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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の筐体と、
　文字及び／又は画像が表示される表示手段が配設された第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを連結する連結機構と、
　前記第２の筐体の移動を規制する規制手段と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、
動作モードの切り替え、又は使用可能な動作モードの制限をする制御手段と、
　カメラと、
　を備えた携帯機器であって、
　前記連結機構は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた第
１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前記第１の筐体の面内で平行に移動さ
れた第２の位置との間、及び前記第１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前
記第１の筐体の面内で所定の角度回転移動された第３の位置との間で、前記第１の筐体と
前記第２の筐体とを移動可能に連結し、
　前記規制手段は、前記第１の位置においては、前記第２の筐体の平行移動及び回転移動
を可能とし、前記第２の位置においては、前記第２の筐体の平行移動のみを可能とし、前
記第３の位置においては、前記第２の筐体の回転移動のみを可能とするように、前記第２
の筐体の動きを規制し、
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　前記カメラは、前記第２の筐体が前記第２の位置にある場合には被写体が撮影できるよ
うに撮影レンズが露出され、前記第２の筐体が前記第１の位置及び前記第３の位置にある
場合には前記第１の筐体によって前記撮影レンズが覆われるように、前記表示手段と対向
して前記第２の筐体にカメラが配設されたことを特徴とする携帯機器。
【請求項２】
　第１の筐体と、
　文字及び／又は画像が表示される表示手段が配設された第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを連結する連結機構と、
　前記第２の筐体の移動を規制する規制手段と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、
動作モードの切り替え、又は使用可能な動作モードの制限をする制御手段と、
　カメラと、
　を備えた携帯機器であって、
　前記連結機構は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた第
１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前記第１の筐体の面内で平行に移動さ
れた第２の位置との間、及び前記第１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前
記第１の筐体の面内で所定の角度回転移動された第３の位置との間で、前記第１の筐体と
前記第２の筐体とを移動可能に連結し、
　前記規制手段は、前記第１の位置においては、前記第２の筐体の平行移動及び回転移動
を可能とし、前記第２の位置においては、前記第２の筐体の平行移動のみを可能とし、前
記第３の位置においては、前記第２の筐体の回転移動のみを可能とするように、前記第２
の筐体の動きを規制し、
　前記カメラは、前記第２の筐体が前記第１の位置にある場合には前記第１の筐体によっ
て撮影レンズが覆われ、前記第２の筐体が前記第２の位置及び前記第３の位置にある場合
には被写体が撮影できるように前記撮影レンズが露出されるように、前記表示手段と対向
して前記第２の筐体に配設されたことを特徴とする携帯機器。
【請求項３】
　指示を入力する複数の操作部で構成される操作手段を備え、
　前記操作手段は、前記第２の位置及び前記第３の位置において、それぞれ異なる前記操
作部が露出されることで操作可能となるように前記第２の筐体に配設されたことを特徴と
する請求項１又は２に記載の携帯機器。
【請求項４】
　前記第２の筐体を前記第１の位置と、前記第２の位置と、前記第３の位置とでそれぞれ
所定の保持力で停止させる停止機構を備え、
　前記停止機構は、前記第１の位置において前記第１の筐体と前記第２の筐体とが重ねあ
わされた部分であって、前記第１の筐体と前記第２の筐体との間に配設されたことを特徴
とする請求項１、２又は３に記載の携帯機器。
【請求項５】
　前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段と、
　前記検出手段で検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、
前記携帯機器の動作モードの切り替え、又は使用可能な動作モードの制限をする制御手段
と、
　を備え、
　前記制御手段は、前記携帯機器のカメラモード及びテレビモードを含む全ての動作モー
ドのうち、前記第２の位置ではカメラモードを動作可能にし、前記第３の位置ではテレビ
モードを動作可能にすることを特徴とする請求項１に記載の携帯機器。
【請求項６】
　前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段を備え、
　前記カメラは、前記検出手段で検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関
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係に基づいて、撮像された画像が縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す
撮影姿勢情報を、前記撮像された画像に添付することを特徴とする請求項２に記載の携帯
機器。
【請求項７】
　前記表示手段に画像を表示させる再生手段を備え、
　前記再生手段は、前記検出手段によって検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体と
の位置関係と、再生する画像に添付された撮像された画像が縦撮りの画像であるか又は横
撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報とに基づいて、前記表示手段の画面上で前記画像
が正立するように表示させることを特徴とする請求項６に記載の携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯機器に係り、特に折り畳みが可能な携帯機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯機器としては、表示手段を有する筐体と操作部を有する筐体との２つの筐体がヒン
ジを介して開閉可能に連結された折り畳み型のものが知られている。このような折り畳み
型の携帯機器は、表示手段と操作部とがお互いに向かい合うように折り畳んで閉じた状態
とすることによって、持ち運びに便利なコンパクトな状態にすることができるようになっ
ている。
【０００３】
　このような折り畳み型の携帯機器において、テレビ受信機能を付けたものがある。一般
的には、折り畳み型の携帯機器の表示手段は縦長の形状をしているが、テレビ画像等横長
で表示される情報に対して視認性をあげるために、表示手段を横長にしたい場合がある。
【０００４】
　これに対応するために、特許文献１には、表示手段筐体と操作部筐体とを２軸ヒンジを
用いて結合することにより、操作部筐体に対して表示手段筐体を長手方向及び短手方向の
２通りの方向に開くことができる携帯機器が提案されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、本体部とフリップ部とを３個の回転軸を有するヒンジを用いて
互いに回動可能に結合することにより、本体部とフリップ部とを多様な形態に変形可能な
携帯機器が提案されている。
【特許文献１】特開２００５―３８２１７号公報
【特許文献２】特開２００５―１１５５３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献に記載された携帯機器では以下のような欠点があった。す
なわち、特許文献１、２に記載された携帯機器では、２個の筐体が折り畳まれて収納され
た状態から表示手段を縦長で使用する状態又は表示手段を横長で使用する状態にする場合
に、両手を用いて複数の操作が必要であり、操作が面倒であるという問題がある。
【０００７】
　また、特許文献１、２に記載された携帯機器では、複数の軸を有するヒンジという高価
で複雑な機構を用いる必要があるという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献１に記載された携帯機器では、表示手段を横長にする場合には、表示手
段を横向きにするのと同時に操作部も横向きになってしまうため、操作しづらいという問
題がある。
【０００９】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、表示手段を縦長で使用する場合又は
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表示手段を横長で使用する場合においても、収納状態から片手で容易に使用状態にするこ
とができる携帯機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に記載の携帯機器は、前記目的を達成するために、第１の筐体と、文字及び／
又は画像が表示される表示手段が配設された第２の筐体と、前記第１の筐体と前記第２の
筐体とを連結する連結機構と、前記第２の筐体の移動を規制する規制手段と、前記第１の
筐体と前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段と、前記検出手段で検出された前
記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、動作モードの切り替え、又は使
用可能な動作モードの制限をする制御手段と、カメラと、を備えた携帯機器であって、前
記連結機構は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた第１の
位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前記第１の筐体の面内で平行に移動された
第２の位置との間、及び前記第１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前記第
１の筐体の面内で所定の角度回転移動された第３の位置との間で、前記第１の筐体と前記
第２の筐体とを移動可能に連結し、前記規制手段は、前記第１の位置においては、前記第
２の筐体の平行移動及び回転移動を可能とし、前記第２の位置においては、前記第２の筐
体の平行移動のみを可能とし、前記第３の位置においては、前記第２の筐体の回転移動の
みを可能とするように、前記第２の筐体の動きを規制し、前記カメラは、前記第２の筐体
が前記第２の位置にある場合には被写体が撮影できるように撮影レンズが露出され、前記
第２の筐体が前記第１の位置及び前記第３の位置にある場合には前記第１の筐体によって
前記撮影レンズが覆われるように、前記表示手段と対向して前記第２の筐体にカメラが配
設されたことを特徴とする。
【００１１】
　請求項１に記載の携帯機器によれば、第１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあ
わされた第１の位置と、第２の筐体が第１の位置から第１の筐体の面内で平行に移動され
た第２の位置との間で、第１の筐体と第２の筐体とが移動可能に連結されている。また、
第１の位置と、第２の筐体が前記第１の位置から第１の筐体の面内で所定の角度回転移動
された第３の位置との間で、第１の筐体と第２の筐体とが回転移動可能に連結されている
。また、第１の位置においては第２の筐体の平行移動及び回転移動を可能とし、第２の位
置においては第２の筐体の平行移動のみを可能とし、第３の位置においては第２の筐体の
回転移動のみを可能とするように第２の筐体の動きを規制することで、第１の位置と第２
の位置、及び第１の位置と第３の位置の間のみで第２の筐体を移動可能とした。さらに、
検出手段によって、第１の筐体と第２の筐体との位置関係、すなわち第１の筐体と第２の
筐体とが第１の位置、第２の位置又は第３の位置のうちのどの位置にあるかが検出され、
その検出された第１の筐体と第２の筐体との位置関係に基づいて、携帯機器の動作モード
の切り替え、又は使用可能な動作モードの制限が行われる。更に、第２の筐体が第１の位
置及び第３の位置にある場合には第１の筐体によって撮影レンズが覆われるため、撮影レ
ンズが保護される。また、第２の筐体が第２の位置にある場合には撮影レンズが露出され
、被写体が撮影できる。
【００１２】
　これにより、不要な動作ができないように第２の筐体の動きが規制され、収納状態であ
る第１の位置から表示手段が縦長の向きである第２の位置、及び収納状態である第１の位
置から表示手段が横長の向きである第３の位置へ、第２の筐体を片手で容易に動かすこと
ができる。さらに、収納状態である第１の位置から表示手段が縦長の向きである第２の位
置、及び収納状態である第１の位置から表示手段が横長の向きである第３の位置へ、第２
の筐体を片手で容易に動かすと共に動作モードの切り替えも行われるため、携帯機器の操
作性を良くすることができる。更に、収納時、テレビモードで携帯機器を動作させている
場合等、カメラを使用しない場合には撮影レンズが第１の筐体によって覆われるため、撮
影レンズを保護することができる。
【００１３】
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　請求項２に記載の携帯機器は、第１の筐体と、文字及び／又は画像が表示される表示手
段が配設された第２の筐体と、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを連結する連結機構と
、前記第２の筐体の移動を規制する規制手段と、前記第１の筐体と前記第２の筐体との位
置関係を検出する検出手段と、前記検出手段で検出された前記第１の筐体と前記第２の筐
体との位置関係に基づいて、動作モードの切り替え、又は使用可能な動作モードの制限を
する制御手段と、カメラと、を備えた携帯機器であって、前記連結機構は、前記第１の筐
体と前記第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた第１の位置と、前記第２の筐体が前
記第１の位置から前記第１の筐体の面内で平行に移動された第２の位置との間、及び前記
第１の位置と、前記第２の筐体が前記第１の位置から前記第１の筐体の面内で所定の角度
回転移動された第３の位置との間で、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを移動可能に連
結し、前記規制手段は、前記第１の位置においては、前記第２の筐体の平行移動及び回転
移動を可能とし、前記第２の位置においては、前記第２の筐体の平行移動のみを可能とし
、前記第３の位置においては、前記第２の筐体の回転移動のみを可能とするように、前記
第２の筐体の動きを規制し、前記カメラは、前記第２の筐体が前記第１の位置にある場合
には前記第１の筐体によって撮影レンズが覆われ、前記第２の筐体が前記第２の位置及び
前記第３の位置にある場合には被写体が撮影できるように前記撮影レンズが露出されるよ
うに、前記表示手段と対向して前記第２の筐体に配設されたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項２に記載の携帯機器によれば、第１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあ
わされた第１の位置と、第２の筐体が第１の位置から第１の筐体の面内で平行に移動され
た第２の位置との間で、第１の筐体と第２の筐体とが移動可能に連結されており、第１の
位置においては第２の筐体の平行移動及び回転移動を可能とし、第２の位置においては第
２の筐体の平行移動のみを可能とし、第３の位置においては第２の筐体の回転移動のみを
可能とするように第２の筐体の動きを規制することで、第１の位置と第２の位置、及び第
１の位置と第３の位置の間のみで第２の筐体を移動可能とした。さらに、検出手段によっ
て、第１の筐体と第２の筐体との位置関係、すなわち第１の筐体と第２の筐体とが第１の
位置、第２の位置又は第３の位置のうちのどの位置にあるかが検出され、その検出された
第１の筐体と第２の筐体との位置関係に基づいて、携帯機器の動作モードの切り替え、又
は使用可能な動作モードの制限が行われる。更に、第２の筐体が第１の位置にある場合に
は第１の筐体によって撮影レンズが覆われるため、撮影レンズが保護される。また、第２
の筐体が第２の位置及び第３の位置にある場合には撮影レンズが露出され、被写体が撮影
できる。
【００１５】
　これにより、不要な動作ができないように第２の筐体の動きが規制されるため、収納状
態である第１の位置から表示手段が縦長の向きである第２の位置、及び収納状態である第
１の位置から表示手段が横長の向きである第３の位置へ、第２の筐体を片手でより容易に
動かすことができる。さらに、収納状態である第１の位置から表示手段が縦長の向きであ
る第２の位置、及び収納状態である第１の位置から表示手段が横長の向きである第３の位
置へ、第２の筐体を片手で容易に動かすと共に動作モードの切り替えも行われるため、携
帯機器の操作性を良くすることができる。更に、縦撮りを行う第２の位置と、横撮りを行
う第３の位置との間で第２の筐体を動かすことにより、縦撮りか、横撮りかを片手で容易
に切り替えることができる。また、縦撮りを行う第２の位置と横撮りを行う第３の位置と
を容易に切り替えることができるため、機器を保持したまま、機器を回転させること無く
縦撮り・横撮りが可能となる。
　請求項３に記載の携帯機器は、請求項１又は２に記載の携帯機器において、指示を入力
する複数の操作部で構成される操作手段を備え、前記操作手段は、前記第２の位置及び前
記第３の位置において、それぞれ異なる前記操作部が露出されることで操作可能となるよ
うに前記第２の筐体に配設されたことを特徴とする。
　請求項３に記載の発明によれば、第２の位置、第３の位置においてそれぞれ異なる操作
部が露出されることにより、その操作部のみ操作可能となる。これにより、第１の位置、
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第２の位置、第３の位置において必要な操作部のみが露出されるため、操作性を良くする
ことができる。
【００１９】
　請求項４に記載の携帯機器は、請求項１、２又は３に記載の携帯機器において、前記第
２の筐体を前記第１の位置と、前記第２の位置と、前記第３の位置とでそれぞれ所定の保
持力で停止させる停止機構を備え、前記停止機構は、前記第１の位置において前記第１の
筐体と前記第２の筐体とが重ねあわされた部分であって、前記第１の筐体と前記第２の筐
体との間に配設されたことを特徴とする。
【００２０】
　請求項４に記載の携帯機器によれば、第１の位置において第１の筐体と第２の筐体とが
重ねあわされた部分であって、第１の筐体と第２の筐体との間に配設された停止機構によ
って、第１の位置、第２の位置及び第３の位置で第２の筐体が所定の保持力で停止される
。
【００２１】
　これにより、収納状態である第１の位置、表示手段が縦長の向きである第２の位置、及
び第３の位置で第２の筐体が停止されるため、第２の筐体を所定の位置に動かす場合にお
いて、第２の筐体を移動させる操作が容易となる。
【００３１】
　請求項５に記載の携帯機器は、請求項１に記載の携帯機器において、前記第１の筐体と
前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段と、前記検出手段で検出された前記第１
の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、前記携帯機器の動作モードの切り替え
、又は使用可能な動作モードの制限をする制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記携
帯機器のカメラモード及びテレビモードを含む全ての動作モードのうち、前記第２の位置
ではカメラモードを動作可能にし、前記第３の位置ではテレビモードを動作可能にするこ
とを特徴とする。
【００３２】
　請求項５に記載の携帯機器によれば、第２の筐体が第２の位置にある場合には撮影レン
ズが露出され、第２の筐体が第３の位置にある場合には第１の筐体によって撮影レンズが
覆われるように、カメラが第２の筐体に配設されている場合において、携帯機器のカメラ
モード及びテレビモードを含む全ての動作モードのうち、第２の位置ではカメラモードを
動作可能にし、第３の位置ではテレビモードを動作可能にするように、制御手段によって
携帯機器が制御される。
【００３３】
　これにより、必要な位置で必要な動作モードに携帯機器が制御されるため、携帯機器の
操作性を良くすることができる。
【００３７】
　請求項６に記載の携帯機器は、請求項２に記載の携帯機器において、前記第１の筐体と
前記第２の筐体との位置関係を検出する検出手段を備え、前記カメラは、前記検出手段で
検出された前記第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係に基づいて、撮像された画像が
縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報を、前記撮像された
画像に添付することを特徴とする。
【００３８】
　請求項６に記載の携帯機器によれば、検出手段によって、第１の筐体と第２の筐体との
位置関係、すなわち第１の筐体と第２の筐体とが第１の位置、第２の位置又は第３の位置
のうちのどの位置にあるかが検出され、その検出された第１の筐体と第２の筐体との位置
関係に基づいて、撮像された画像が縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示
す撮影姿勢情報を、撮像された画像に添付する。
【００３９】
　これにより、第２の位置では縦撮りにより、第３の位置で横撮りにより撮影された画像
に、縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報が添付されるた
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め、再生時にその情報を用いることによって視認性をあげることができる。
【００４３】
　請求項７に記載の携帯機器は、請求項６に記載の携帯機器において、前記表示手段に画
像を表示させる再生手段を備え、前記再生手段は、前記検出手段によって検出された前記
第１の筐体と前記第２の筐体との位置関係と、再生する画像に添付された撮像された画像
が縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報とに基づいて、前
記表示手段の画面上で前記画像が正立するように表示させることを特徴とする。
【００４４】
　請求項７に記載の携帯機器によれば、検出手段によって検出された第１の筐体と第２の
筐体との位置関係と、再生する画像に添付された撮像された画像が縦撮りの画像であるか
又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報とに基づいて、表示手段の画面上で画像が
正立するように、画像を表示手段に表示させる。
【００４５】
　これにより、撮影された画像の向きと、表示手段の向きによって表示される画像の方向
が自動的に変更されるため、携帯機器の操作性を良くすることができる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明によれば、表示手段を縦長で使用する場合又は表示手段を横長で使用する場合に
おいても、収納状態から片手で容易に使用状態にすることができる携帯機器を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、添付図面に従って本発明に係るカメラを実施するための最良の形態について詳細
に説明する。
【００４８】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は本発明に係る第１の実施の形態の携帯機器１の外観図であり、（ａ）は第１の筐
体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた収納状態である第１の位置を示し、（ｂ
）は表示手段が縦長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横
長の向きである第３の位置での使用状態を示す。
【００４９】
　携帯機器１は、例えば携帯電話などの、折り畳み、すなわち第１の筐体と第２の筐体と
のシルエットが重ねあわされることが可能な携帯機器であり、主に、ダイヤルキー１２等
からなる操作ボタン等を備える第１の筐体１０と、画像等の情報を表示するディスプレイ
２１等を備える第２の筐体２０と、第１の筐体１０と第２の筐体２０とを連結する連結部
３０とで構成される。
【００５０】
　第１の筐体１０は略直方体であり、第１の位置において内側となる面には、図１に示す
ように、主として、ダイヤルキー１２、通話ボタン１３、終話ボタン１４、モードボタン
１５、テレビ用操作部１６、音量ボタン１７からなる第１操作部４１ａ、マイク１１等が
配設されている。
【００５１】
　また、第１操作部４１ａ、マイク１１等が配設されている面と対向する面には、図２に
示すように、主として、カメラ２、内部に電源が収納されている電源収納部１８等が配設
されている。
【００５２】
　第２の筐体２０は、第１の筐体１０と同じく略直方体であり、折り畳まれた状態で外側
となる面には、主として、十字ボタン２３、第２通話ボタン２４、第２終話ボタン２５か
らなる第２操作部４１ｂ、所定のアスペクト比を有する矩形状のディスプレイ２１、スピ
ーカー２２等が配設されている。
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【００５３】
　また、第１の筐体の内部には、図示しないが、主として、第１操作部４１ａ、第２操作
部４１ｂ等によって入力された信号等を処理するためのＣＰＵ等が設けられたメイン基板
、バッテリー等が配設されている。メイン基板とディスプレイ２１とは、ヒンジ内部を通
るフレキシブルプリント板によって電気的に接続されているが、図では省略している。
【００５４】
　図１（ａ）に示すように、第１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた状
態、すなわち第１の位置は、携帯状態、収納状態であり、この場合には第２の筐体に配設
されている第２操作部４１ｂのみが表面に露出されており、操作が可能である。なお、第
２操作部４１ｂには、電源、通話、通話先選択、決定等の基本的な操作が割り当てられて
おり、第１の位置においてもかかってきた通話に応答することや、登録済みの通話先に電
話をかけたりすることができる。
【００５５】
　図１（ｂ）に示すように、第２の筐体２０が第１の位置から第１の筐体１０の面内で平
行に移動された第２の位置では、第１の筐体１０に配設されている第１操作部４１ａのう
ち、ダイヤルキー１２、通話ボタン１３、終話ボタン１４、モードボタン１５が露出され
、操作が可能となる。ダイヤルキー１２、通話ボタン１３、終話ボタン１４、モードボタ
ン１５は電話用の主要な操作ボタンであり、任意の番号への通話、メール入力、メール送
受信等を行なうことができる。
【００５６】
　また、第２の位置では、マイク１１が露出され、その位置関係が通話に都合の良い距離
に離れることにより、マイク１１とスピーカー２２とをそれぞれ耳と口とに当てることに
より、電話機能を用いて通話が可能であり、また使い勝手が良い。
【００５７】
　なお、第１の位置及び第２の位置において、ディスプレイ２１は縦長の向きである。
【００５８】
　図１（ｃ）に示すように、第２の筐体２０が第１の位置から第１の筐体１０の面内で９
０度回転移動された第３の位置では、テレビ用操作部１６、音量ボタン１７が更に露出さ
れることで、全ての第１操作部４１ａが露出され、操作が可能となる。テレビ用操作部１
６には、プレイ、ストップ、早送り、巻き戻し等のメディアプレーヤーの操作機能や、選
局等のテレビ操作機能が割り当てられており、これらの操作が可能となる。
【００５９】
　また、第３の位置では、ディスプレイ２１が横長の向きになり、テレビ等の横長の画像
を画面いっぱいに表示することが可能となる。
【００６０】
　次に、第１の筐体と第２の筐体２０とを移動可能に連結する連結部３０の構成について
説明する。図３、図４は連結部３０の構成を示した斜視図である。
【００６１】
　図３に示すように、第２の筐体２０の裏面には、かぎ穴状スリット３１と丸穴３２とが
配設されている。また、図４に示すように、第１の筐体１０には、キー３３、抜け止めキ
ャップ３４、ロックピン３５－１、３５－２、検出スイッチ３６、バネ（図示せず）が配
設されている。
【００６２】
　かぎ穴状スリット３１は、丸穴部と長穴部とが連結された形状をしている。丸穴部は、
キー３３が内部で回転可能であり、また抜け止めキャップ３４が抜けないような大きさと
なっている。長穴部は、その内部をキー３３が摺動できるようになっている。
【００６３】
　丸穴３２は、ロックピン３５－１、３５－２が勘合可能なように、その穴径はロックピ
ン３５－１、３５－２の直径より大きくなっている。
【００６４】
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　キー３３は、第１の筐体１０の外側に配設されており、かぎ穴状スリット３１の内部を
摺動可能である。
【００６５】
　抜け止めキャップ３４は、キー３３の上部に配設されており、キー３３がかぎ穴状スリ
ット３１から抜けないように機能する。なお、図４においては、抜け止めキャップ３４は
キー３３と一体となっているが、これは組み立て後の形状を示しているためであり、抜け
止めキャップ３４は、かぎ穴状スリット３１にキー３３を通過させた後で抜け止めキャッ
プ３４を取り付けるなどの方法でキー３３に組み付けるものである。
【００６６】
　ロックピン３５－１、３５－２は、第１の筐体１０の内部からバネにより第１の筐体１
０の外部に突出する方向に付勢されており、第１の筐体１０の外部に突出した位置と、第
１の筐体１０側に押し下げられた位置との２通りの位置を取り得るようになっている。
【００６７】
　検出スイッチ３６は、ロックピン３５－１、３５－２の下側であって、第１の筐体１０
の内部に配設されており、ロックピン３５－１、３５－２が第１の筐体１０の外部に突出
した位置と、第１の筐体１０側に押し下げられた位置とのどちらの位置にあるかを検出す
ることができる。
【００６８】
　図５は、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが結合した状態を、図３、図４におけるＡ
－Ａ断面で見た断面図である。
【００６９】
　図５（ａ）に示すように、第１の位置において、かぎ穴状スリット３１の丸穴部にキー
３３が勘合されており、抜け止めキャップ３４が第２の筐体２０の内部からキー３３に組
み立てられている。これにより、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが分離しないように
連結されている。
【００７０】
　また、第１の位置において、ロックピン３５－１はかぎ穴状スリット３１の長穴部に勘
合されている。ロックピン３５は、第１の筐体１０に配設されているバネ３７により第１
の筐体１０の外部に突出する方向に付勢されているが、第１の位置ではかぎ穴状スリット
３１に勘合されているため、バネ３７は伸びた状態となっている。
【００７１】
　図５（ａ）’は第１の位置から第２の筐体２０を平行に移動させた状態であるが、第２
の筐体２０によってバネ３７の力に反してロックピン３５－１が第１の筐体１０側に押さ
れている。
【００７２】
　図５（ｂ）に示すように、第２の位置において、ロックピン３５－２がバネ３７により
第２の筐体２０側に押されて、ロックピン３５－２と丸穴３２とが勘合する。
【００７３】
　ロックピン３５－２がバネ３７により第１の筐体１０の外部に突出する方向に付勢され
ているため、ロックピン３５－２が突出した状態においては、第２の筐体が所定の保持力
で停止されるようになっている。
【００７４】
　以上のように構成された連結部によれば、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが移動可
能に連結される。
【００７５】
　図６は上記携帯機器１の内部構成の実施の形態を示すブロック図である。
【００７６】
　同図に示すように、携帯機器１は、図１に示した、第１の操作部４１ａと第２の操作部
４１ｂとを含む操作部４１、ディスプレイ２１、マイク１１、スピーカー２２の他に、中
央処理装置（ＣＰＵ）４０、メモリ４２、音声処理部４４、送受信回路４６等を有し、通
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常の電話機能とともに、テレビを受信するための機能、電子メールを送受信するための機
能を備えている。
【００７７】
　ＣＰＵ４０は、所定のプログラムに従って携帯機器１の全体の動作を制御する制御部と
して機能するとともに、各種演算を行う演算装置として機能する。即ち、ＣＰＵ４０は、
操作部４１から入力される指令信号に基づいて携帯機器１内の各回路を制御し、通信制御
、撮影動作制御、画像処理制御、ディスプレイ２１の表示制御、メモリ４２の読み書き制
御及びアドレス帳の管理などを行う。
【００７８】
　メモリ４２は、バス４９を介してＣＰＵ４０と接続されており、ＣＰＵ４０が実行する
プログラム及び制御に必要な各種データなどが格納される不揮発性メモリ（ＲＯＭ）領域
と、プログラムの展開領域及びＣＰＵ４０の演算作業用領域として利用される揮発性メモ
リ（ＲＡＭ）領域とを含むブロックである。ＲＯＭ領域は、アドレス帳や通話履歴のデー
タ記憶領域として利用されるとともに、音声や画像の保存領域として利用される。また、
ＲＡＭ領域は、画像データの一時記憶領域としても利用される。
【００７９】
　音声処理部４４は、ＣＰＵ４０と連携して音声信号を処理又は変換する手段である。音
声処理部４４は、送受信回路４６から受入したデータの復号化処理及び送受信回路４６を
通じて送信するデータの符号化処理を行うとともに、マイク１１からの入力音声信号の符
号化処理、スピーカー２２への出力信号生成処理などを行う。
【００８０】
　送受信回路４６は、アンテナ４８で受信したデータ及びアンテナ４８から送信するデー
タの信号形式の変換を行う。
【００８１】
　通話モード（電話機能を使用するモード）において、通信相手との通信接続が確立され
ると、マイク１１ から入力される音声は電気信号に変換され、音声処理部４４に送られ
る。音声処理部４４はマイク１１から入力された音声信号をデジタル信号に変換（Ａ／Ｄ
変換）した後、所要の信号処理を行い、所定形式の音声データに変換する。音声処理部４
４で処理された音声データ（送信用のデータ）は、バス４９を介して送受信回路４６に送
られ、所定の送信用信号形式に変換された後、アンテナ４８から送信される。
【００８２】
　アンテナ４８によって受波された信号は、送受信回路４６において復調され、音声処理
部４４に送られる。音声処理部４４は、送受信回路４６から受入した音声信号を所定形式
の音声データに変換する。音声処理部４４で生成された音声データ（受信データ）は、ア
ナログ音声信号に変換（Ｄ／Ａ変換）された後、スピーカー２２に送られる。こうして、
通話相手の音声がスピーカー２２から可聴出力される。
【００８３】
　テレビモードにおいて、アンテナ４８でテレビ放送の電波が受信されると、受信された
テレビ放送の信号は送受信回路４６において音声信号と映像信号とに分けられる。
【００８４】
　音声信号は、音声処理部４４に入力され、スピーカー２２から出力される。
【００８５】
　一方、映像信号は、送受信回路４６にてデジタル信号に変換された後、表示回路６０を
介してディスプレイ２１に出力される。これにより、ディスプレイ２１にテレビ映像が表
示される。
【００８６】
　なお、送受信回路４６におけるテレビのチャンネル選択は、十字ボタン２３の左右のキ
ーで行なわれる。すなわち、右キーを１回押すごとに、チャンネルが１つずつ順送りされ
、左キーを１回押すごとに、チャンネルが１つずつ逆送りされる。
【００８７】
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　また、テレビ音声のボリュームは、音量ボタン１７の＋キー、－キーで行なわれ、＋キ
ーを１回押すごとに、ボリュームが段階的にアップし、－キーを１回押すごとに、ボリュ
ームが段階的にダウンする。
【００８８】
　また、この携帯機器１は、電子メール機能やインターネットのブラウザ機能などを利用
して画像データ、文書データ、プログラムデータなど種々のデータを送受信することが可
能である。
【００８９】
　更に、携帯機器１は、撮影レンズ５０とＣＣＤイメージセンサ（以下、ＣＣＤという）
５２とを有し、ＣＣＤ５２から得られる画像信号を処理するためのアナログ処理部５４、
Ａ／Ｄ変換器５５、画像処理部５６、圧縮伸張部５７を備えている。
【００９０】
　撮影レンズ５０を通過した光はＣＣＤ５２の受光面の上に焦点を結ぶ。ＣＣＤ５２の受
光面には多数のフォトセンサ（受光素子）が平面的に配列され、各フォトセンサに対応し
て赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の原色カラーフィルタが所定の配列構造で配置されてい
る。
【００９１】
　ＣＣＤ５２の受光面に結像された被写体像は、各フォトセンサによって入射光量に応じ
た量の信号電荷に変換される。ＣＣＤ５２は、シャッタゲートパルスのタイミングによっ
て各フォトセンサの電荷蓄積時間（シャッタスピード）を制御する電子シャッター機能を
有している。
【００９２】
　ＣＣＤ５２の各フォトセンサに蓄積された信号電荷は、ＣＰＵ４０の指令に従いタイミ
ングジェネレータ（ＴＧ）５８から与えられるパルス（水平駆動パルスφＨ，垂直駆動パ
ルスφＶ，オーバーフロードレインパルス）に基づいて信号電荷に応じた電圧信号（画像
信号）として順次読み出される。ＣＣＤ５２から出力された画像信号は、アナログ処理部
５４に送られ、相関二重サンプリング（ＣＤＳ）処理やゲイン調整などの所要の処理が施
された後、Ａ／Ｄ変換器５５によってデジタル信号に変換される。デジタル化された画像
データは画像処理部５６に送られる。
【００９３】
　画像処理部５６は、同時化回路（単板ＣＣＤのカラーフィルタ配列に伴う色信号の空間
的なズレを補間して各点の色を計算する処理回路）、輝度・色差信号生成回路、ガンマ補
正回路、輪郭補正回路、ホワイトバランス補正回路等を含むデジタル画像信号処理手段で
あり、ＣＰＵ４０からのコマンドに従ってメモリ４２を活用しながら画像信号を処理する
。
【００９４】
　画像処理部５６において、ホワイトバランス調整処理、ガンマ変換処理、輝度信号（Ｙ
信号）及び色差信号（Ｃr、Ｃb信号）への変換処理（ＹＣ処理）など、所定の処理が施さ
れて生成された画像データはメモリ４２に一時的に記憶される。ここで、撮影中の映像を
ディスプレイ２１に表示させる場合には、このメモリ４２の内容を読み出して表示回路６
０に送り、表示回路６０において表示用の信号形式に変換した後、ディスプレイ２１に供
給する。これにより、ＣＣＤ５２が捉えているライブ画像（スルー画像）がディスプレイ
２１に表示され、撮影者はディスプレイ２１の表示映像によって撮影画角（構図）を確認
できる。
【００９５】
　操作部４１の撮影ボタン（例えば、撮影モード時に割り当てられた操作部４１のうちの
いずれかのボタン、又は専用の撮影ボタン）が押され、又は後述する着信レリーズモード
の設定中に着信があると、ＣＰＵ４０はこれを検知して、撮影動作を実行する。即ち、Ｃ
ＣＤ５２の露光制御及び電荷の読み出し制御が行われる。
【００９６】
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　こうして取り込まれた画像データは、画像処理部５６においてＹＣ処理その他の所定の
信号処理を経た後、圧縮伸張部５７に送られ、ここで所定の圧縮フォーマット（例えば、
ＪＰＥＧ形式)に従って圧縮される。圧縮された画像データは、メモリ４２の画像保存領
域に格納される。
【００９７】
　画像再生時には、ユーザーのファイル選択操作に応じて、または自動的にメモリ４２か
ら画像ファイルのデータが読み出される。メモリ４２から読み出された圧縮データは、圧
縮伸張部５７によって伸張され、表示回路６０を介して表示用の信号に変換された後、デ
ィスプレイ２１に出力される。これにより、当該ファイルの画像内容がディスプレイ２１
上に表示される。
【００９８】
　次に、以上のように構成された本実施の形態の携帯機器１の作用について説明する。
【００９９】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とを第１の位置から第２の位置又は第３の位置に移動
させる方法について説明する。
【０１００】
　図７は連結部３０を透視した透視図であり、（ａ）は第１の筐体と第２の筐体とのシル
エットが重ねあわされた第１の位置を示し、（ｂ）は第２の筐体が第１の位置から平行に
移動された第２の位置を示し、（ｃ）は第２の筐体が第１の位置から回転移動された第３
の位置を示す。
【０１０１】
　図７（ａ）に示すように、第１の位置においては、キー３３はかぎ穴状スリット３１の
丸穴部にはまっており、キー３３の直線部はかぎ穴状スリット３１の長穴部における直線
部と平行である。そのため、図７（ａ）矢印に示すように、第２の筐体２０を上方向に平
行移動させることが可能である。なお、第１の位置においては、キー３３がかぎ穴状スリ
ット３１の丸穴部と当接していることと、ロックピン３５－１がかぎ穴状スリット３１の
長穴部にはまり込んでいることにより、第２の筐体２０は、第１の位置で所定の保持力で
停止される。
【０１０２】
　第２の筐体２０が第１の位置から第２の位置へ平行に移動される方法について示す。
【０１０３】
　図７（ａ）、図８（ａ）の状態から、図８（ｂ）に示すように、第１の筐体１０を右手
で保持し、右手の親指によって第２の筐体２０を上方向にずらすと、第２の筐体２０は上
方向に平行に移動し、図７（ａ）の状態から図７（ｂ）に示すような第２の位置へ移動さ
れる。この場合には、かぎ穴状スリット３１の丸穴部にはまり込んでいたキー３３が長穴
部にはまり込むため、第２の筐体２０の回転移動が規制され、平行移動のみが可能となる
。
【０１０４】
　図７（ｂ）に示すように、キー３３がかぎ穴状スリット３１の長穴部の端に位置するま
で、すなわちｌ１だけ第２の筐体２０が上方向に移動されると、第１の位置ではｌ１だけ
離れていた丸穴３２とロックピン３５－２との位置が一致して、ロックピン３５－２がか
ぎ穴状スリット３１の直線部の先にある丸穴３２にはまり込み、第２の筐体２０がロック
される。そのため、第２の筐体２０は、第２の位置で所定の保持力で停止される。なお、
第２の位置では、キー３３がかぎ穴状スリット３１の長穴部にはまり込むため、第２の筐
体２０の回転移動が規制され、平行移動のみが可能となる。
【０１０５】
　次に、第２の筐体２０が第１の位置から第３の位置へ回転移動される方法について説明
する。
【０１０６】
　図７（ａ）、図８（ａ）の状態から、図８（ｃ）に示すように、第１の筐体１０を右手
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で保持し、右手の親指によって第２の筐体２０を向かって右にずらすと、第２の筐体２０
は反時計回りに回転し、図７（ｃ）、図８（ｃ）に示すような第３の位置へ移動される。
この間、キー３３はかぎ穴状スリット３１の丸穴部の内周に沿って摺動される。
【０１０７】
　なお、第２の筐体２０の反時計回りの回転は、図示しないストッパーにより９０度まで
に規制されているため、第２の筐体２０は９０度以上回転しないようになっている。また
、第２の筐体２０の時計回りの回転は、図示しないストッパーにより回転しないように規
制されているため、第２の筐体２０は反時計回りにのみ回転できるようになっている。
【０１０８】
　図７（ｃ）、図８（ｃ）の状態、すなわち第３の位置では、図７（ｃ）に示すように、
ロックピン３５－２がかぎ穴状スリット３１の長穴部にはまり込み、第２の筐体２０をロ
ックする。そのため、第２の筐体２０は、第３の位置で所定の保持力で停止される。
【０１０９】
　このように、第２の筐体が第１の位置から第２の位置へワンタッチで平行移動が可能と
なる。また、第２の筐体が第１の位置から第３の位置へワンタッチで回転移動が可能とな
る。
【０１１０】
　また、携帯機器１は、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置、第２の位置又
は第３の位置のどの位置にあるかを自動的に検出し、検出された結果に基づいて携帯機器
１の動作モードの切り替え、使用可能な動作モードの制限を行う。
【０１１１】
　まず、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置、第２の位置又は第３の位置の
どの位置にあるかを自動的に検出する方法について説明する。
【０１１２】
　図９は、上記携帯機器１の第１の筐体１０と第２の筐体２０の位置関係を検出する場合
における処理の流れを示すフローチャートである。
【０１１３】
　まず、ロックピン３５－１が突出しているかどうかが判定される（ステップＳ１０）。
【０１１４】
　ステップＳ１０において、ロックピン３５－１が突出していると判断された場合は、ロ
ックピン３５－２が突出しているかどうかが判定され（ステップＳ１２）、ロックピン３
５－２が突出している場合には第３の位置にあると判別され（ステップＳ１４）、ロック
ピン３５－２が突出していない（押し下げられている）場合には第１の位置にあると判別
される（ステップＳ１６）。
【０１１５】
　ステップＳ１０において、ロックピン３５－１が突出していないと判断された場合は、
ロックピン３５－２が突出しているかどうかが判定され（ステップＳ１８）、ロックピン
３５－２が突出している場合には第２の位置にあると判別され（ステップＳ２０）、ロッ
クピン３５－２が突出していない場合には移動中であると判別されステップ１０に戻る。
【０１１６】
　次に、検出された第１の筐体１０と第２の筐体２０との位置関係に基づいて、携帯機器
１の動作モードの切り替え、使用可能な動作モードの制限の制限を行う方法について説明
する。
【０１１７】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置にある場合には、待ち受けモード、通
話モード、カメラモードに制限された状態で携帯機器が動作される。
【０１１８】
　図８（ａ）に示すように、受信状態や電池残量、時刻等がディスプレイに表示される待
ち受けモードで携帯機器１が動作される。待ち受けモードでの動作中に電話がかかってき
た場合には、第２通話ボタン２４を押すことにより、携帯機器１を動作する動作モードが
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通話モードに切り替えられる。通話モードでの動作中に第２終話ボタン２５を押すことに
より、携帯機器１を動作する動作モードが待ち受けモードに切り替えられる。
【０１１９】
　待ち受けモードでの動作中に十字ボタン２３を押すことにより、携帯機器１を動作する
動作モードがカメラモードに切り替えられる。カメラモードにおいて、縦長の画像を撮影
したい場合には、図８（ａ）に示すように携帯機器１を縦長に構えて撮影を行う、すなわ
ち縦撮りを行えばよい。また、横長の画像を撮影したい場合には、携帯機器１を横に構え
て撮影をおこなう、すなわち横撮りを行えばよい。
【０１２０】
　なお、上記では、十字ボタン２３により待ち受けモード、カメラモードの順番で動作モ
ードを切り替えたが、これに限らない。
【０１２１】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第２の位置にある場合には、通話モード、メール
モード、カメラモード、静止画再生モードに制限された状態で携帯機器が動作される。
【０１２２】
　図８（ｂ）に示すように、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第２の位置に移動され
るのと同時に、携帯機器１が通話モードで動作される。通話モードにおいては、ダイヤル
キー１２を用いて任意の番号を入力した後で通話ボタン１３を押すことにより、任意の番
号へ通話することができる。なお、第１の位置の待ち受けモードでの動作中に電話がかか
ってきた場合には、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第２の位置にすることにより、
自動的に通話モードになり、通話が開始される。通話が終了した場合には、終話ボタン１
４を押すことにより通話が終了される。
【０１２３】
　通話モードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作する動
作モードがメールモードに切り替えられる。メールモードにおいては、ダイヤルキー１２
に割り当てられた文字を入力することでメール入力が可能であり、通話ボタン１３を押す
ことでメール送受信が可能である。
【０１２４】
　メールモードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作する
動作モードがカメラモードに切り替えられる。なお、カメラモードにおける動作は、第１
の位置での場合と同様であるため、説明を省略する。
【０１２５】
　カメラモードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作する
動作モードが静止画再生モードに切り替えられる。画像のコマ送りは、十字ボタン２３の
左右のキー操作によって行なわれ、十字ボタン２３の右キーが押されると、次の画像ファ
イルがメモリ４２から読み出され、ディスプレイ２１に再生表示される。また、十字ボタ
ン２３の左キーが押されると、一つ前の画像ファイルがメモリ４２から読み出され、ディ
スプレイ２１に再生表示される。
【０１２６】
　静止画再生モードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作
する動作モードが再度通話モードに切り替えられる。
【０１２７】
　なお、上記では、通話モード、メールモード、カメラモード、静止画再生モードの順番
で動作モードを切り替えたが、これに限らない。
【０１２８】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第３の位置にある場合には、テレビモード、プレ
ーヤーモード、カメラモードに制限された状態で携帯機器が動作される。
【０１２９】
　図８（ｃ）に示すように、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第３の位置に移動され
るのと同時に、携帯機器１がテレビモードで動作される。テレビモードにおいては、テレ
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ビ用操作部１６を用いて、選局等の操作をすることができる。また、音量ボタン１７を用
いて、テレビの音量の大小を変更することができる。
【０１３０】
　テレビモードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作する
動作モードがプレーヤーモードに切り替えられる。プレーヤーモードにおいては、ゲーム
、映画鑑賞などが可能であり、テレビ用操作部１６を用いて、プレイ、ストップ、早送り
、巻き戻し等のメディアプレーヤーの操作を行うことができる。また、音量ボタン１７を
用いて、音量の大小を変更することができる。
【０１３１】
　プレーヤーモードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作
する動作モードがカメラモードに切り替えられる。この場合には、携帯機器１を回転させ
にくいため、携帯機器１の向きを変える必要がないように横長の画面の画像、すなわち横
撮りのみに制限され、スルー画像の表示も横長の画像に限定される。
【０１３２】
　カメラモードでの動作中にモードボタン１５を押すことにより、携帯機器１を動作する
動作モードが再度テレビモードに切り替えられる。
【０１３３】
　なお、上記では、テレビモード、プレーヤーモード、カメラモードの順番で動作モード
を切り替えたが、これに限らない。
【０１３４】
　ここで、複数の位置で駆動可能な動作モードにおいては、携帯機器１をその動作モード
で駆動した状態を保ったまま、第１の筐体１０と第２の筐体２０との位置関係を変えるこ
とが可能である。本実施例では、カメラモードがこれに該当し、例えば、携帯機器１をカ
メラモードで駆動した状態を保ったまま、第２の位置から第３の位置へ移動させることが
可能である。
【０１３５】
　このようにして、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置、第２の位置又は第
３の位置のどの位置にあるかが自動的に検出され、検出された結果に基づいて携帯機器１
の動作モードの切り替え、使用可能な動作モードの制限が行われる。
【０１３６】
　本発明の形態によれば、収納状態である第１の位置から表示手段が縦長の向きである第
２の位置、及び収納状態である第１の位置から表示手段が横長の向きである第３の位置へ
、第２の筐体を片手で容易に動かすことができる。
【０１３７】
　また、第１の位置においては第２の筐体の平行移動及び回転移動を可能とし、第２の位
置においては第２の筐体の平行移動のみを可能とし、第３の位置においては第２の筐体の
回転移動のみを可能とすることにより、不要な動作ができないように第２の筐体の動きが
規制されるため、第２の筐体を片手でより容易に動かすことができる。
【０１３８】
　また、第１の位置において第１の筐体と第２の筐体とが重ねあわされた部分であって、
第１の筐体と第２の筐体との間に配設された停止部によって、第１の位置、第２の位置及
び第３の位置で第２の筐体が所定の保持力で停止されるため、第２の筐体を所定の位置に
動かす場合において、第２の筐体を移動させる操作が容易となる。
【０１３９】
　また、第１の筐体と第２の筐体との位置関係に基づいて、各位置において必要な操作部
のみが露出されるため、操作性を良くすることができる。
【０１４０】
　また、検出された第１の筐体と第２の筐体との位置関係に基づいて、携帯機器の動作モ
ードの切り替え、又は使用可能な動作モードの制限が行われることにより、第２の筐体を
片手で容易に動かすと共に動作モードの切り替えも行われるため、携帯機器の操作性を良
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くすることができる。
【０１４１】
　また、常にカメラが露出しているため、速写性を良くすることができる。
【０１４２】
　また、撮影時に、撮影レンズを介して取得された被写体像、すなわちスルー画像を表示
手段へ出力する場合において、第１の筐体と第２の筐体との位置関係に基づいて、出力す
る被写体像の方向が変更されるため、携帯機器の向きを変える必要が無く、携帯機器の操
作性を良くすることができる。
【０１４３】
　なお、本実施の形態では、第１の位置において、待ち受けモードにおいて電話がかかっ
てきた場合にのみ通話ボタンを押すことで、携帯機器を通話モードで動作させたが、これ
に限らず、あらかじめ携帯機器に登録してある登録番号のみへ電話をかけることができる
登録番号への発信モードにおいても、携帯機器を動作できるようにしてもよい。登録番号
への発信モードにおいては、十字ボタン２３の左右ボタンで発信先を選択し、通話ボタン
２４で電話をかけるようにすれば、第１の位置で露出されている第２操作部４１ｂのみで
操作が可能となる。
【０１４４】
　＜第２の実施の形態＞
　上記第１の実施の形態の携帯機器では、第１の筐体にカメラが配設されていたが、これ
に限定されるものではなく、第２の筐体に配設してもよい。
【０１４５】
　本実施の形態の携帯機器は、第１の筐体と第２の筐体とが第２の位置にある場合にのみ
撮影レンズが露出するように、カメラを第２の筐体に配設するものである。図１０は、本
実施の形態の携帯機器１ａの外観図であり、（ａ）は第１の筐体と第２の筐体とのシルエ
ットが重ねあわされた第１の位置（収納状態）を示し、（ｂ）は表示手段が縦長の向きで
ある第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きである第３の位置で
の使用状態を示す。なお、図中、第１の実施の形態と同一の部分については、同一の符号
を付し、説明を省略する。
【０１４６】
　第２の筐体２０のディスプレイ２１と対向する面に、カメラ２ａが配設されている。
【０１４７】
　カメラ２ａは、第１の位置においては第１の筐体１０によって覆われ（図１０（ａ）参
照）、第２の位置においては被写体の撮影が可能となるように露出し（図１０（ｂ）参照
）、第３の位置においては、筐体１０によって覆われる（図１０（ｃ）参照）ようになっ
ている。
【０１４８】
　携帯機器１ａは、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置、第２の位置又は第
３の位置のどの位置にあるかを自動的に検出し、検出された結果に基づいて、以下に示す
ように、携帯機器１ａの動作モードの切り替え、使用可能な動作モードの制限を行う。
【０１４９】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置にある場合には、待ち受けモード、通
話モードに制限された状態で携帯機器が動作される。
【０１５０】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第２の位置にある場合には、通話モード、メール
モード、カメラモード、静止画再生モードに制限された状態で携帯機器が動作され、モー
ドボタン１５を押すことにより、通話モード、メールモード、カメラモード、静止画再生
モードの４個の動作モードが順番に切り替えられる。
【０１５１】
　カメラモードにおいて、縦長の画像（縦撮り）を行う場合には、図１０（ｂ）に示す姿
勢で撮影を行い、横長の画像（横撮り）を行う場合には、携帯機器１ａ全体を９０度回転
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させて撮影を行う。
【０１５２】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第３の位置にある場合には、テレビモード、プレ
ーヤーモードに制限された状態で携帯機器が動作され、モードボタン１５を押すことによ
り、テレビモード、プレーヤーモードの２個の動作モードが順番に切り替えられる。
【０１５３】
　本発明の形態によれば、第２の筐体が第２の位置にある場合には撮影レンズが露出され
るため、被写体が撮影できるが、第２の筐体が第３の位置にある場合には第１の筐体によ
って撮影レンズが覆われるため、撮影レンズが保護されるようにしたため、収納時、テレ
ビモードで携帯機器を動作させている場合等、カメラを使用しない場合には撮影レンズが
第１の筐体によって覆われることで、撮影レンズを保護することができる。
【０１５４】
　また、携帯機器のカメラモード及びテレビモードを含む全ての動作モードのうち、第２
の筐体が第２の位置ではカメラモードを動作可能にし、第３の位置ではテレビモードを動
作可能にすることで、必要な位置で必要な動作モードに携帯機器が制御されるため、携帯
機器の操作性を良くすることができる。
【０１５５】
　＜第３の実施の形態＞
　上記第２の実施の形態の携帯機器では、第１の筐体と第２の筐体とが第２の位置にある
場合にのみ撮影レンズが露出するように、カメラを第２の筐体に配設されていたが、これ
に限定されるものではなく、第１の筐体と第２の筐体とが第３の位置にある場合において
も撮影レンズを露出させてもよい。
【０１５６】
　本実施の形態の携帯機器は、第１の筐体と第２の筐体とが第２の位置及び第３の位置に
ある場合に撮影レンズが露出するように、カメラを第２の筐体に配設するものである。図
１１は、本実施の形態の携帯機器１ｂの外観図であり、（ａ）は第１の筐体と第２の筐体
とのシルエットが重ねあわされた第１の位置（収納状態）を示し、（ｂ）は表示手段が縦
長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きである第
３の位置での使用状態を示す。なお、図中、第１の実施の形態及び第２の実施の形態と同
一の部分については、同一の符号を付し、説明を省略する。
【０１５７】
　第２の筐体２０のディスプレイ２１と対向する面に、カメラ２ｂが配設されている。
【０１５８】
　カメラ２ｂは、第１の位置においては第１の筐体１０によって覆われ（図１１（ａ）参
照）、第２の位置及び第３の位置においては被写体の撮影が可能となるように露出する（
図１１（ｂ）、（ｃ）参照）ようになっている。
【０１５９】
　携帯機器１ｂは、第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置、第２の位置又は第
３の位置のどの位置にあるかを自動的に検出し、検出された結果に基づいて、以下に示す
ように、携帯機器１ａの動作モードの切り替え、使用可能な動作モードの制限を行う。
【０１６０】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第１の位置にある場合には、待ち受けモード、通
話モード、静止画再生モード（後で詳述）に制限された状態で携帯機器が動作され、十字
ボタン２３を押すことにより、待ち受けモード、静止画再生モードの２個の動作モードが
順番に切り替えられる。
【０１６１】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第２の位置にある場合には、通話モード、メール
モード、カメラモード（後で詳述）、静止画再生モード（後で詳述）に制限された状態で
携帯機器が動作され、モードボタン１５を押すことにより、通話モード、メールモード、
カメラモード、静止画再生モードの４個の動作モードが順番に切り替えられる。
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【０１６２】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが第３の位置にある場合には、テレビモード、プレ
ーヤーモード、カメラモード（後で詳述）、静止画再生モード（後で詳述）に制限された
状態で携帯機器が動作され、モードボタン１５を押すことにより、テレビモード、プレー
ヤーモード、カメラモード、静止画再生モードの４個の動作モードが順番に切り替えられ
る。
【０１６３】
　次にカメラモードにおける動作について説明する。
【０１６４】
　カメラモードは、先述の通り、第２の位置及び第３の位置のみで動作されるように制限
されており、携帯機器１ｂをカメラモードで動作させたままで、第２の位置から第３の位
置へ、また第３の位置から第２の位置へ移動させることが可能である。
【０１６５】
　第２の位置においては、図１２（ｂ）に示すように、縦長の画像を撮影する縦撮影モー
ドとなり、ディスプレイ２１に縦長の被写体像と、撮影情報（ストロボモードや撮影モー
ド、画素数、残り撮影枚数等）が表示される。
【０１６６】
　第３の位置においては、図１２（ｃ）に示すように、横長の画像を撮影する横撮影モー
ドとなり、ディスプレイ２１に横長の被写体像と、撮影情報（ストロボモードや撮影モー
ド、画素数、残り撮影枚数等）が表示される。
【０１６７】
　ディスプレイ２１に表示された被写体像は、十字ボタン２３又はモードボタン１５を押
すことによりメモリ４２に保存されるが、保存された画像には、画像が縦撮りであるか、
横撮りであるかを示す撮影姿勢情報と、撮影情報とが添付されており、静止画再生モード
において、画像に添付された情報がその画像と共に読み出せるようになっている。
【０１６８】
　次に、静止画再生モードについて説明する。
【０１６９】
　静止画再生モードは複数の位置で駆動可能な動作モードであるため、携帯機器１ｂを静
止画再生モードで駆動した状態を保ったまま、第１の筐体１０と第２の筐体２０との位置
関係を変えることが可能である。
【０１７０】
　図１３は、検出された第１の筐体１０と第２の筐体２０との位置関係に基づいて、画像
の表示方向を変える処理の流れを示すフローチャートである。
【０１７１】
　再生する画像が選択される（ステップＳ２２）と、選択された画像と、添付されている
画像姿勢情報と撮影情報とが、メモリ４２から読み出される（ステップＳ２４）。なお、
再生モードが選択された場合等操作者によって再生する画像が選択されていない場合には
、最後に撮影した画像、最後に再生した画像といった、あらかじめ決められたルールによ
り所定の画像が選択される。
【０１７２】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第１の位置にあるかどうかが判断される（ステ
ップＳ２６）。
【０１７３】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第１の位置にあると判断された場合には、図１
４（ａ）、（ｂ）に示すように、画像姿勢情報に関わらず、画像の縦横比とディスプレイ
２１の縦横比とを合わせて表示する。（ステップＳ２８）。第１の位置にある場合には、
携帯機器１ｂを持ち変えることなく、簡単に横向きにすることが出来る。よって、横長の
画像の場合においても、図１４（ｂ）に示すように、携帯機器１ｂを横向きにして鑑賞す
ることで、簡単に正立した画像を見ることができる。
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【０１７４】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第１の位置にないと判断された場合には、第１
の筐体１０と第２の筐体２０とが、第２の位置にあるかどうかが判断される（ステップＳ
３０）。
【０１７５】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第２の位置にあると判断された場合には、図１
５（ａ）、（ｂ）に示すように、画像姿勢情報に関わらず、画像の縦横比とディスプレイ
２１の縦横比とを合わせて表示する（ステップＳ２８）。第２の位置にある場合には、携
帯機器１ｂを持ち変えることなく、簡単に横向きにすることが出来る。よって、横長の画
像の場合においても、図１５（ｂ）に示すように、携帯機器１ｂを横向きにして鑑賞する
ことで、簡単に正立した画像を見ることができる。
【０１７６】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第２の位置にないと判断された場合には、第１
の筐体１０と第２の筐体２０とが、第３の位置にあるかどうかが判断される（ステップＳ
３２）。
【０１７７】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第３の位置にないと判断された場合には、第１
の筐体１０と第２の筐体２０とが移動中であると判断し、ステップＳ２６へ戻り、再度第
１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第１の位置にあるかどうかが判断される。
【０１７８】
　第１の筐体１０と第２の筐体２０とが、第３の位置にあると判断された場合には、画像
に添付されている画像姿勢情報に基づいて、その画像が横撮りの画像であるかどうかが判
断される（ステップＳ３４）。
【０１７９】
　横撮りの画像であると判断された場合には、図１６（ｂ）に示すように、画像姿勢情報
に関わらず、画像の縦横比とディスプレイ２１の縦横比とを合わせて表示する。（ステッ
プＳ２８）。
【０１８０】
　横撮りの画像でないと判断された場合には、図１６（ａ）に示すように、ディスプレイ
２１の左右部に所定の幅の空白部分を作成し、ディスプレイ２１の中央部に縦長の画像を
正立した状態で表示させる（ステップＳ３６）。
【０１８１】
　第３の位置においては、携帯機器１ｂを横向きにすることが形状的に難しいため、これ
により簡単に正立した画像を見ることができる。
【０１８２】
　これにより、第１の位置、第２の位置及び第３の位置において、簡単に正立した画像を
見ることができる。
【０１８３】
　本実施の形態によれば、第２の筐体が第１の位置にある場合には第１の筐体によって撮
影レンズが覆われるため、撮影レンズが保護されるが、第２の筐体が第２の位置及び第３
の位置にある場合には撮影レンズが露出され、被写体が撮影できるようにしたため、縦撮
りを行う第２の位置と、横撮りを行う第３の位置との間で第２の筐体を動かすことにより
、縦撮りか、横撮りかを片手で容易に切り替えることができる。
【０１８４】
　また、縦撮りを行う第２の位置と横撮りを行う第３の位置とを容易に切り替えることが
できるため、機器を保持したまま、機器を回転させること無く縦撮り・横撮りが可能とな
る。
【０１８５】
　また、第２の位置では縦撮りにより、第３の位置で横撮りにより撮影された画像に、縦
撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報が添付されるため、再
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生時にその情報を用いることによって視認性をあげることができる。
【０１８６】
　また、第１の筐体と第２の筐体との位置関係と、再生する画像に添付された撮像された
画像が縦撮りの画像であるか又は横撮りの画像であるかを示す撮影姿勢情報とに基づいて
、表示手段の画面上で画像が正立するように、画像を表示手段に表示させることにより、
撮影された画像の向きと、表示手段の向きによって表示される画像の方向が自動的に変更
されるため、携帯機器の操作性を良くすることができる。
【０１８７】
　なお、本実施の形態では、画像に添付された画像姿勢情報に基づいて画像を表示する向
きを変えたが、画像姿勢情報がない場合においても、再生時に画像認識を行ない、その場
で縦長の画像であるか横長の画像であるかの判別を行うことにより、画像を表示する向き
を変えることが可能である。
【０１８８】
　また、本実施の形態では、第１の位置及び第２の位置において、画像の縦横比とディス
プレイ２１の縦横比とを合わせて表示したが、第２の位置の場合は、第１の位置の場合と
比較すると携帯機器の向きを変えにくいため、第２の位置においても、画像姿勢情報に基
づいて常に画像が正立して表示されるように画像を回転させて表示させてもよい。なお、
横長の画像を表示する場合には、ディスプレイの上下部に所定の空白部分を作成し、ディ
スプレイの中央部に横長の画像を表示させればよい。
【図面の簡単な説明】
【０１８９】
【図１】本発明が適用された携帯機器の第１の実施の形態の外観図であり、（ａ）は第１
の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた収納状態を示し、（ｂ）は表示手段
が縦長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きであ
る第３の位置での使用状態を示す。
【図２】上記携帯機器の第１の実施の形態の外観図である。
【図３】上記携帯機器の第１の実施の形態の第２の筐体２０の要部内容物を透視した斜視
図である。
【図４】上記携帯機器の第１の実施の形態の第１の筐体１０の要部内容物を透視した斜視
図である。
【図５】上記携帯機器の第１の実施の形態の断面図であり、（ａ）は第１の筐体と第２の
筐体とのシルエットが重ねあわされた第１の位置を示し、（ａ）’は第２の筐体が第１の
位置から平行に移動され、第２の位置へ移動させている状態を示し、（ｂ）は第２の筐体
が第１の位置から平行に移動された第２の位置での状態を示す。
【図６】上記携帯機器の第１の実施の形態の内部構成の一例を示すブロック図である。
【図７】上記携帯機器の第１の実施の形態の連結部３０を透視した透視図であり、（ａ）
は第１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた第１の位置を示し、（ｂ）は
第２の筐体が第１の位置から平行に移動された第２の位置での状態を示し、（ｃ）は第２
の筐体が第１の位置から回転移動された第３の位置での状態を示す。
【図８】上記携帯機器の第１の実施の形態の使用方法を説明するための説明図であり、（
ａ）は第１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた収納状態を示し、（ｂ）
は表示手段が縦長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長
の向きである第３の位置での使用状態を示す。
【図９】上記携帯機器の第１の実施の形態の第１の筐体１０と第２の筐体２０の位置関係
を検出する場合における処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】本発明が適用された携帯機器の第２の実施の形態の外観図であり、（ａ）は第
１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた収納状態を示し、（ｂ）は表示手
段が縦長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きで
ある第３の位置での使用状態を示す。
【図１１】本発明が適用された携帯機器の第３の実施の形態の外観図であり、（ａ）は第
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１の筐体と第２の筐体とのシルエットが重ねあわされた収納状態を示し、（ｂ）は表示手
段が縦長の向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きで
ある第３の位置での使用状態を示す。
【図１２】上記携帯機器の第３の実施の形態の外観図であり、（ｂ）は表示手段が縦長の
向きである第２の位置での使用状態を示し、（ｃ）は表示手段が横長の向きである第３の
位置での使用状態を示す。
【図１３】上記携帯機器の第３の実施の形態の静止画表示モードにおける処理の流れを示
すフローチャートである。
【図１４】上記携帯機器の第３の実施の形態の第１の位置における静止画表示モードでの
ディスプレイ表示例である。
【図１５】上記携帯機器の第３の実施の形態の第２の位置における静止画表示モードでの
ディスプレイ表示例である。
【図１６】上記携帯機器の第３の実施の形態の第３の位置における静止画表示モードでの
ディスプレイ表示例である。
【符号の説明】
【０１９０】
１、１ａ、１ｂ…携帯機器、１、１ａ、１ｂ…カメラ、１０…第１の筐体、１１…マイク
、１２…ダイヤルキー、１３…通話ボタン、１４…終話ボタン、１５…モードボタン、１
６…テレビ用操作部、１７…音量ボタン、２０…第２の筐体、２１…ディスプレイ、２２
…スピーカー、２３…十字ボタン、２４…第２通話ボタン、２５…第２終話ボタン、３０
…連結部、３１…かぎ穴状スリット、３２…丸穴、３３…キー、３４…抜け止めキャップ
、３５－１、３５－２…ロックピン、３６…検出スイッチ、３７…バネ

【図１】 【図２】
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