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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の筐体と、
　前記第１の筐体に対してスライド可能に連結され、スライド操作により前記第１の筐体
に重ね合わされる第２の筐体と、
　前記第１の筐体に設けられた撮像手段と、
　前記第２の筐体の内部に、前記第２の筐体の縁に沿う方向にスライド可能に取り付けら
れており、前記第２の筐体の前記第１の筐体と重なり合う面とは別の面に突出した操作突
起を有するレンズ固定部材と、
　前記第２の筐体の縁に沿う方向に１列に配されて前記レンズ固定部材に固定された複数
個のコンバージョンレンズであって、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合わせて
使用するときに、前記レンズ固定部材のスライド動作により、前記撮像手段のレンズと各
コンバージョンレンズとが略同一の光軸を共有するように前記レンズ固定部材に配された
複数個のコンバージョンレンズと、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合わせた際に、前記第１の筐体又は前記第２
の筐体の互いに重なり合う面とは別の面に配置され、前記撮像手段から出力された画像を
表示する表示部と、
　を備えるカメラ付き携帯端末。
【請求項２】
　第１の表示部を備えた第１の筐体と、
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　前記第１の筐体に対して折り畳み可能に連結され、折り畳み操作により前記第１の筐体
に重ね合わされる第２の筐体と、
　前記第１の筐体に設けられた撮像手段と、
　前記第２の筐体の内部に、前記第２の筐体の縁に沿う方向にスライド可能に取り付けら
れており、前記第２の筐体の前記第１の筐体と重なり合う面とは別の面に突出した操作突
起を有するレンズ固定部材と、
　前記第２の筐体の縁に沿う方向に１列に配されて前記レンズ固定部材に固定された複数
個のコンバージョンレンズであって、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合わせて
使用するときに、前記レンズ固定部材のスライド動作により、前記撮像手段のレンズと各
コンバージョンレンズとが略同一の光軸を共有するように前記レンズ固定部材に配された
複数個のコンバージョンレンズと、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを重ね合わせた際に、前記第１の筐体又は前記第２
の筐体の互いに重なり合う面の背面に配置され、前記撮像手段から出力された画像を表示
する第２の表示部と、
　を備えるカメラ付き携帯端末。
【請求項３】
　更に音声送受信手段を備えている請求項１又は２に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項４】
　前記複数個のコンバージョンレンズのうちの少なくとも１つがズームレンズである請求
項１から３のいずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末。
【請求項５】
　前記複数個のコンバージョンレンズのうちの１つが魚眼レンズである請求項１から４の
いずれか１項に記載のカメラ付き携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はカメラ付き携帯端末に係り、特に、カメラの焦点距離を複数の距離に変換可能な
カメラ付き携帯端末に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ（Personal Dijital Assistant）等の携帯端末が広く普
及している。これらの携帯端末の中には、デジタルカメラを装備しており、撮影した映像
を記録できたり、撮影した映像を文字情報又は音声情報とともに送信できたりするものも
ある。
【０００３】
このようなカメラ付き携帯端末では、通常のカメラと同様に被写体を撮影するのみならず
、操作者（所持者）の顔等を撮影して記録したり、撮影した映像を文字情報又は音声情報
とともに送信したりする要望もある。これに対応すべく、撮影方向を代えて撮影できるよ
うにした提案等も各種なされている（特許文献１～３参照。）。
【０００４】
たとえば、携帯電話機のサイドのジャックにプラグ式のカメラを挿入し、これを回転させ
ることにより撮影方向を変える構成の提案がなされている（特許文献１参照。）。また、
携帯電話機のカメラに接写レンズを接続して、接写を可能とした提案がなされている（特
許文献２参照。）。更に、携帯電話機の端部近傍に回転機構を有するカメラユニットを設
け、撮影方向が可変な構成とした提案がなされている（特許文献３参照。）。
【０００５】
【特許文献１】
登録実用新案第３０７４０５４号公報
【０００６】
【特許文献２】
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登録実用新案第３０８５４７６号公報
【０００７】
【特許文献３】
特開２００２－１８５５８９号公報
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のカメラ付き携帯端末等では、通常のカメラと同様に被写体を撮
影したり、操作者（所持者）の顔等を撮影したりといった、各種の焦点距離に対応できて
いない構成が一般的である。すなわち、操作者（所持者）の顔等を撮影する場合には、焦
点距離の小さい広角又は接写で撮影することが望ましい。一方、通常のカメラと同様に被
写体を撮影する場合には、これより焦点距離の大きい標準又は望遠で撮影することが望ま
しい場合も多い。
【０００９】
たとえば、特許文献１の構成では、撮影方向を変えることは可能であるが、レンズの焦点
距離は固定されている。特許文献２の構成では、接写レンズが別部品となるため、取り付
け、取り外しが面倒である上に、接写レンズを紛失する懸念もある。特許文献３の構成で
は、撮影方向が可変であり、レンズの保護の効果はあるものの、レンズの焦点距離は固定
されている。
【００１０】
このように、カメラ付き携帯端末において、各種の焦点距離で撮影する要求はあるものの
、カメラ付き携帯端末のレンズは耐久性等の点で可動部分を設けない単一焦点距離の構成
となることが多く、また、焦点距離を変える場合には別部品としての他のレンズを要し、
上記のような不具合を生じ易い。
【００１１】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、簡易な構成で焦点距離を変換可能とで
き、通常のカメラと同様に被写体を撮影したり、操作者（所持者）の顔等を撮影したりす
るのに好適なカメラ付き携帯端末を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、本発明は、撮像手段を備え、第１の筐体と第２の筐体との２
個の筐体が連結されて構成されたカメラ付き携帯端末において、前記第１の筐体と第２の
筐体のいずれか一方には撮像手段が設けられるとともに、前記第１の筐体と第２の筐体の
いずれか他方にはコンバージョンレンズが設けられており、前記第１の筐体と第２の筐体
とを重ね合わせた際に、前記撮像手段の撮像部と前記コンバージョンレンズとが略同一の
光軸を共有するように配され、前記撮像部の焦点距離が変換可能となっていることを特徴
とするカメラ付き携帯端末を提供する。
【００１３】
本発明によれば、第１の筐体と第２の筐体のいずれか一方には撮像手段の撮像部が設けら
れ、いずれか他方にはコンバージョンレンズが設けられている。そして、第１と第２の筐
体とを重ね合わせた際に、撮像部とコンバージョンレンズとが略同一の光軸を共有するよ
うに配される。これにより、撮像部の焦点距離が可変となり、通常のカメラと同様に被写
体を撮影できたり、操作者（所持者）の顔等を撮影できたり、カメラとしての機能が大幅
に向上する。
【００１４】
なお、「コンバージョンレンズ」とは、「コンバーター」とも言い、撮影用の主レンズに
接続することによって、主レンズの焦点距離を変換させ、望遠、広角、魚眼など違った画
面効果を生み出すことのできる補助レンズである。本発明においては、主レンズの前面に
セットするフロントコンバージョンが採用されているが、これに限らず、主レンズの背面
にセットするリアコンバージョンも採用できる。
【００１５】
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本発明において、更に音声送受信手段を備えていることが好ましい。このように、音声送
受信手段を備えていれば、携帯電話、ＰＨＳ等の携帯端末として機能し、利便性が向上す
るからである。
【００１６】
また、本発明において、前記コンバージョンレンズが複数個設けられており、該コンバー
ジョンレンズをスライド移動することにより前記撮像部の焦点距離が複数の距離に変換可
能となっていることが好ましい。このように、コンバージョンレンズが複数個設けられ、
これをスライド移動する構成とすれば、望遠、標準、広角のように複数の焦点距離間で容
易に可変できるからである。
【００１７】
また、本発明において、前記コンバージョンレンズがズームレンズであることが好ましい
。このように、コンバージョンレンズの１個をズームレンズとすれば、更に焦点距離の自
由度が増し、カメラとしての機能が大幅に向上するからである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に従って、本発明に係るカメラ付き携帯端末の好ましい実施の形態につい
て説明する。カメラ付き携帯端末としては、ＰＤＡ（Personal Dijital Assistant）等の
ように、通常機種では音声送受信手段を備えていないものもあるが、好ましい本実施の形
態としては、音声送受信手段を備えている携帯電話、ＰＨＳ等のカメラ付き携帯端末を例
として説明する。
【００１９】
図１は、本発明に係るカメラ付き携帯端末の実施の形態を示す概略図である。図２は、カ
メラ付き携帯端末１０の第１の筐体３０の背面図である。図３は、カメラ付き携帯端末１
０の左側断面図である。図４は、図２の右側断面図である。
【００２０】
このカメラ付き携帯端末１０は、他の携帯端末等との間で音声を送受信できる、又は、音
声と画像とを同時に送受信できる通信システムを構成でき、Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分
割多元接続）やｃｄｍａ２０００などの無線アクセス方式の次世代携帯電話である。
【００２１】
各図に示されるように、カメラ付き携帯端末１０は、第１の筐体である表示側筐体３０と
、第２の筐体である操作側筐体４０とがヒンジ機構３２により連結されて構成されている
。表示側筐体３０の中央には、表示部１６である液晶表示素子が設けられており、また、
左上端にはアンテナ２０が、右上部には、電話の受話器となり音声を発するスピーカ３４
が設けられている。一方、操作側筐体４０の中央には、キー入力部２６である各種ボタン
が設けられており、右下部には、電話の受話器を構成するマイク３６が設けられている。
【００２２】
以上の構成は、現在市場にある最も一般的な携帯端末と略同様となっており、いずれも公
知の手段が採用されている。したがって、各構成部材のこれ以上の説明は省略する。
【００２３】
このカメラ付き携帯端末１０は、通常の使用時には、図３に示されるように、表示側筐体
３０と操作側筐体４０とが一直線になるようにして操作し、不使用時には、図４に示され
るように、表示側筐体３０と操作側筐体４０とを折り畳んで収納する。
【００２４】
本発明に係るカメラ付き携帯端末１０は、以上の構成に加えて、撮像手段であるデジタル
カメラ５０とコンバージョンレンズ６０が設けられている。このうち、デジタルカメラ５
０の撮像部５２は、第１の筐体である表示側筐体３０の上部中央付近に設けられており、
コンバージョンレンズ６０は、第２の筐体である操作側筐体４０の下部中央付近に設けら
れている。そして、表示側筐体３０と操作側筐体４０とを折り畳んで重ね合わせた際に、
デジタルカメラ５０の撮像部５２とコンバージョンレンズ６０とが略同一の光軸を共有す
るように配されている。
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【００２５】
図３に示されるように、撮像部５２は、レンズ５２Ａとそのレンズ５２Ａの後方に配置さ
れたＣＣＤ５２Ｂ等の撮像素子とより構成され、デジタルカメラ５０の一部を構成する。
図３に示される状態で、通常のカメラと同様に被写体の撮影が行える。この際、背面表示
部４６（図２参照）がファインダとしての機能を果たす。
【００２６】
一方、操作者（所持者）の顔等を撮影する際には、表示側筐体３０と操作側筐体４０とを
折り畳んだ図４に示される状態で撮影が行える。撮影の操作は、図２に示されるような表
示側筐体３０の背面に設けられた撮影ボタン４８により行える。このとき、図４に示され
るように、撮像部５２の前面にコンバージョンレンズ６０が配されるので、撮像部５２の
焦点距離が変化し、ユーザの望む接写状態又は広角状態となり、望ましい撮影画像が得ら
れる。
【００２７】
図５は、上記カメラ付き携帯端末１０の実施の形態を示す構成図である。同図に示される
ように、カメラ付き携帯端末１０は、送受信部１２、メモリ１４、表示部１６、プロトコ
ル変換部１８、アンテナ２０を有する無線通信部２２、コントローラ２４、及びキー入力
部２６等から構成されている。なお、通常の携帯電話として機能するためのマイク３６や
スピーカ３４等も設けられているが、図５上では省略されている。
【００２８】
また、カメラ付き携帯端末１０に内蔵されるデジタルカメラ５０は、図３に示されるレン
ズ５２Ａとそのレンズ５２Ａの後方に配置されたＣＣＤ５２Ｂ等の撮像素子とを有する撮
像部５２、画像メモリ５４、圧縮伸張処理部５６、画像表示部１６（４６）、コンバージ
ョンレンズ６０、コントローラ２４、及びキー入力部２６等から構成されている。
【００２９】
なお、画像表示部は、カメラ付き携帯端末１０の表示部１６を兼用しており、コントロー
ラ及びキー入力部もカメラ付き携帯端末１０のものを使用する構成となっている。
【００３０】
プロトコル変換部１８は、送信すべきデータを所定の通信プロトコルに従って変換する処
理ブロックであり、変換されたデータは無線通信部２２に加えられる。無線通信部２２は
、プロトコル変換部１８から受入した送信用データを所定の通信信号に変換するとともに
、アンテナ２０を介して受信したデータを復号する処理部である。
【００３１】
コントローラ２４は、カメラ付き携帯端末１０の各回路ブロックを制御する制御処理部で
あり、キー入力部２６から入力される指示信号に基づいて各回路ブロックを制御する。
【００３２】
キー入力部２６は、通常の携帯電話が有するテンキー等の操作キー（ボタン）を含むブロ
ックである。また、キー入力部２６には、通常の携帯電話で使用されているキー以外に、
専用の映像送信スイッチである映像送信キーを設けることもできる。更に、既述のように
、キー入力部２６以外に撮影ボタン４８が設けられており（図４参照）、撮影の操作が行
える。
【００３３】
次に、コンバージョンレンズ６０の他の態様について説明する。図６は、カメラ付き携帯
端末１０の他の実施の形態を示す要部構成図であり、コンバージョンレンズ６０の配され
た部分を拡大表示している。同図において、コンバージョンレンズ６０は３個設けられ（
６０ａ、６０ｂ、６０ｃ）、レンズ固定板６２に横１列に配されている。
【００３４】
操作側筐体４０の両面（表面、背面）には同一箇所に貫通孔６６が設けられており、コン
バージョンレンズ６０ａ、６０ｂ、６０ｃのいずれかを貫通孔６６内に配することができ
るようになっている。すなわち、レンズ固定板６２は、操作側筐体４０の内部で左右にス
ライド移動可能に支持されており、レンズ固定板６２の下辺の中央部分に突設されている
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操作突起を指先等で操作することにより、コンバージョンレンズ６０が移動する。
【００３５】
図６の構成は、コンバージョンレンズ６０が３個設けられ（６０ａ、６０ｂ、６０ｃ）て
いるので、たとえば、コンバージョンレンズ６０を使用しない図３に示される撮影状態の
際の撮像部５２を標準状態とした場合に、コンバージョンレンズ６０ａを使用した際に広
角状態に、コンバージョンレンズ６０ｂを使用した際に望遠状態に、コンバージョンレン
ズ６０ｃを使用した際に魚眼状態に設計できる。
【００３６】
また、コンバージョンレンズ６０を使用しない際には図３に示される撮影状態とし、コン
バージョンレンズ６０を使用する際には図４に示される折り畳んだ撮影状態とするのが煩
雑である場合には、たとえば、コンバージョンレンズ６０ａを設けず、この部分のレンズ
固定板６２をブランクとし、全ての撮影状態で図４に示される折り畳んだ態様を採用する
こともできる。この場合、背面表示部４６（図２参照）がファインダとして常に使用でき
、便宜である。
【００３７】
図７は、本発明に係るカメラ付き携帯端末の他の態様を示す概略図である。なお、図１～
図５の構成と同一、類似の部材については同様の符号を付し、その説明を省略する。
【００３８】
このカメラ付き携帯端末１０は、通常の折り畳み方式の筐体と異なり、スライド方式の筐
体が採用されている。すなわち、カメラ付き携帯端末１０は、第１の筐体３０と、第２の
筐体４０とがスライド自在に連結されて構成されている。すなわち、同図（ａ）に示され
る収納状態から、第２の筐体４０を矢印の方向にスライド移動させることにより、同図（
ｂ）に示される使用状態となる。
【００３９】
第１の筐体３０には表示部１６のみならずキー入力部２６も設けられており、第２の筐体
４０は主にカバー部材として機能する。なお、第１の筐体３０の各構成部材と、第２の筐
体４０の各構成部材との電気的な連結は、図示しないフレキシブル基板等で行なえる。
【００４０】
図７（ｂ）に示されるように、デジタルカメラ５０の撮像部５２は、第１の筐体の上端か
ら約１／３の位置の右方に設けられており、コンバージョンレンズ６０は、第２の筐体４
０の対応する部分に設けられている。そして、第１の筐体と第２の筐体４０とをスライド
させて重ね合わせた際に、図７（ａ）に示されるように、デジタルカメラ５０の撮像部５
２とコンバージョンレンズ６０とが略同一の光軸を共有するように配されている。
【００４１】
図７（ｂ）に示される状態で、通常のカメラと同様に被写体の撮影が行える。一方、操作
者（所持者）の顔等を撮影する際には、図７（ａ）に示される状態で撮影が行える。撮影
の操作は、図示しない撮影ボタンにより行える。このとき、撮像部５２の前面にコンバー
ジョンレンズ６０が配されるので、撮像部５２の焦点距離が変化し、ユーザの望む接写状
態又は広角状態となり、望ましい撮影画像が得られる。
【００４２】
なお、図７において、デジタルカメラ５０の撮像部５２を第１の筐体に設け、コンバージ
ョンレンズ６０を第２の筐体４０に設ける構成に代えて、この逆の構成を採用することも
可能である。たとえば、同図に破線で示されるように、デジタルカメラ５０の撮像部５２
を第２の筐体の下部中央近傍に下向きに設け、コンバージョンレンズ６０を第１の筐体４
０の下部中央近傍の該当する箇所に設ける構成も採用できる。
【００４３】
以上、本発明に係るカメラ付き携帯端末の実施形態の例について説明したが、本発明は上
記実施形態の例に限定されるものではなく、各種の態様が採り得る。たとえば、本実施形
態の例（図１、図６）では、コンバージョンレンズ６０として固定焦点のものを使用した
が、このうちの１個をズームレンズとする構成も採用できる。
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【００４４】
また、図６に示される実施形態の例では、レンズ固定板６２が操作側筐体４０の内部で左
右にスライド移動可能に支持される構成としたが、レンズ固定板６２をターレット（回転
）式に形成し、操作側筐体４０の内部で回転移動によるスライド移動可能に支持される構
成とすることもできる。
【００４５】
更に、背面表示部４６を第１の筐体である表示側筐体３０の背面に設けたが、これを第２
の筐体の背面に設けることもでき、また、背面表示部４６を設けない構成ともできる。
【００４６】
また、本実施形態のカメラ付き携帯端末１０には、撮像手段と画像送信手段とが設けられ
ているが、画像送信手段を設けない構成とすることもできる。画像送信手段を備えていな
くとも、音声送受信手段と撮像手段とを備えていれば、カメラ付き携帯端末としての最低
限の機能が発揮できるからである。
【００４７】
更に、音声送受信手段を備えていないＰＤＡ（Personal Dijital Assistant）等のような
カメラ付き携帯端末とすることもできる。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、第１の筐体と第２の筐体のいずれか一方には撮像
手段の撮像部が設けられ、いずれか他方にはコンバージョンレンズが設けられている。そ
して、第１と第２の筐体とを重ね合わせた際に、撮像部とコンバージョンレンズとが略同
一の光軸を共有するように配される。これにより、撮像部の焦点距離が可変となり、通常
のカメラと同様に被写体を撮影できたり、操作者（所持者）の顔等を撮影できたり、カメ
ラとしての機能が大幅に向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るカメラ付き携帯端末の実施の形態を示す概略図
【図２】カメラ付き携帯端末の第１の筐体の背面図
【図３】カメラ付き携帯端末の左側断面図
【図４】図２の右側断面図
【図５】カメラ付き携帯端末の実施の形態を示す構成図
【図６】カメラ付き携帯端末の他の実施の形態を示す要部構成図
【図７】本発明に係るカメラ付き携帯端末の他の態様を示す概略図
【符号の説明】
１０…カメラ付き携帯端末、１２…送受信部、１４…メモリ、１６…表示部、１８…プロ
トコル変換部、２０…アンテナ、２２…無線通信部、２４…コントローラ、２６…キー入
力部、３０…第１の筐体（表示側筐体）、４０…第２の筐体（操作側筐体）、４６…背面
表示部、４８…撮影ボタン、５０…デジタルカメラ、５２…撮像部、５４…画像メモリ、
５６…圧縮伸張処理部、６０…コンバージョンレンズ、６２…レンズ固定板
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