００２８】
　さらに少なくとも１つのレンズが、遠距離にある被写体を結像できる遠距離レンズであ
っても良い。
【００２９】
　好ましくは、光学特性の変更手段は、ワイド・コンバータ（wide converter）またはも
っと極端に魚眼レンズを備えていても良い。
【００３０】
　さらに好ましくは、少なくとも１つのレンズが電気的なレンズであっても良い。たとえ
ば、電気的なレンズは、異なる電圧を印加することでその焦点距離を変更できるものであ
っても良い。レンズの光学特性を変更することは好ましいことであると考えられる。と言
うのは、数個のレンズを必要とする機械的な類似の解決方法では、比較的高重量の複雑な
機構となるなどの多くの不利な点が示されるからである。
【００３１】
　前述した光学特性の変更手段はすべて、単一レンズで設計しても良いが、数個のレンズ
で設計して、レンズの組み合わせを適合させて個々の光学特性を与えるようにしても良い
。
【００３２】
　光学特性の変更手段が、通常は数個のレンズを組み合わせた対物レンズを使用すること
を伴っていても良いことが、都合が良い。対物レンズは、視野の範囲を選択できるズーム
対物レンズであっても良い。通常、視野は、与えられた視野の範囲の中から、手動駆動ま
たは電気駆動によるユーザ操作によって、たとえば視野を電動的に調整することによって
、選んでも良い。
【００３３】
　さらに対物レンズは、数個のレンズを備えて望遠写真撮影ができる望遠対物レンズであ
っても良い。望遠対物レンズは、種々の倍率で望遠写真が撮影できるズーム望遠対物レン
ズとして設計しても良い。
【００３４】
　加えて、光学特性の変更手段は、通常は数個のレンズを組み合わせた自動焦点対物レン
ズを使用することを含んでいても良い。所要の光学特性を提供するいくつかのレンズを備
えた対物レンズは、多くの場合、結像された被写体を像面上に焦点を合わせる必要がある
。焦点合わせは、電動で駆動しても良いし、類似の制御可能な手段によって駆動しても良
い。数個のレンズを備える対物レンズの焦点合わせを自動的に駆動することが、好ましい
解決方法であると考えられる。
【００３５】
　光学特性の変更手段がフィルタを備えていても良いことが、都合が良い。フィルタを用
いることは、写真撮影では良く知られていることである。種々のフィルタを用いることで
、カメラ・システムによって撮影される写真を改善することができる。たとえばスカイラ
イト・フィルタは、晴れた日に空から出る青色の一部を減らし、入ってくる紫外（ＵＶ）
線の一部を減らす。または偏光フィルタによって、反射を減らして、鮮やかな色を出すこ
とができる。また色フィルタも、カメラ・システムによって撮影される写真を改善して、
特別な効果を出すことができる。
【００３６】
　好ましくは、カメラ・システムは携帯端末装置に内蔵される。携帯端末装置と、レンズ
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・モジュールを備えるカメラ・システムとは、同じハウジングに入っている。カメラ・シ
ステムの光学特性の変更手段は、カメラ・システムを備える携帯端末装置のハウジングに
一体化されていても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む携帯端末装
置のハウジングの一部であっても良い。
【００３７】
　加えて、レンズ・モジュールを備えるカメラ・システムは、携帯端末装置にプラグ接続
してカメラ・システムを動作させることができる別個の外部モジュールであっても良い。
カメラ・システムは、カメラ・システム用のハウジングに入っている。カメラ・システム
の光学特性の変更手段を、カメラ・システムを備える外部モジュールのハウジングに一体
化しても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む外部モジュールのハウ
ジングの一部であっても良い。
【００３８】
　携帯端末装置は、移動体通信の既知の標準に従う携帯電話であっても良いことが、都合
が良い。標準はたとえば、移動体通信グローバル・システム（ＧＳＭ）、ユニバーサル移
動通信サービス（ＵＭＴＳ）、デジタル通信システム（ＤＣＳ）、広帯域符号分割多元接
続（ＷＣＤＭＡ）、ＩＳ－１３６（主に米国無線通信標準）、ＩＳ－９５（主に米国無線
通信標準）などである。
【００３９】
　本発明の第２の態様によれば、光学特性の変更手段を備えるハウジングの一部が、提供
される。光学特性の変更手段は、カメラ・システムのレンズ・モジュールとともに動作す
るようになっている。携帯端末装置が、カメラ・システムを備える。レンズ・モジュール
は、カメラ・システムの標準的な結像光学系として動作する。
【００４０】
　好ましくは、カメラ・システムは、画像を検出するためのＣＣＤチップを備えるデジタ
ル・カメラ・システムであっても良い。レンズ・モジュールは、ＣＣＤチップ上に画像の
焦点を合わせる。典型的には、レンズ・モジュールは、携帯端末装置が備えるカメラ・シ
ステムに恒久的に一体化された固定焦点の対物レンズであっても良い。好都合であるのは
、固定焦点の対物レンズが、画像の焦点を合わせる距離範囲が制限されていて、すなわち
最短距離から無限遠までであり、たとえば５０ｃｍから無限遠であることである。さらに
水平および垂直視野（それぞれＨＦＯＶまたはＶＦＯＶ）のようなさらなる特性が、同様
の制限下にある。レンズ・モジュールの光学特性の変更手段によって、制限されたレンズ
・モジュール特性を変更できるようにして、たとえば最短距離を短くしても良いし、視野
を変えても良い。
【００４１】
　好ましくは、光学特性の変更手段を、携帯端末装置またはカメラ・システムにそれぞれ
脱着可能に接続しても良い。脱着可能な接続によって、写真撮影に対する現時点の要求に
応じて種々の光学特性変更手段を使用できるようにしても良い。この脱着可能な接続は、
光学特性の変更手段を適切な方法で受け入れて支持する特別なスナップ・イン接続であっ
ても良い。スナップ・イン接続によって、さらなる接続、特にカメラ・システムのエレク
トロニクスへの電気接続が与えられても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続および
電源接続を備えていても良い。
【００４２】
　加えて、光学特性の変更手段を備えるハウジングの一部を、脱着可能に接続しても良い
。種々の光学特性変更手段の交換を、個々の光学特性変更手段を備えるハウジングの一部
を交換することによって行なっても良い。ハウジングの一部はさらに、接続、特にカメラ
・システムのエレクトロニクスへの電気接続を備えていても良い。電気接続は、制御信号
用の信号接続および電源接続を備えていても良い。
【００４３】
　好ましくはハウジングの一部は、光学特性の変更手段だけでなく、特性の異なる複数の
光学特性変更手段からなるアセンブリを備える。ハウジングの一部が備えるアセンブリを
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、駆動によって変えることで、種々の光学特性の変更手段がカメラ・システムのレンズ・
モジュールとともに動作できるようにしても良い。またアセンブリは、レンズ・モジュー
ルの光学特性を変更することがない間、レンズ・モジュール用の単純な保護カバーまたは
レンズ・モジュールを保護する単純なガラス面のようなさらなるエレメントを備えていて
も良い。
【００４４】
　アセンブリの駆動は、手動駆動、または電動駆動、または他の何らかの電気制御駆動で
あっても良いことが、都合が良い。光学特性の変更手段を電気的に制御するために、カメ
ラ・システムのエレクトロニクスを光学特性の変更手段に接続するさらなる電気接続を設
けても良い。さらに電気接続は、光学特性の変更手段の電動機能用の電源接続を備えてい
ても良い。
【００４５】
　加えて、駆動はスライディング駆動であっても良い。光学特性の変更手段のアセンブリ
を、直線状に一列に配置しても良い。アセンブリ全体を、対応する支持ガイドに沿ってス
ライドさせることによって、種々の光学特性変更手段を、カメラ・システムおよびそのレ
ンズ・モジュールに対して適切に配置しても良い。
【００４６】
　さらに駆動は、回転駆動であっても良い。これはアセンブリを回転盤上に配置しても良
いことを意味する。これに対応して、回転盤を回転盤軸の周りに回転させることによって
、種々の光学特性変更手段を、カメラ・システムおよびそのレンズ・モジュールに対して
適切に配置しても良い。
【００４７】
　さらに、複数の光学特性変更手段からなるアセンブリを脱着可能に接続することが有益
であると考えられる。アセンブリを迅速かつ容易に交換できれば、使用する可能性を高め
ることができる。光学特性の変更手段を回転盤上に配置する場合には、種々の回転盤を設
けても良い。たとえば結像比の異なるマクロおよび接写レンズを保持する回転盤、または
倍率の異なる遠距離すなわち望遠レンズを保持する回転盤である。アセンブリの数、およ
び種々の光学特性変更手段の配置の仕方は、限定されない。
【００４８】
　好ましくは、携帯端末装置のカメラ・システムのレンズ・システムの光学特性の変更手
段は、少なくとも１つのレンズであっても良い。カメラ・システムのレンズ・モジュール
前に配置されるレンズによって、焦点距離、視野、倍率、または最短結像距離のようなレ
ンズ・モジュールの光学特性を変更することができる。レンズの製造は、種々のレンズ材
料に基づいて行なっても良い。一般的な材料は、ポリマーまたは種々のガラス基板である
が、レンズ用材料は、一般に使用されているものに限定されない。
【００４９】
　少なくとも１つのレンズはマクロ・レンズであっても良いことが、都合が良い。通常、
用語マクロは、カメラ・システムによる結像面上への被写体の約１：１（被写体サイズ対
画像サイズ）の再生を示す。これに対応して、結像された被写体の倍率は、１以上である
。
【００５０】
　加えて、結像された被写体の倍率が約２を超えるレンズを、接写レンズと呼ぶ。これは
、被写体サイズ対被写体画像サイズが１：２以下であることを意味する。このようなレン
ズも、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性変更手段として設けても良い。
【００５１】
　さらに少なくとも１つのレンズが、遠距離にある被写体を結像できる遠距離レンズであ
っても良い。
【００５２】
　好ましくは、光学特性の変更手段は、ワイド・コンバータまたはもっと極端に魚眼レン
ズを備えていても良い。
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【００５３】
　さらに好ましくは、少なくとも１つのレンズが電気的なレンズであっても良い。たとえ
ば、電気的なレンズは、異なる電圧を印加することでその焦点距離を変更できるものであ
っても良い。レンズの光学特性を変更することは好ましいことであると考えられる。と言
うのは、数個のレンズを必要とする機械的な類似の解決方法では、比較的高重量の複雑な
機構となるなどの多くの欠点が示されるからである。
【００５４】
　前述した光学特性の変更手段はすべて、単一レンズで設計しても良いが、数個のレンズ
で設計して、レンズの組み合わせを適合させて個々の光学特性を与えるようにしても良い
。
【００５５】
　光学特性の変更手段が、通常は数個のレンズを組み合わせた対物レンズを使用すること
を伴っていても良いことが、都合が良い。対物レンズは、視野の範囲を選択できるズーム
対物レンズであっても良い。通常、視野は、与えられた視野の範囲の中から、電気的の手
動駆動によるユーザ操作によって、たとえば視野を電動的に調整することによって、選ん
でも良い。
【００５６】
　さらに対物レンズは、数個のレンズを備えて望遠写真撮影ができる望遠対物レンズであ
っても良い。望遠対物レンズは、種々の倍率で望遠写真が撮影できるズーム望遠対物レン
ズとして設計しても良い。
【００５７】
　加えて、光学特性の変更手段は、通常は数個のレンズを組み合わせた自動焦点対物レン
ズを使用することを含んでいても良い。所望の光学特性を得るように数個のレンズを備え
た対物レンズは、多くの場合、結像面上に結像された被写体の焦点を合わせる必要がある
。焦点合わせは、電動で駆動しても良いし、類似の制御可能な手段によって駆動しても良
い。数個のレンズを備える対物レンズの焦点合わせを自動的に駆動することが、好ましい
解決方法であると考えられる。
【００５８】
　光学特性の変更手段がフィルタを備えていても良いことが、都合が良い。フィルタを用
いることは、写真撮影では良く知られていることである。種々のフィルタを用いることで
、カメラ・システムによって撮影される写真を改善することができる。たとえばスカイラ
イト・フィルタは、晴れた日に空から出る青色の一部を減らし、入ってくる紫外（ＵＶ）
線の一部を減らす。または偏光フィルタによって、反射を減らして、鮮やかな色を出すこ
とができる。また色フィルタも、カメラ・システムによって撮影される写真を改善して、
特別な効果を出すことができる。
【００５９】
　好ましくは、カメラ・システムは携帯端末装置に内蔵されている。携帯端末装置と、レ
ンズ・モジュールを備えるカメラ・システムとは、同じハウジングに入っている。カメラ
・システムの光学特性の変更手段は、カメラ・システムを備える携帯端末装置のハウジン
グに一体化されていても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む携帯端
末装置のハウジングの一部であっても良い。
【００６０】
　加えて、レンズ・モジュールを備えるカメラ・システムは、携帯端末装置にプラグ接続
してカメラ・システムを動作させることができる別個の外部モジュールであっても良い。
カメラ・システムは、カメラ・システム用のハウジングに入っている。カメラ・システム
の光学特性の変更手段を、カメラ・システムを備える外部モジュールのハウジングに一体
化しても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む外部モジュールのハウ
ジングの一部であっても良い。
【００６１】
　携帯端末装置は、移動体通信の既知の標準に従う携帯電話であっても良いことが、都合
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が良い。標準はたとえば、移動体通信グローバル・システム（ＧＳＭ）、ユニバーサル移
動通信サービス（ＵＭＴＳ）、デジタル通信システム（ＤＣＳ）、広帯域符号分割多元接
続（ＷＣＤＭＡ）、ＩＳ－１３６（主に米国無線通信標準）、ＩＳ－９５（主に米国無線
通信標準）などである。
【００６２】
　本発明の第３の態様によれば、光学特性の変更手段が提供される。光学特性の変更手段
は、カメラ・システムのレンズ・モジュールとともに動作するようになっている。携帯端
末装置が、カメラ・システムを備える。レンズ・モジュールは、カメラ・システムの標準
的な結像光学系として動作する。好ましくは、カメラ・システムは、画像を検出するため
のＣＣＤチップを備えるデジタル・カメラ・システムであっても良い。レンズ・モジュー
ルは、ＣＣＤチップ上に画像の焦点を合わせる。典型的には、レンズ・モジュールは、携
帯端末装置が備えるカメラ・システムに恒久的に一体化された固定焦点の対物レンズであ
っても良い。好都合であるのは、固定焦点の対物レンズが、画像の焦点を合わせる距離範
囲が制限されていて、すなわち最短距離から無限遠までであり、たとえば５０ｃｍから無
限遠であることである。さらに水平および垂直視野（それぞれＨＦＯＶまたはＶＦＯＶ）
のようなさらなる特性が、同様の制限下にある。レンズ・モジュールの光学特性の変更手
段によって、制限されたレンズ・モジュール特性を変更できるようにして、たとえば最短
距離を短くしても良いし視野を変えても良い。
【００６３】
　好ましくは、光学特性の変更手段を、携帯端末装置またはカメラ・システムにそれぞれ
脱着可能に接続しても良い。脱着可能な接続によって、画像撮影に対する現時点の要求に
応じて種々の光学特性変更手段を使用できるようにしても良い。この脱着可能な接続は、
光学特性の変更手段を適切な方法で受け入れて支持する特別なスナップ・イン接続であっ
ても良い。スナップ・イン接続によって、さらなる接続、特にカメラ・システムのエレク
トロニクスへの電気接続が与えられても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続および
電源接続を備えていても良い。
【００６４】
　カメラ・システムが入るハウジングの一部が、光学特性の変更手段を備えていても良い
ことが、都合が良い。ハウジングの一部は、前面カバーまたは背面カバーであっても良い
。さらにハウジングの一部は、前面カバーの一部または背面カバーの一部であっても良い
。光学特性の変更手段は、ハウジングの一部に固定しても良いが、ハウジングの一部に脱
着可能に接続しても良い。ハウジングの一部はさらに、接続、特にカメラ・システムのエ
レクトロニクスへの電気接続を備えていても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続お
よび電源接続を備えていても良い。
【００６５】
　加えて、光学特性の変更手段を備えるハウジングの一部を、脱着可能に接続しても良い
。種々の光学特性変更手段の交換を、個々の光学特性変更手段を備えるハウジングの一部
を交換することによって行なっても良い。
【００６６】
　好ましくは、携帯端末装置のカメラ・システムのレンズ・システムの光学特性の変更手
段は、少なくとも１つのレンズであっても良い。カメラ・システムのレンズ・モジュール
前に配置されるレンズによって、焦点距離、視野、倍率、または最短結像距離のようなレ
ンズ・モジュールの光学特性を変更することができる。レンズの製造は、種々のレンズ材
料に基づいて行なっても良い。一般的な材料は、ポリマーまたは種々のガラス基板である
が、レンズ用材料は、一般に使用されているものに限定されない。
【００６７】
　少なくとも１つのレンズはマクロ・レンズであっても良いことが、都合が良い。通常、
用語マクロは、カメラ・システムによる像面上への被写体の約１：１（被写体サイズ対画
像サイズ）の再生を示す。これに対応して、結像された被写体の倍率は、１以上である。
【００６８】
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　加えて、結像された被写体の倍率が約２を超えるレンズを、接写レンズと呼ぶ。これは
、被写体サイズ対被写体画像サイズが１：２以下であることを意味する。このようなレン
ズも、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性変更手段として設けても良い。
【００６９】
　さらに少なくとも１つのレンズが、遠距離にある被写体を結像できる遠距離レンズであ
っても良い。
【００７０】
　好ましくは、光学特性の変更手段は、ワイド・コンバータまたはもっと極端に魚眼レン
ズを備えていても良い。
【００７１】
　さらに好ましくは、少なくとも１つのレンズが電気的なレンズであっても良い。たとえ
ば、電気的なレンズは、異なる電圧を印加することでその焦点距離を変更できるものであ
っても良い。レンズの光学特性を変更することは好ましいことであると考えられる。と言
うのは、数個のレンズを必要とする機械的な類似の解決方法では、比較的高重量の複雑な
機構となるなどの多くの欠点が示されるからである。
【００７２】
　前述した光学特性の変更手段はすべて、単一レンズで設計しても良いが、数個のレンズ
で設計して、レンズの組み合わせを適合させて個々の光学特性を与えるようにしても良い
。
【００７３】
　光学特性の変更手段が、通常は数個のレンズを組み合わせた対物レンズを使用すること
を伴っていても良いことが、都合が良い。対物レンズは、視野の範囲を選択できるズーム
対物レンズであっても良い。通常、視野は、与えられた視野の範囲の中から、手動駆動ま
たは電気駆動によるユーザ操作によって、たとえば視野を電動的に調整することによって
、選んでも良い。
【００７４】
　さらに対物レンズは、数個のレンズを備えて望遠写真撮影ができる望遠対物レンズであ
っても良い。望遠対物レンズは、種々の倍率で望遠写真が撮影できるズーム望遠対物レン
ズとして設計しても良い。
【００７５】
　加えて、光学特性の変更手段は、通常は数個のレンズを組み合わせた自動焦点対物レン
ズを使用することを含んでいても良い。所要の光学特性を得るように数個のレンズを備え
た対物レンズは、多くの場合、像面上に結像された被写体の焦点を合わせる必要がある。
焦点合わせは、電動で駆動しても良いし、類似の制御可能な手段によって駆動しても良い
。数個のレンズを備える対物レンズの焦点合わせを自動的に駆動することが、好ましい解
決方法であると考えられる。
【００７６】
　光学特性の変更手段がフィルタを備えていても良いことが、都合が良い。フィルタを用
いることは、写真撮影では良く知られていることである。種々のフィルタを用いることで
、カメラ・システムによって撮影される写真を改善することができる。たとえばスカイラ
イト・フィルタは、晴れた日に空から出る青色の一部を減らし、入ってくる紫外（ＵＶ）
線の一部を減らす。または偏光フィルタによって、反射を減らして、鮮やかな色を出すこ
とができる。また色フィルタも、カメラ・システムによって撮影される写真を改善して、
特別な効果を出すことができる。
【００７７】
　好ましくは、カメラ・システムは携帯端末装置に内蔵されている。携帯端末装置と、レ
ンズ・モジュールを備えるカメラ・システムとは、同じハウジングに入っている。カメラ
・システムの光学特性の変更手段は、カメラ・システムを備える携帯端末装置のハウジン
グに一体化されていても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む携帯端
末装置のハウジングの一部であっても良い。
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【００７８】
　加えて、レンズ・モジュールを備えるカメラ・システムは、携帯端末装置にプラグ接続
してカメラ・システムを動作させることができる別個の外部モジュールであっても良い。
カメラ・システムは、カメラ・システム用のハウジングに入っている。カメラ・システム
の光学特性の変更手段を、カメラ・システムを備える外部モジュールのハウジングに一体
化しても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む外部モジュールのハウ
ジングの一部であっても良い。
【００７９】
　携帯端末装置は、移動体通信の既知の標準に従う携帯電話であっても良いことが、都合
が良い。標準はたとえば、移動体通信グローバル・システム（ＧＳＭ）、ユニバーサル移
動通信サービス（ＵＭＴＳ）、デジタル通信システム（ＤＣＳ）、広帯域符号分割多元接
続（ＷＣＤＭＡ）、ＩＳ－１３６（主に米国無線通信標準）、ＩＳ－９５（主に米国無線
通信標準）などである。
【００８０】
　本発明の第４の態様によれば、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性の変
更方法が提供される。光学特性の変更手段を、カメラ・システムのレンズ・モジュールの
前に、光軌跡内に配置する。携帯端末装置は、カメラ・システムを備える。レンズ・モジ
ュールは、カメラ・システムの標準的な結像光学系として動作する。好ましくは、カメラ
・システムは、画像を検出するためのＣＣＤチップを備えるデジタル・カメラ・システム
であっても良い。レンズ・モジュールは、ＣＣＤチップ上に画像の焦点を合わせる。典型
的には、レンズ・モジュールは、携帯端末装置が備えるカメラ・システムに恒久的に一体
化された固定焦点の対物レンズであっても良い。好都合であるのは、固定焦点の対物レン
ズが、画像の焦点を合わせる距離範囲が制限されていて、すなわち最短距離から無限遠ま
でであり、たとえば５０ｃｍから無限遠であることである。さらに水平および垂直視野（
それぞれＨＦＯＶまたはＶＦＯＶ）のようなさらなる特性が、同様の制限下にある。レン
ズ・モジュール光学特性の変更手段によって、制限されたレンズ・モジュール特性を変更
できるようにして、たとえば最短距離を短くしても良いし視野を変えても良い。従って、
光学特性の変更手段は、レンズ・モジュールとともに動作するようになっている。光学特
性の変更手段をレンズ・モジュールの前に配置することによって、カメラ・システムの結
像を拡張およびその画質を向上できるように光学特性が所望の仕方で変更される。
【００８１】
　好ましくは、光学特性の変更手段を、携帯端末装置またはカメラ・システムにそれぞれ
脱着可能に接続しても良い。脱着可能な接続によって、写真撮影に対する現時点の要求に
応じて種々の光学特性変更手段を使用できるようにしても良い。この脱着可能な接続は、
光学特性の変更手段を適切な方法で受け入れて支持する特別なスナップ・イン接続であっ
ても良い。スナップ・イン接続によって、さらなる接続、特にカメラ・システムのエレク
トロニクスへの電気接続が与えられても良い。電気接続は、制御信号用の信号接続および
電源接続を備えていても良い。
【００８２】
　カメラ・システムが入るハウジングの一部が光学特性の変更手段を備えていても良いこ
とが好都合である。ハウジングの一部は、前面カバーまたは背面カバーであっても良い。
さらにハウジングの一部は、前面カバーの一部または背面カバーの一部であっても良い。
光学特性の変更手段は、ハウジングの一部に着脱可能に接続してもよい。ハウジングの一
部はさらに、接続、特にカメラ・システムのエレクトロニクスへの電気接続を備えていて
も良い。電気接続は、制御信号用の信号接続および電源接続を備えていても良い。
【００８３】
　加えて、ハウジングの一部が光学特性の変更手段を一体化していても良い。電気接続が
、カメラ・システムのエレクトロニクスへの接続を与えるように一体化されていても良い
ことが、都合が良い。
【００８４】
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　好ましくは、光学特性の変更手段を備えるハウジングの一部を、脱着可能に接続しても
良い。種々の光学特性変更手段の交換を、個々の光学特性変更手段を備えるハウジングの
一部を交換することによって行なっても良い。
【００８５】
　好ましくはハウジングの一部は、光学特性の変更手段だけでなく、特性の異なる複数の
光学特性の変更手段からなるアセンブリを備える。ハウジングの一部が備えるアセンブリ
を、駆動によって変えることで、種々の光学特性の変更手段がカメラ・システムのレンズ
・モジュールとともに動作できるようにしても良い。またアセンブリは、レンズ・モジュ
ールの光学特性を変更することの無い間、レンズ・モジュール用の単純な保護カバーまた
はレンズ・モジュールを保護する単純なガラス面のようなさらなるエレメントを備えてい
ても良い。
【００８６】
　アセンブリの駆動は、手動駆動、または電動駆動、または他の何らかの電気制御駆動で
あっても良いことが、都合が良い。光学特性の変更手段を電気的に制御するために、カメ
ラ・システムのエレクトロニクスを光学特性の変更手段に接続するさらなる電気接続を設
けても良い。さらに電気接続は、光学特性の変更手段の電動機能用の電源接続を備えてい
ても良い。
【００８７】
　加えて、駆動はスライディング駆動であっても良い。光学特性の変更手段のアセンブリ
を、直線状に一列に配置しても良い。アセンブリ全体を、対応する支持ガイドに沿ってス
ライドさせることによって、種々の光学特性変更手段を、カメラ・システムおよびそのレ
ンズ・モジュールに対して適切に配置しても良い。
【００８８】
　さらに駆動は、回転駆動であっても良い。これはアセンブリを回転盤上に配置しても良
いことを意味する。これに対応して、回転盤を回転盤軸の周りに回転させることによって
、種々の光学特性変更手段を、カメラ・システムおよびそのレンズ・モジュールに対して
適切に配置しても良い。
【００８９】
　さらに、複数の光学特性変更手段からなるアセンブリを脱着可能に接続することが有益
であると考えられる。アセンブリを迅速かつ容易に交換できれば、使用する可能性を高め
ることができる。光学特性の変更手段を回転盤上に配置する場合には、種々の回転盤を設
けても良い。たとえば結像比の異なるマクロおよび接写レンズを保持する回転盤、または
倍率の異なる遠距離または望遠レンズを保持する回転盤である。アセンブリの数、および
種々の光学特性変更手段の配置の仕方は、限定されない。
【００９０】
　好ましくは、携帯端末装置のカメラ・システムのレンズ・システムの光学特性の変更手
段は、少なくとも１つのレンズであっても良い。カメラ・システムのレンズ・モジュール
前に配置されるレンズによって、焦点距離、視野、倍率、または最短結像距離のようなレ
ンズ・モジュールの光学特性を変更することができる。レンズの製造は、種々のレンズ材
料に基づいて行なっても良い。一般的な材料は、ポリマーまたは種々のガラス基板である
が、レンズ用材料は、一般に使用されているものに限定されない。
【００９１】
　少なくとも１つのレンズはマクロ・レンズであっても良いことが、都合が良い。通常、
用語マクロは、カメラ・システムによる結像面上への被写体の約１：１（被写体サイズ対
画像サイズ）の再生を示す。これに対応して、結像された被写体の倍率は、１以上である
。
【００９２】
　加えて、結像された被写体の倍率が約２を超えるレンズを、接写レンズと呼ぶ。これは
、被写体サイズ対被写体画像サイズが１：２以下であることを意味する。このようなレン
ズも、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性変更手段として設けても良い。
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【００９３】
　さらに少なくとも１つのレンズが、遠距離にある被写体を結像できる遠距離レンズであ
っても良い。
【００９４】
　好ましくは、光学特性の変更手段は、ワイド・コンバータまたはもっと極端に魚眼レン
ズを備えていても良い。
【００９５】
　さらに好ましくは、少なくとも１つのレンズが電気的なレンズであっても良い。たとえ
ば、電気的なレンズは、異なる電圧を印加することでその焦点距離を変更できるものであ
っても良い。レンズの光学特性を変更することは好ましいことであると考えられる。と言
うのは、数個のレンズを必要とする機械的な類似の解決方法では、比較的高重量の複雑な
機構となるなどの多くの欠点が示されるからである。
【００９６】
　前述した光学特性の変更手段はすべて、単一レンズで設計しても良いが、数個のレンズ
で設計して、レンズの組み合わせを適合させて個々の光学特性を与えるようにしても良い
。
【００９７】
　光学特性の変更手段が、通常は数個のレンズを組み合わせた対物レンズを使用すること
を伴っていても良いことが、都合が良い。対物レンズは、視野の範囲を選択できるズーム
対物レンズであっても良い。通常、視野は、与えられた視野の範囲の中から、手動駆動ま
たは電気駆動によるユーザ操作によって、たとえば視野を電動的に調整することによって
、選んでも良い。
【００９８】
　さらに対物レンズは、数個のレンズを備えて望遠写真撮影ができる望遠対物レンズであ
っても良い。望遠対物レンズは、種々の倍率で望遠写真が撮影できるズーム望遠対物レン
ズとして設計しても良い。
【００９９】
　加えて、光学特性の変更手段は、通常は数個のレンズを組み合わせた自動焦点対物レン
ズを使用することを含んでいても良い。所望の光学特性を得るように数個のレンズを備え
た対物レンズは、多くの場合、像面上に結像された被写体の焦点を合わせる必要がある。
焦点合わせは、電動で駆動しても良いし、類似の制御可能な手段によって駆動しても良い
。数個のレンズを備える対物レンズの焦点合わせを自動的に駆動することが、好ましい解
決方法であると考えられる。
【０１００】
　光学特性の変更手段がフィルタを備えていても良いことが、都合が良い。フィルタを用
いることは、写真撮影では良く知られていることである。種々のフィルタを用いることで
、カメラ・システムによって撮影される写真を改善することができる。たとえばスカイラ
イト・フィルタは、晴れた日に空から出る青色の一部を減らし、入ってくる紫外（ＵＶ）
線の一部を減らす。または偏光フィルタによって、反射を減らして、鮮やかな色を出すこ
とができる。また色フィルタも、カメラ・システムによって撮影される写真を改善して、
特別な効果を出すことができる。
【０１０１】
　好ましくは、カメラ・システムは携帯端末装置に内蔵されている。携帯端末装置と、レ
ンズ・モジュールを備えるカメラ・システムとは、同じハウジングに入っている。カメラ
・システムの光学特性の変更手段は、カメラ・システムを備える携帯端末装置のハウジン
グに一体化されていても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む携帯端
末装置のハウジングの一部であっても良い。
【０１０２】
　加えて、レンズ・モジュールを備えるカメラ・システムは、携帯端末装置にプラグ接続
してカメラ・システムを動作させることができる別個の外部モジュールであっても良い。
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カメラ・システムは、カメラ・システム用のハウジングに入っている。カメラ・システム
の光学特性の変更手段を、カメラ・システムを備える外部モジュールのハウジングに一体
化しても良い。ハウジングのその部分が、カメラ・システムを含む外部モジュールのハウ
ジングの一部であっても良い。
【０１０３】
　携帯端末装置は、移動体通信の既知の標準に従う携帯電話であっても良いことが、都合
が良い。標準はたとえば、移動体通信グローバル・システム（ＧＳＭ）、ユニバーサル移
動通信サービス（ＵＭＴＳ）、デジタル通信システム（ＤＣＳ）、広帯域符号分割多元接
続（ＷＣＤＭＡ）、ＩＳ－１３６（主に米国無線通信標準）、ＩＳ－９５（主に米国無線
通信標準）などである。
【０１０４】
　本発明の第５の態様によれば、カメラ・システムのレンズ・モジュールの光学特性を変
更するシステムが提供される。このシステムは、カメラ・システムを備える携帯端末装置
と、カメラ・システムのレンズ・モジュールとともに動作するようになっている光学特性
の変更手段と、を備える。レンズ・モジュールは、カメラ・システムの標準的な結像光学
系として動作する。好ましくは、カメラ・システムは、画像を検出するためのＣＣＤチッ
プを備えるデジタル・カメラ・システムであっても良い。レンズ・モジュールは、ＣＣＤ
チップ上に画像の焦点を合わせる。典型的には、レンズ・モジュールは、携帯端末装置が
備えるカメラ・システムに恒久的に一体化された固定焦点の対物レンズであっても良い。
好都合であるのは、固定焦点の対物レンズが、画像の焦点を合わせる距離範囲が制限され
ていて、すなわち最短距離から無限遠までであり、たとえば５０ｃｍから無限遠であるこ
とである。さらに水平および垂直視野（それぞれＨＦＯＶまたはＶＦＯＶ）のようなさら
なる特性が、同様の制限下にある。レンズ・モジュール光学特性の変更手段によって、制
限されたレンズ・モジュール特性を変更できるようにして、たとえば最短距離を短くして
も良いし視野を変えても良い。
【０１０５】
　従って光学特性の変更手段は、レンズ・モジュールとともに動作するようになっている
。光学特性の変更手段をレンズ・モジュールの前に配置することによって、カメラ・シス
テムの結像を拡張および向上できるように光学特性が所望の仕方で変更される。
【０１０６】
　携帯端末装置は、本発明の実施例に関する携帯端末装置についての前述の態様による携
帯端末装置である。
【０１０７】
　光学特性の変更手段は、本発明の実施例に関する光学特性の変更手段についての前述の
態様による光学特性の変更手段である。
【０１０８】
　添付の図面は、本発明をさらに理解できるように含まれ、本明細書の一部として取り入
れられて本明細書の一部を構成している。図面は、本発明の実施例を例示し、説明ととも
に本発明の原理を説明する役割を果たしている。
【０１０９】
　図において、対応する参照数字は、対応する機能を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１０】
　携帯電話などの携帯端末装置は、検出器システム、通常はＣＣＤチップとカメラ・シス
テム、通常はレンズ配列とから構成されるデジタル・カメラ・システムを一体化している
。結像用ＣＣＤチップの使用はさらに、ＣＣＤチップの損傷を回避するために赤外（ＩＲ
）フィルタを用いることが必要な場合がある。可視領域で写真撮影ができるためには、Ｉ
Ｒフィルタが必要である。そうでないとＩＲ光によってセンサが飽和する。このようなセ
ット・アップによって、写真撮影が可能になる。さらにＣＣＤチップおよびレンズ・モジ
ュールを配置することで、低重量の小型サイズカメラ・モジュールの設計が可能になるこ
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【０１１１】
　図１に、本発明の一実施例による一体化されたデジタル・カメラ・モジュールと光学ア
センブリとの配置を示す。カメラ・モジュール２０は、プリント配線板１３上に直接配置
して、携帯端末装置（図示せず）に接続しても良い。プリント配線板１３に結合されたカ
メラ・ユニット２０として実装されるように結像用レンズ・モジュールとＩＲフィルタと
を含むカメラ・モジュールを十分小さく設計しても良い。
【０１１２】
　光学特性を変更するためのレンズ１０、ガラス・カバー１２またはハード・コーテッド
・プラスチック・カバー、およびハード・カバー１１の配置が、カメラ・ユニット２０の
レンズ・モジュール開口部の前に配置されている。レンズ１０は、たとえば接写レンズ、
マクロ・レンズ、遠距離レンズなどとして機能するように、カメラ・ユニット２０の光学
特性に適合されている。カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュールの本来の光学設計が
既知である場合には、レンズ・モジュールの光学特性を変更するためのレンズを、カメラ
・システムに対して設計して適合させることは、容易に行なうことができる。
【０１１３】
　レンズ１０、ガラス・カバー１２、およびハード・カバー１１は、矢印１４で示される
軸に沿って駆動することができるアセンブリとして配置しても良い。アセンブリを動かす
ことで、カメラ・ユニット２０の開口部の前に配置するアセンブリ・エレメントを変える
ことができる。ガラス・カバー１２は、写真撮影を、結像特性を修正しないですなわちカ
メラ・ユニット２０に含まれるレンズ・モジュールの光学結像特性に従って行なうために
用いる。ハード・カバー１１は、カメラ・ユニット２０を使用していないときにカメラ・
ユニット２０のレンズ・モジュールを保護するために用いる。特に低コストで低重量のポ
リマーレンズは、引っかき傷に対して非常に敏感である。ガラス・カバー１２とハード・
カバー１１とは、レンズ・モジュールの外面を保護するための好ましい方法である。
【０１１４】
　カメラ・ユニット２０の前にレンズ１０を配置する場合には、レンズ１０の個々の設計
に従って光学結像特性が変更される。複数のレンズまたは数個のレンズからなるアセンブ
リを、カメラ・ユニット２０に適合させても良い。レンズを、マクロ結像、接写結像、遠
距離結像用に設計しても良い。当然のことながら、カメラ・ユニット２０と組み合わせて
も良いのは、図１に示すような単一レンズに限らない。ズーム対物レンズまたは自動焦点
対物レンズを、カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュールに適合させて、カメラ・ユニ
ット２０の光学特性を高めるように変更しても良い。レンズまたは対物レンズに電力およ
び制御信号を送る電源および制御線をさらに含むこともできる。制御信号は、自動焦点お
よび／またはズーム対物レンズの場合に有益であると考えられる。と言うのは、このよう
な対物レンズの駆動は、たとえば電動駆動を用いて、自動的に作動されるからである。
【０１１５】
　補助レンズを標準的なカメラ・ユニット２０と組み合わせて用いる利点を、下表に示す
ことができる。この表では、焦点距離が適合された補助レンズによって結像することがで
きる被写体の寸法が示されている。与えられた値は、標準的なレンズ・モジュールの仕様
として、固定焦点光学系、５０ｃｍ～無限遠の範囲でシャープなフォーカス、ＣＣＤチッ
プ分解能が８００×６００画素（ＶＧＡ：ビデオ・グラフィック・アダプタ）、および水
平視野（ＨＦＶＯ）が５５°であることに基づく。各結像距離に焦点距離が適合された特
定の接写距離を用いて、個々の被写体を結像することができる。
【０１１６】
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【表１】

【０１１７】
　したがってハガキの撮影は、約１５０ｍｍの距離で行なうことができる。これは、ハガ
キの写真を撮るには、焦点距離が１５０ｍｍの接写レンズが適していることを意味する。
【０１１８】
　好ましくは、レンズ１０とカバー１１および１２とからなるアセンブリを、カメラ・モ
ジュール２０のハウジング全体（図示せず）に一体化することが考えられる。適切なガイ
ド、この場合は支持ガイドをハウジングに取り付けることで、軸に沿ってアセンブリを移
動させることができる。
【０１１９】
　追加のレンズを用いて撮影した写真の品質が十分なものであるためには、カメラ・ユニ
ット２０およびレンズ１０の配置の光学品質を保たなければならない。たとえば標準的な
レンズ・モジュールと、適合された１５０ｍｍ接写レンズとの変調伝達関数（ＭＴＦ）、
歪み、および相対照度を与えても良い。標準的なレンズ・モジュールは、ＶＧＡ（ビデオ
・グラフィック・アダプタ）分解能として８００×６００画素を与えるＣＣＤチップ上で
結像するように設計されている。さらに標準的なレンズ・モジュールは、５０ｃｍ～無限
遠の範囲ではっきりとした焦点の固定焦点光学系に基づく。
【０１２０】
【表２】

【０１２１】
　変調伝達関数を、２つの値を考慮して分析する。すなわち２５線対／ミリメートル（ｌ
ｐ／ｍｍ）と、５０線対／ミリメートル（ｌｐ／ｍｍ）である。さらに、３つの異なる値
の視野（ＦＯＶ）を試験する。標準的なレンズ・モジュールと標準的なレンズ・モジュー
ルおよび接写レンズの組み合わせとの、結像に対する性能を比べると、変調伝達関数（Ｍ
ＴＦ）に対して得られる値は実質的に等しく、２５ｌｐ／ｍｍ値において、観察される違
いが最小となり得る。分析した標準的なレンズ・モジュールおよび接写レンズの組み合わ
せの方が、歪みおよび相対照度が少し悪いが、値は依然として許容限界内にあり、追加の
レンズに帰することができる。
【０１２２】
　レンズ１０、カバー１１および１２からなるアセンブリの移動方向（ｘ軸）に沿って０
．５ｍｍだけ偏心した接写レンズの値の方が興味深いことは、都合が良い。加えてレンズ
を、ｙ軸に沿って約３°傾けても良い。標準的なレンズ・モジュールと接写レンズとの組
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み合わせについて得られた値と比較すると、得られた値は実際には、狭い範囲内で同じで
ある。上に示した許容範囲分析は、カメラ・ユニットのレンズ・モジュールの光学特性を
変更するように光学レンズを設計できることを教えていると考えられる。レンズ・モジュ
ールの前に配置される追加のレンズを機械的に支持するために考慮しなければならない機
械的な許容範囲は、カメラ・ユニットを追加のレンズと組み合わせて撮影して得られる写
真の品質の妨げにはならない。レンズ１０などの追加のレンズの好適な支持を設計するこ
とは、カメラ・ユニットを入れるハウジングにレンズの支持を取り付ける場合でも可能で
ある。
【０１２３】
　カメラ・モジュールを、携帯電話に一体化しても良いし、携帯電話に拡張モジュールの
種類でプラグ接続しても良い。いずれの場合にも、カメラ・モジュールは、最新技術の携
帯端末装置の設計に基づいておよび市場が受け入れるところに基づいて、小型で低重量で
なくてはならない。そのためデジタル・カメラから知られるレンズ・カメラ・システムを
適切に具体化できる方法は限られている。特に複数の光学結像特性が得られるレンズ・カ
メラ・システムは、通常使用するコスト、サイズ、重量仕様の範囲を超えている。
【０１２４】
　以下の図では、本発明によりカメラ・ユニットまたはモジュールを備え付けた携帯電話
の可能な実施例を示す。
【０１２５】
　図２ａに、本発明のさらなる実施例によりカメラ・モジュールを備え付けた携帯電話を
示す。本発明によるカメラ・モジュール４１は、携帯電話１にプラグ接続することができ
る外部モジュールとして与えても良い。標準的な結像用のレンズ・モジュールを含むカメ
ラ・ユニット２１が、恒久的にカメラ・モジュールに一体化されている。カメラ・モジュ
ール４１のハウジングは、追加のレンズ、レンズ・モジュール、フィルタ、または他の手
段を、カメラ・ユニットの内蔵レンズ・モジュールの光学特性を変更するために備えてい
ても良い。
【０１２６】
　図２ｂに、本発明のさらなる実施例に関するカメラ・モジュールが一体化された携帯電
話を示す。本発明によるカメラ・モジュール４２は、携帯電話２にプラグ接続することが
できる内部モジュールとして与えても良い。標準的な結像用のレンズ・モジュールを含む
カメラ・ユニット２２が、恒久的にカメラ・モジュールに一体化されている。カメラ・モ
ジュール４２のハウジングは、追加のレンズ、レンズ・モジュール、フィルタ、または他
の手段をカメラ・ユニットの内蔵レンズ・モジュールの光学特性を変更するために備えて
いても良い。またカメラ・モジュール４２のハウジングは、携帯電話２のハウジングであ
っても良い。さらに、携帯電話２のハウジングは、異なる部分に分かれていても良い。そ
の結果、カメラ・ユニット２２の光学特性を変更するさらなる手段を交換する場合に、携
帯電話のハウジングの一部が入る特定のカメラ・ユニット２２のみを交換するだけで良い
。
【０１２７】
　この種のカメラ・ユニットを具体化することは、テレビ電話にとって有益であると考え
られる。
【０１２８】
　図２ｃに、図２ｂによるカメラ・モジュールを一体化した携帯電話の側面図を示す。携
帯電話のハウジングは、２つの部分、前面カバー３０と、背面カバー３１とからなってい
ても良い。カメラ・ユニット２０が携帯電話に一体化されて、前面カバー３０が光の通路
（pass through）を示すようになっている。光学的手段１０によって示される補助レンズ
、フィルタなどを、前面カバー３０に脱着可能に接続しても良い。さらに前面カバー３０
を携帯電話の背面カバー３１に脱着可能に接続して、前面カバー３０全体を交換するよう
にしても良い。その結果、恒久的にレンズ、フィルタなどを前面カバー３０に取り付ける
ことができる。
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【０１２９】
　図２ｄに、本発明のさらなる実施例に関するカメラ・モジュールが一体化された携帯電
話の側面図を示す。この実施例では、背面カバー３３がカメラ・ユニット２０に対して、
光の通路を示すようにカメラ・ユニット２０が携帯電話に一体化されている。携帯電話の
ハウジングは、２つの部分、前面カバー３２と背面カバー３３とからなる。カメラ・ユニ
ット２０の一体化に従って、光学的手段１０が携帯電話の背面カバー３３に取り付けられ
ている。
【０１３０】
　要約すれば、一体化されたまたは外部モジュールとしてのカメラ・モジュールと組み合
わせた携帯電話について与えられた実施例は、本発明の基本的な考え方を教えている。標
準的なカメラ・モジュールが携帯電話用に提供されており、標準的な光学レンズ・モジュ
ールを備えるカメラ・ユニットを用いて写真を撮ることができる。光学レンズ・モジュー
ルによって標準的な結像が得られる。より高性能な結像を行なうには、補助レンズ、フィ
ルタなどのさらなる光学的手段を用いる必要がある。これらの光学的手段を、カメラ・モ
ジュールのハウジングに取り付ける。外部カメラ・モジュールの場合には、モジュールは
、モジュール用のハウジングに入り、一体化されたカメラ・モジュールの場合には、ハウ
ジングに、携帯電話および一体化されたカメラ・モジュールの両方が入る。光学的手段は
、写真撮影の要求に応じて交換しても良い。たとえば、光学的手段を個々のハウジングに
脱着可能に接続しても良い。さらに数個の異なる光学的手段を、ハウジング上に取り付け
ても良いし、適切な手動または自動（電動）駆動によって交換しても良い。
【０１３１】
　カメラ・ユニット２０の光学特性を変更する手段を備えるカバーの種々の実施例を、以
下の図に示す。
【０１３２】
　図３ａに、本発明のさらなる実施例による脱着可能に接続されるレンズが一体化された
カバーの側面図を示す。図３ｂに、図３ａによる脱着可能に接続されるレンズが一体化さ
れたカバーの背面図を示す。図３ａおよび図３ｂに示すハウジングの一部は、携帯電話の
カバー、たとえば背面カバーまたは前面カバーの一部であっても良い。レンズ・モジュー
ルを備えるカメラ・ユニットの位置を、エレメント２０によって示すものとする。光学的
手段７０を、カバー３４に脱着可能に接続しても良い。したがって光学的手段を、ユーザ
が容易に交換しても良い。適切な種々の光学的手段７０を、カバー３４に接続しカメラ・
ユニット２０に適合するように、ユーザに与えても良い。光学的手段７０を交換できるよ
うに、特別な接続メカニズムをカバー３４に一体化しても良い。ある種のスナップ・イン
・エレメントによって、カバー３４に対する脱着可能な接続が得られ、正しい配置が保証
される。さらにスナップ・イン・エレメントによって、適切で適合された光学的手段７０
のみがカバー３４に接続できるように、保証することができる。
【０１３３】
　カバー３４に接続することができる高性能な光学系には、電気接続が必要となる場合が
ある。これらの接続を、スナップ・イン・エレメントによって与えても良いし、またはさ
らなる電気的手段７１によって与えて、光学的手段７０と、参照番号７１で示されるカメ
ラ・ユニット２０のエレクトロニクスとの間の電気接続が得られるようにしても良い。
【０１３４】
　図４ａに、本発明のさらなる実施例に関するスライディング配置の数個のレンズが一体
化されたカバーの側面図を示す。図４ｂに、図４ａに関するスライディング配置の数個の
レンズが一体化されたカバーの背面図を示す。図４ａおよび４ｂに示したハウジングの一
部は、携帯電話のカバー、たとえば背面カバーまたは前面カバーの一部であっても良い。
レンズ・モジュールを備えるカメラ・ユニットの位置を、エレメント２０によって示すも
のとする。アセンブリ５０には、数個の光学的手段が配置されている。アセンブリは、マ
クロ・レンズ、接写レンズ、遠距離レンズ、フィルタなどの光学的手段を備えていても良
い。これらの手段を、カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュールに適合させても良い。
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さらにアセンブリは、カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュールを保護するカバー手段
、たとえば標準的な結像に使用するガラス・カバー、または保護遮光カバーを備えていて
も良い。アセンブリを、スライディング駆動によって移動させても良い。スライディング
駆動は、手動駆動であっても良いが、自動駆動、たとえば電動スライディング駆動であっ
ても良い。適切な支持ガイドをカバー３５に一体化して、さらなる手段（図示せず）によ
ってアセンブリ５０のスライディング駆動を可能にしても良い。所望の光学的手段５１、
５２、または５３を、カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュールの前に配置して、それ
に応じて光学特性を変更しても良い。
【０１３５】
　加えて、アセンブリ５０が一体化されたカバー３５を、脱着可能に接続して、図３ａお
よび３ｂに示すカバー３４を、より使い心地の良いカバー３５と交換できるようにしても
良い。
【０１３６】
　図５ａに、本発明のさらなる実施例による回転配置の数個のレンズが一体化されたカバ
ーの側面図を示す。図５ｂに、図５ａによる回転配置の数個のレンズが一体化されたカバ
ーの背面図を示す。図５ａおよび図５ｂに示すハウジングの一部は、携帯電話のカバー、
たとえば背面カバーまたは前面カバーの一部であっても良い。レンズ・モジュールを備え
るカメラ・ユニットの位置を、エレメント２０によって示すものとする。アセンブリ６０
には、数個の光学的手段が配置されている。アセンブリは、マクロ・レンズ、接写レンズ
、遠距離レンズ、フィルタなどの光学的手段を備えていても良い。これらの手段は、カメ
ラ・ユニット２０のレンズ・モジュールに適合させても良い。さらにアセンブリは、カメ
ラ・ユニット２０のレンズ・モジュールを保護するカバー手段を備えていても良い。光学
的手段は、回転する回転盤に一体化されていても良い。アセンブリを、回転駆動によって
移動させても良い。回転駆動は、手動駆動であっても良いが、自動駆動、たとえば電動回
転駆動であっても良い。適切な支持ガイドをカバー３６に一体化して、さらなる手段（図
示せず）によってアセンブリ６０の回転駆動を可能にしても良い。アセンブリ６０の所望
の光学的手段Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、またはＥを、カメラ・ユニット２０のレンズ・モジュール
の前に配置して、それに応じて光学特性を変更しても良い。
【０１３７】
　加えて、アセンブリ６０が一体化されたカバー３６を脱着可能に接続して、図３ａおよ
び３ｂに示すカバー３４を、より使い心地の良いカバー３６と交換できるようにしても良
い。
【０１３８】
　図６ａに、本発明のさらなる実施例に関する高性能な光学系が一体化されたカバーの側
面図を示す。図６ｂに、図６ａに関する高性能な光学系が一体化されたカバーの背面図を
示す。図６ａおよび図６ｂに示したハウジングの一部は、携帯電話のカバー、たとえば背
面カバーまたは前面カバーの一部であっても良い。レンズ・モジュールを備えるカメラ・
ユニットの位置を、エレメント２０によって示すものとする。高性能な光学的手段８０を
カバー３７上に取り付けられても良い。高性能な光学系は、ズーム光学系、自動焦点光学
系などであっても良い。高性能な光学系は、手動で駆動しても良いし、自動（電動）で駆
動しても良い。したがって高性能な光学系８０を駆動および制御するために、電気接続８
１を設けることが有益であると考えられる。電気接続８１によって、高性能な光学系８０
が、カメラ・ユニット２０のエレクトロニクスに、または携帯装置（図示せず）のエレク
トロニクスに接続される。カメラ・ユニット２０または携帯装置によって、たとえば撮影
すべき被写体に焦点を合わせるために、制御信号および電力が高性能な光学系に与えられ
ても良い。特に対物レンズが小さい場合には、焦点合わせまたはズームのような対物レン
ズ機能を電動で駆動することが、有益であると考えられる。と言うのは、小さい対物レン
ズを手動で駆動することは、駆動手段が小さくなるために難しい場合があるからである。
【０１３９】
　好ましくは高性能な光学系を、カバー３７に恒久的に取り付けても良いし、図３ａおよ



(22) JP 4708704 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

び３ｂで前述したように、スナップ・イン・コネクタによってカバー３７に脱着可能に接
続しても良い。加えて、高性能な光学系８０が一体化されたカバー３７を脱着可能に接続
して、高性能な光学系を恒久的に取り付ける場合に、図３ａおよび３ｂに示すカバー３４
を、より使い心地の良いカバー３７と交換できるようにしても良い。
【０１４０】
　図７に、本発明のさらなる実施例によるカメラ・モジュールと脱着可能に接続される種
々のカバー部分とを備える携帯電話を示す。携帯電話２には、カメラ・モジュール４２が
含まれている。カメラ・ユニットとレンズ・モジュールとは、レンズ・モジュールの光学
特性に従って標準的な写真撮影を行なうが、これらを参照番号２２によって示すことがで
きる。カメラ・モジュール４２を覆う携帯電話２のハウジングの部分を、携帯電話２のハ
ウジングの残り部分に、脱着可能に接続しても良い。適切な種々のカバー部分を用意して
、個々の携帯電話２に接続するようにしても良い。標準的なカバー部分を、カバー部分３
８．１、３８．２、または３８．３の１つと交換しても良い。以下に説明するカバー部分
とカバー部分が備える光学的手段とを、典型的で限定されないものとして理解しても良い
。さらなるカバー部分とカメラ・ユニット２２のレンズ・モジュールの光学特性を変更す
る光学的手段、たとえば前述したようなものとを、さらに設けても良い。
【０１４１】
　たとえばカバー部分３８．１は、モータ・ドライブによって駆動される高性能なズーム
対物レンズを備えていても良い。したがってカバー部分３８．１に、さらなる電気接続が
含まれていても良い。
【０１４２】
　カバー部分３８．２は、単一レンズ、たとえばマクロ・レンズ、接写レンズ、または遠
距離レンズを保持するスナップ・イン・エレメントを与えても良い。これらのレンズを、
カメラ・モジュール４２に含まれるカメラ・ユニット２２のレンズ・モジュールに適合さ
せても良い。当然のことながら、適合された他の光学系、フィルタ、および他の光学的手
段を、カバー部分３８．２のスナップ・イン・コネクタに対して与えても良い。３８．２
のスナップ・イン・エレメントによって、取り付けられた光学的手段の交換を迅速かつ容
易に行なうことができるように、この手段の脱着可能な接続が得られる。現在は未使用の
光学的手段を格納するさらなるスナップ・イン・コネクタを設けることが有益であると考
えられる。このような格納手段は、携帯電話２の背面上に設けても良いが、カバー部分３
８．２内に含めても良い。加えて、制御信号および電源用の電気接続を設けて、スナップ
・イン・エレメントと、カメラ・ユニット２２もしくはカメラ・モジュール４２のエレク
トロニクス、または携帯電話２のエレクトロニクスとを、それぞれ接続するようにしても
良い。
【０１４３】
　カバー部分３８．３は、レンズ・モジュールの光学特性を変更するためにレンズ・モジ
ュールに適合された光学的手段のアセンブリを与えても良い。アセンブリは、いくつかの
光学的手段とさらに保護手段とを一体化していても良い。さらに種々の光学的手段を、カ
メラ・ユニット２０のレンズ・モジュールの前に、スライディングまたは回転駆動によっ
て配置しても良い。駆動は、手動駆動であっても良いし、自動のモータ・ドライブ駆動で
あっても良い。
【０１４４】
　各カバー部分３８．１、３８．２、および３８．３を、カメラ・モジュール４２を含む
携帯電話と組み合わせて用いても良い。需要および要求に応じて、各ユーザは、これらの
光学的増強カバー部分の１つまたはいくつかを選んでも良い。またユーザは、光学的増強
カバー部分を、そのサイズおよび重量の点で選ぶことができても良い。また各ユーザは、
複数個の光学的増強カバー部分を購入して、写真撮影の状況に対する現在の要求に応じて
カバー部分を交換することができても良い。脱着可能なカバー部分または前述のスナップ
・イン・コネクタによって、ユーザに、光学特性が様々に異なるカメラ・モジュールが与
えられる一方で、多くの携帯電話が同じカメラ・モジュールに一体化されることで、これ
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【０１４５】
　本発明を、現時点で好ましい実施例に関して説明してきたが、このような開示は限定す
るものと解釈してはならないことを理解されたい。前述の開示内容を読んだ後であれば、
種々の代替および変更が当業者にとって明らかとなることは疑う余地もない。したがって
添付の特許請求の範囲を、本発明の真の精神および範囲内にあるすべての代替および変更
に及ぶものと解釈すべきことが、意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１】図１は本発明の一実施例による一体化されたデジタル・カメラ・モジュールと光
学アセンブリとの配置を示す図である。
【図２ａ】図２ａは本発明のさらなる実施例によるカメラ・モジュールを備え付けた携帯
電話を示す図である。
【図２ｂ】図２ｂは本発明のさらなる実施例に関するカメラ・モジュールが一体化された
携帯電話を示す図である。
【図２ｃ】図２ｃは図２ｂによるカメラ・モジュールが一体化された携帯電話を示す側面
図である。
【図２ｄ】図２ｄは本発明のさらなる実施例に関するカメラ・モジュールが一体化された
携帯電話を示す側面図である。
【図３ａ】図３ａは本発明のさらなる実施例による脱着可能に接続されるレンズが一体化
されたカバーを示す側面図である。
【図３ｂ】図３ｂは図３ａによる脱着可能に接続されるレンズが一体化されたカバーを示
す背面図である。
【図４ａ】図４ａは本発明のさらなる実施例に関するスライディング配置の数個のレンズ
が一体化されたカバーを示す側面図である。
【図４ｂ】図４ｂは図４ａに関するスライディング配置の数個のレンズが一体化されたカ
バーを示す背面図である。
【図５ａ】図５ａは本発明のさらなる実施例による回転配置の数個のレンズが一体化され
たカバーを示す側面図である。
【図５ｂ】図５ｂは図５ａによる回転配置の数個のレンズが一体化されたカバーを示す背
面図である。
【図６ａ】図６ａは本発明のさらなる実施例に関する高性能な光学系が一体化されたカバ
ーを示す側面図である。
【図６ｂ】図６ｂは図６ａに関する高性能な光学系が一体化されたカバーを示す背面図で
ある。
【図７】図７は本発明のさらなる実施例によるカメラ・モジュールと脱着可能に接続され
る種々のカバー部分とを備える携帯電話を示す図である。
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