
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主面上に操作釦群を有する操作部が設けられた装置本体と、情報を表示する表示部を有し
前記装置本体に開閉可能に設けられた蓋体と、対物レンズを有するカメラ部とを備える携
帯型通信装置において、
前記蓋体は、前記装置本体に対して第１の軸回りに回動可能に支持される回動支持部と、
前記回動支持部に対して前記第１の軸に直交する第２の軸回りに回動可能に支持される前
記表示部とを有し、
前記回動支持部には、前記装置本体に対して前記蓋体が閉じられたときに、前記装置本体
の前記操作部に対向する位置に、前記対物レンズが設けられたことを特徴とする携帯型通
信装置。
【請求項２】
音声を送受信するための送話部および受話部を備える請求項１に記載の携帯型通信装置。
【請求項３】
前記表示部は、前記回動支持部に対して前記第２の軸回りに３６０度回動可能に設けられ
た請求項１または２のいずれか１項に記載の携帯型通信装置。
【請求項４】
前記表示部に表示される表示を、前記装置本体に保存されている画像を表示する第１の表
示状態と、前記対物レンズを介した撮影中の画像を表示する第２の表示状態とに切り換え
る制御手段を備える請求項１ないし３のいずれか１項に記載の携帯型通信装置。
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【請求項５】
前記制御手段は、前記回動支持部に対して前記表示部が１８０度以上回動されたとき、前
記表示部を前記第１の表示状態から前記第２の表示状態に切り換える請求項４に記載の携
帯型通信装置。
【請求項６】
前記装置本体には、前記操作部に、前記表示部に表示される表示を、前記第１の表示状態
と前記第２の表示状態とに切り換えるための切り換え操作釦が設けられた請求項４または
５に記載の携帯型通信装置。
【請求項７】
前記制御手段は、前記表示部を外方に臨ませた状態で、前記装置本体に対して前記蓋体が
閉じられたときに、前記表示部を前記第１の表示状態にする請求項４ないし６のいずれか
１項に記載の携帯型通信装置。
【請求項８】
前記表示部を前記回動支持部に対して前記第２の軸回りに１８０度回動させた回動位置に
保持するための位置規制手段を備える請求項１ないし７のいずれか１項に記載の携帯型通
信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通話やデータの送受信を行うための携帯型通信装置に関し、特に被写体を撮影
するためのカメラ部を備える携帯型通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯型電話機、ＰＤＡ（ Personal Data Assistant）等の携帯型通信装置が知られ
ている。例えば携帯型電話機では、多機能化が進み、通話機能の他に、文字や画像データ
の送受信、撮像機能等を備えるものがあり、文字や画像データ、撮影された画像が表示さ
れる表示部を備えている。
【０００３】
例えば特開平０６－２９２１９５号公報に開示されている携帯端末を含めて一般に、携帯
型電話機は、ＣＣＤ（ Charge-Coupled Device）カメラを有するカメラ部と、このカメラ
部によって撮影された画像等を表示するＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）を有する表示
部とを備えている。
【０００４】
このような従来の携帯型電話機では、カメラ部の対物レンズが、表示部に隣接して、ＬＣ
Ｄの表面と同一面上に設置する形態が採用されている。この形態により、利用者は、通話
時に、カメラ部によって撮影した画像を通話相手に送信するとともに、通話相手から受信
した画像を表示部で見ながら通話する、いわゆるテレビ電話として利用することが可能に
されている。
【０００５】
また、この特開平０６－２９２１９５号公報の携帯端末を含めて、従来の携帯型電話機で
は、機器本体の主面とほぼ同面積の蓋体と、機器本体に対して蓋体を回動可能に支持する
回動支持機構とを備え、機器本体に対して蓋体が貝殻のように開閉可能に連結された構成
も多く採用されている。このような構成の場合には、携帯型電話機を保持するとき、機器
本体側を手で把持するため、主に機器本体側に操作部を設けて、蓋体側に表示部が設けら
れる形態が一般的である。
【０００６】
このような従来の携帯型電話機は、例えば図６に示すように、機器本体１０３に対して蓋
体１０４を折り畳んで閉じたときに、機器本体１０３と蓋体１０４の双方に、外部に臨ま
ない内側の面を有しており、これら内側の面にＬＣＤを有する表示部１１１、利用者自身
を撮影するカメラ部１１２、および各種操作釦等を有する操作部１１３がそれぞれ配置さ
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れている。このため、この携帯型電話機は、携帯時や使用しないときに、機器全体を小さ
く折り畳んで閉じられることによって、ＬＣＤの表示面の損傷や操作釦の誤操作が確実に
防止でき、優れた携帯性が実現される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上述したようなカメラ部を備える携帯型電話機では、携帯性を有効利用して、
外出先等において様々な風景や被写体を撮影し、例えば撮影中の動画をリアルタイムで送
信する等の利用形態が求められている。
【０００８】
しかしながら、例えば図６に示したように、カメラ部１１２が、表示部１１１に隣接して
ＬＣＤの表示面と同一面上に配置された従来の携帯型電話機は、利用者自身の顔以外の周
囲の景色等の被写体を撮影する場合、対物レンズを被写体に向けた状態で撮影することに
なるので、利用者が液晶表示板に表示される撮影中の画像を確認することが困難であると
いう不都合があった。また、この従来の携帯型電話機は、撮影中の画像を確認しようとし
た場合に、撮影中の画像に利用者自身も写り込んでしまったり、被写体を迅速かつ確実に
とらえることが困難であったりという問題があった。
【０００９】
すなわち、従来の携帯型電話機は、カメラ部が、主に利用者自身の顔を撮影するためのも
のであっため、利用者自身の顔以外の被写体を撮影する場合、きわめて不便であり操作性
が乏しかった。
【００１０】
また、このような不都合の対策として、従来の携帯型電話機には、風景を撮影するために
、カメラ部を液晶表示板の表示面の裏面側等に配置した構成や、利用者自身の顔を撮影す
るためのカメラ部に加えて風景を撮影するための更に他のカメラ部を備える構成が提案さ
れている。
【００１１】
しかしながら、カメラ部を液晶表示板の表示面の裏面側に配置した構成の場合には、機器
本体に対して蓋体を折り畳んで閉じられたときに、液晶表示板の表示面の裏側に配置され
たカメラ部の対物レンズを保護することができないため、対物レンズが損傷しやすいとい
う問題がある。また、複数のカメラ部を備える構成にした場合には、機器全体が大型化し
、携帯性が損なわれるという問題がある。
【００１２】
そこで、本発明は、カメラ部による風景等の撮影時の操作性を向上するとともに良好な携
帯性を確保することができる携帯型通信装置を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するため、本発明に係る携帯型通信装置は、主面上に操作釦群を有す
る操作部が設けられた装置本体と、情報を表示する表示部を有し装置本体に開閉可能に設
けられた蓋体と、対物レンズを有するカメラ部とを備える。そして、蓋体は、装置本体に
対して第１の軸回りに回動可能に支持される回動支持部と、この回動支持部に対して第１
の軸に直交する第２の軸回りに回動可能に支持される表示部とを有する。また、回動支持
部には、装置本体に対して蓋体が閉じられたときに、装置本体の操作部に対向する位置に
、対物レンズが設けられる。
【００１４】
以上のように構成した本発明に係る携帯型通信装置は、カメラ部による被写体の撮影時に
、回動支持部に対して表示部が第２の軸回りに１８０度回動させることで、カメラ部によ
る撮影中の画像を表示部によって確認しながら撮影することを可能にし、カメラ部による
撮影時の操作性を大幅に向上することが可能になる。また、この携帯型通信装置によれば
、装置本体に対して蓋体を閉じた状態で、操作部に対向されたカメラ部の対物レンズが確
実に保護される。さらに、本発明に係る携帯型通信装置によれば、１つのカメラ部のみで
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、利用者の顔と風景とを表示部で確認して良好にそれぞれ撮影することが可能になるため
、装置全体が大型化することなく良好な携帯性が確保されるとともに製造コストの低減が
図られる。さらに、本発明に係る携帯型通信装置によれば、回動支持部に対して表示部を
第２の軸回りに１８０度回動させた回動位置で、装置本体に対して蓋体を折り畳んで閉じ
ることが可能になることで、装置全体が折り畳まれたままでも表示部が外方に臨まされる
ため、コンパクトに折り畳まれた状態で表示部を見ることが可能になる。したがって、本
発明の携帯型通信装置によれば、表示部の使用時においても良好な携帯性が確保される。
【００１５】
また、本発明に係る携帯型通信装置は、表示部に表示される表示を、装置本体に保存され
ている画像を表示する第１の表示状態と、対物レンズを介した撮影中の画像を表示する第
２の表示状態とに切り換える制御手段を備えることが好ましく、装置全体の操作性をより
向上させることが可能になる。
【００１６】
また、本発明に係る携帯型通信装置が備える制御手段は、回動支持部に対して表示部が１
８０度以上回動されたとき、表示部を第１の表示状態から第２の表示状態に切り換えるこ
とが好ましく、装置全体の操作性が更に向上される。
【００１７】
また、本発明に係る携帯型通信装置が備える装置本体の操作部には、表示部に表示される
表示を、第１の表示状態と第２の表示状態とに切り換えるための切り換え操作釦が設けら
れることが好ましく、装置全体の操作性を更に向上させることが可能になる。
【００１８】
また、本発明に係る携帯型通信装置が備える制御部は、表示部を外方に臨ませた状態で、
装置本体に対して蓋体が閉じられたときに、表示部を第１の表示状態にすることが好まし
く、装置全体の操作性が更に向上される。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の具体的な実施形態について、携帯型電話機を図面を参照して説明する。
【００２０】
図１に示すように、携帯型電話機１は、内部に電話通信回路を有する制御部（不図示）が
設けられた機器本体３と、この機器本体３に対して図１中矢印ａ 1およびａ 2方向に開閉可
能に設けられた蓋体４とを備えている。
【００２１】
機器本体３には、蓋体４が重ね合わされる主面上に、各種操作を行うための操作釦が配列
された操作部６が設けられており、各操作釦が制御部に電気的に接続されている。機器本
体３の主面上には、制御部に電気的に接続されたマイクロホンを有する送話部７が設けら
れている。
【００２２】
また、機器本体３には、蓋体４をａ 1およびａ 2方向に回動可能に支持するヒンジ部９が設
けられている。また、機器本体３には、図示しないが、二次電池が着脱自在に装着される
電池装着部と、この電池装着部に開閉可能に設けられた蓋体とがそれぞれ設けられている
。
【００２３】
蓋体４は、機器本体３の操作部６に臨む位置に開閉可能に設けられており、機器本体３に
対して矢印ａ 1およびａ 2方向に回動可能に支持される回動支持部１０と、この回動支持部
１０に対して矢印ｂ 1およびｂ 2方向に回動可能に支持されて各種情報を表示するための表
示部１１とを有している。
【００２４】
回動支持部１０には、図２に示すように、機器本体３に対して蓋体をａ 1およびａ 2方向に
回動可能に支持する第１の回動軸１６と、機器本体３に対して表示部１１をｂ 1およびｂ 2

方向に回動可能に支持する第２の回動軸１７を有する軸部材１５と、第２の回動軸１７を
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支持する軸受け部材１９とを有する回動支持機構１２が設けられている。
【００２５】
第１の回動軸１６は、機器本体３のヒンジ部９と軸部材１５に跨って支持されている。軸
部材１５は、第１の回動軸１６を回動可能に支持する軸受け部１８を有しており、この軸
受け部１８の軸方向に直交して第２の回動軸１７が一体に形成されている。また、軸部材
１５は、中空に形成されており、軸受け部１８に、挿通孔１８ａが設けられている。この
挿通穴１８ａから第２の回動軸１７内を挿通された接続配線２０を介して、表示部１１は
、機器本体３の制御部に電気的に接続されている。軸受け部材１９は、表示部１１内に固
定されて設けられており、第２の回動軸１７を回動可能に支持している。
【００２６】
また、図示しないが、回動支持機構１２には、第２の回動軸１７の外周部に係合突部が設
けられるとともに、この係合突部に係合することによって第２の回動軸１７回りの回動位
置を規制するロック部材が設けられている。そして、回動支持機構１２は、回動支持部１
０に対して表示部１１が第２の回動軸１７回りに１８０度回動された回動位置で、係合部
にロック部材が係合されて、表示部１１の回動位置が所定の保持力をもって保持される。
以上のように構成された回動支持機構１２によれば、回動支持部１０に対して表示部１１
が、第２の回動軸１７回りに３６０度回転可能に支持されている。
【００２７】
また、回動支持部１０には、対物レンズ２２を有するカメラ部２１が設けられており、対
物レンズ２２が、機器本体３の操作部６に対向する内面上に配置されている。このカメラ
部２１は、機器本体３の制御部に電気的に接続されたＣＣＤ（ Charge-Coupled Device）
カメラ（不図示）を有している。
【００２８】
表示部１１は、例えばＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）２３を有しており、このＬＣＤ
２３の表示面が、機器本体３に対して蓋体４を畳んだときに機器本体３の操作部６に対向
する蓋体４の内面側に位置されている。
【００２９】
図示しないが、上述した回動支持機構１２には、第２の回動軸１７の外周部に、回動支持
部１０に対する表示部１１の回動位置を検出する検出スイッチが制御部に電気的に接続さ
れて設けられている。制御部は、検出スイッチが検出した表示部１１の回動位置に基づい
て、表示部１１を、機器本体３に保存されている画像や受信した画像を表示する第１の表
示状態と、カメラ部２１によって撮影中の画像を表示するいわゆるモニターとしての第２
の表示状態とに自動的に切り換える。すなわち、表示部１１は、回動支持部１０に対して
第２の回動軸１７回りに１８０度未満回動されたときに第１の表示状態に制御され、第２
の回動軸１７回りに１８０度以上回動されたときに第２の表示状態に制御される。
【００３０】
さらに、機器本体３の操作部７には、表示部１１を、第１の表示状態と第２の表示状態と
に手動で切り換えるための切り換え操作釦２５が配置されており、第１および第２の表示
状態のいずれのときであっても表示状態を任意に切り換えることが可能にされている。し
たがって、必要に応じて、表示部１１は、機器本体３に対して第２の回動軸１７回りに回
動されていないときにも、カメラ部２１による撮影中の画像を表示することが可能にされ
ている。すなわち、利用者自身の顔を撮影する際にも表示部１１によって撮影中の画像を
確認することができる。
【００３１】
また、蓋体４には、表示部１１のＬＣＤ２３の表示面に隣接する位置に、制御部に電気的
に接続されたスピーカ（不図示）を有する受話部２６が設けられている。
【００３２】
以上のように構成された携帯型電話機１について、機器本体３に対して表示部１１を第１
の回動軸１６回りおよび第２の回動軸１７回りにそれぞれ回動する動作を説明する。
【００３３】
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まず、携帯型電話機１は、携帯時、機器本体３に対して蓋体４が折り畳まれて閉じられて
おり、操作部６の誤操作やＬＣＤ２３の表示面を損傷することが防止される。
【００３４】
携帯型電話機１は、通話や画像や文字等のデータを送受信する際に、機器本体３に対して
蓋体４が第１の回動軸１６回りに回動されて、図１に示すように、機器本体３の操作部６
が操作可能にされるとともに表示部１１を見ることができる。このとき、表示部１１は、
第１の表示状態にされており、機器本体３等に保存された画像等や受信した画像を見るこ
とが可能にされるとともに、切り換え操作釦２５によって第２の表示状態に切り換えるこ
とで、カメラ部２１による利用者自身の顔等の撮影中の画像を確認することも可能にされ
る。
【００３５】
つぎに、表示部１１は、図３に示すように、回動支持部１０に対して第２の回動軸１７回
りに回動されて、回動支持部１０に対して１８０度未満のときに第１の表示状態が保たれ
る。そして、表示部１１は、図４に示すように、１８０度以上回動されたとき、制御部に
よって第１の表示状態から第２の表示状態に自動的に切り換えられて、風景等のカメラ部
２１による撮影中の画像を確認することが可能にされる。このとき、表示部１１は、回動
支持機構１２によって回動位置が規制されるため、回動支持部１０に対して１８０度回動
させた状態に機構的に安定して保持される。
【００３６】
さらに、携帯型電話機１は、表示部１１が回動支持部１０に対して第２の回動軸１７回り
に１８０度回動された回動位置で、回動支持部１０が機器本体３に対して第１の回動軸１
６回りに回動されることによって、図５に示すように、機器本体３に対して蓋体４を折り
畳んで閉じることができる。この状態で、表示部１１は、制御部によって第２の表示状態
から第１の表示状態に自動的に切り換えられて、例えば受信した画像等を見ることが可能
にされる。したがって、携帯型電話機１は、機器本体３に対して蓋体４が折り畳まれて閉
じられることにより機器全体をコンパクトにした形態で、受信した画像等を見ることがで
きる。
【００３７】
上述したように、携帯型電話機１は、機器本体３に対して第２の回動軸１７回りに回動可
能に設けられた表示部１１を備えることによって、風景等の撮影時に表示部１１に表示さ
れる撮影中の画像を確認することを可能になるため、一般のスチールカメラやビデオカメ
ラと同等の操作性が確保され、風景等の撮影時の操作性を向上することができる。また、
この携帯型電話機１によれば、１つのカメラ部２１のみで、利用者自身の顔の撮影と、風
景等の撮影とがそれぞれ可能になるため、機器全体の良好な携帯性が確保することができ
るとともに製造コストの低減が図られる。
【００３８】
また、携帯型電話機１によれば、表示部１１が回動支持部１０に対して第２の回動軸１７
回りに１８０度回動された回動位置で、機器本体３に対して蓋体４が折り畳まれて閉じら
れることによって、機器全体をコンパクトにした形態で、表示部１１に表示された画像を
見ることができる。
【００３９】
また、携帯型電話機１によれば、携帯時に、機器本体３に対して蓋体４が折り畳まれて閉
じられることで、操作部６、表示部１１およびカメラ部２１が保護されるため、操作釦の
誤操作やＬＣＤ２３、対物レンズ２２の損傷を確実に防止することができる。
【００４０】
なお、本発明に係る携帯型通信装置は、携帯型電話機として適用されたが、例えばＰＤＡ
等の各種携帯型電子機器に適用されてもよいことが勿論である。
【００４１】
【発明の効果】
上述したように本発明に係る携帯型通信装置によれば、装置本体に対して蓋体が閉じられ
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たときに装置本体の操作部に対向する位置に対物レンズが設けられ装置本体に対して第１
の軸回りに回動可能に支持される回動支持部と、この回動支持部に対して第１の軸に直交
する第２の軸回りに回動可能に支持される表示部とを有する蓋体を備えることによって、
カメラ部による風景等の撮影時の操作性を向上するとともに良好な携帯性を確保すること
ができる。また、この携帯型通信装置によれば、携帯時に、装置本体に対して蓋体を閉じ
た状態で、対物レンズの損傷を確実に防止することができる。
【００４２】
さらに、本発明に係る携帯型通信装置によれば、１つのカメラ部のみで、利用者の顔と風
景とを表示部で確認して良好にそれぞれ撮影することが可能になるため、装置全体が大型
化することなく良好な携帯性が確保されるとともに製造コストの低減が図られる。
【００４３】
さらに、本発明に係る携帯型通信装置によれば、回動支持部に対して表示部を第２の軸回
りに１８０度回動させた回動位置で、装置本体に対して蓋体を折り畳んで閉じることが可
能にされるため、装置全体がコンパクトに折り畳まれた状態で表示部を見ることができる
。したがって、本発明の携帯型通信装置によれば、表示部の使用時においても良好な携帯
性が確保される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る携帯型電話機を示す斜視図である。
【図２】回動支持機構を示す分解斜視図である。
【図３】表示部を回動支持部に対して回動させた状態を示す斜視図である。
【図４】前記表示部を前記回動支持部に対して１８０度回動させた状態を示す斜視図であ
る。
【図５】前記表示部を前記回動支持部に対して１８０度回動させた回動位置で、機器本体
に対して蓋体を折り畳んだ状態を示す斜視図である。
【図６】従来の携帯型電話機を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　携帯型電話機
３　機器本体
４　蓋体
６　操作部
７　送話部
９　ヒンジ部
１０　回動支持部
１１　表示部
１２　回動支持機構
１５　軸部材
１６　第１の回動軸
１７　第２の回動軸
１８　軸受け部
１９　軸受け部材
２０　接続配線
２１　カメラ部
２２　対物レンズ
２３　ＬＣＤ
２５　切り換え操作釦
２６　受話部
１０３　機器本体
１０４　蓋体
１１１　表示部
１１２　カメラ部
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１１３　操作部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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