
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　操作キーや制御装置などを備えた下部本体と、両面に表示部を備えた上部本体とを折
り畳み自在に連結した携帯電話機であって、
　前記上部本体における表面側の表示部の導光板と裏面側の表示部の導光板を共用化し、
　

ことを特徴とする携帯
電話機。
【請求項２】
　前記透過型ＬＣＤと反射型ＬＣＤが、ＬＣＤを共用化した請求項 記載の 。
【請求項３】
　前記上部本体の下部本体に対する相対位置を検知する開閉検知手段を備えた請求項

記載の 。
【請求項４】
　前記導光板の光量を、前記開閉検知手段により検知された、前記上部本体の開閉状態に
応じて変化させる請求項 記載の 。
【請求項５】
　前記導光板の光源をＬＥＤとした請求項 記載の 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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さらに、前記上部本体の表面又は裏面における、いずれか一方の面の表示部に透過型Ｌ
ＣＤを用い、かつ、もう片方の面の表示部に反射型ＬＣＤを用いた

１ 携帯電話機

１又
は２ 携帯電話機

３ 携帯電話機

４ 携帯電話機



【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機に関し、特に、折り畳み型の携帯電話機であって、折り畳まれる上
部本体の両面に表示部を備えた携帯電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、携帯電話機は、メール機能や画像表示機能などを備え、多機能化されている。
このため、携帯電話機は、より多くの情報を表示できるように、大きな表示部を必要とし
た。また、表示部を大型化しても、携帯電話機としての携帯性を損わないことも要求され
ていた。
【０００３】
そして、この相反する要求を満足するための一つの解決手段として、折り畳み自在に連結
した上部本体と下部本体とで構成した携帯電話機が開発され商品化されている。
この携帯電話機は、上部本体の表面側に大きな表示部を備えており、また、携帯時には上
部本体を下部本体側に折り畳むことにより、携帯性を損なわない構造としてある。
【０００４】
ところで、上記折り畳み型の携帯電話機は、上部本体を折り畳んだ状態では表示部を見る
ことができない。したがって、この携帯電話機は、たとえば、着信したとき相手方の電話
番号を表示させて、誰からの電話かを確認したい場合や、キーボタンを操作しないで表示
部を確認したい場合に、その都度上部本体を開いて表示部を露出させる必要があり、取り
扱いが面倒に感じられることがあった。
【０００５】
このため、特開２００１－１８６２２７号公報において、上部本体を折り畳んだ状態でも
、簡単な情報を見ることができるように、上部本体の裏面（折り畳んだとき露出する面）
に、小型の表示部を設けた携帯電子機器が提案されている。
【０００６】
（従来例）
次に、上述した上部本体の両面に表示部を備えた携帯電話機について、図面を参照して説
明する。
図５は、従来例における携帯電話機の上部本体を説明するための概略断面図を示している
。
同図において、１００は、従来例にかかる携帯電話機の上部本体であり、一方の端部にヒ
ンジ４が形成してあり、表面側に表面表示部１３１を、裏面側に裏面表示部１３２をそれ
ぞれ配設した構成としてある。
【０００７】
表面表示部１３１は、透過型ＬＣＤを使用しており、フロントスクリーン５１と、フロン
トＬＣＤ１５２と、導光板１０６と、フロント反射板５４と、ＬＥＤ１０７と、フロント
防塵クッション１５３とで構成してある。
また、裏面表示部１３２は、透過型ＬＣＤを使用しており、リアスクリーン５５と、リア
ＬＣＤ１５６と、導光板１１６と、リア反射板５８と、ＬＥＤ１１７と、リア防塵クッシ
ョン１５７とで構成してある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来例の移携帯電話機は、ＬＣＤ１５２，１５６、導光板１０６，１１６
やＬＥＤ１０７，１１７を表面表示部１３１と裏面表示部１３２に別個に設けた構造とし
てあり、部品費用や組立費用のコストダウンを図ることができないといった問題があった
。
【０００９】
また、この携帯電話機は、表面表示部１３１と裏面表示部１３２にそれぞれＬＣＤ１５２
，１５６、導光板１０６，１１６やＬＥＤ１０７，１１７を設けているので、上部本体１
００が大型化したり、厚くなるといった問題があった。
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【００１０】
本発明は、上記問題を解決すべくなされたものであり、表示部に関する部品点数を削減す
ることにより、部品費用や組立費用のコストダウンを図り、かつ、小型化を可能とした携
帯電話機の提供を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の携帯電話機は、操作キーや制御装置などを備えた
下部本体と、両面に表示部を備えた上部本体とを折り畳み自在に連結した携帯電話機であ
って、前記上部本体における表面側の表示部の導光板と裏面側の表示部の導光板を共用化
し、

【００１２】
　

また、反射型ＬＣＤの構造を単純化することも可能となる
ので、部品費用や組立費用のコストダウンを図ることができる。
【００１３】
　また、本発明の は、前記透過型ＬＣＤと反射型ＬＣＤが、ＬＣＤを共用化し
た構成としてある。
　このようにすることにより、ＬＣＤの部品点数を削減でき、部品費用や組立費用のコス
トダウンを図ることができる。
【００１４】
　また、本発明の は、前記上部本体の下部本体に対する相対位置を検知する開
閉検知手段を備えた構成としてある。
　このようにすることにより、上部本体の開閉状態に応じて、どちらか一方の面の表示部
に表示させることができるので、無駄な電力の浪費を防止することができる。
【００１５】
　また、本発明の は、前記導光板の光量を、前記開閉検知手段により検知され
た、前記上部本体の開閉状態に応じて変化させる構成としてある。
　このようにすることにより、表示させる表示部が反射型ＬＣＤのとき、光量を低減する
ことができるので、電力の浪費を防止することができる。
【００１６】
　また、本発明の は、前記導光板の光源をＬＥＤとした構成としてある。
　このようにすることにより、光源の小型化及び発光効率の向上を図ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の携帯電話機の各実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本
発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の開いた状態を説明するための概略斜
視図を示している。
また、図２は、本発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の閉じた状態を説明
するための概略斜視図を示している。
また、図３は、本発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の内部構造を説明す
るための、図２における上部本体のＡ－Ａ線概略断面図を示している。
【００１８】
「第一実施形態」
携帯電話機１は、図１及び図２に示すように、下部本体２と上部本体３とからなっており
、下部本体２と上部本体３は、ヒンジ４を介して、回動自在に連結してある。
また、携帯電話機１は、下部本体２に、操作キーとしてのキーボタン２１及びマイク２２
を配設してあり、また、無線部、制御部、記憶部等を内蔵した構成としてある。
【００１９】
携帯電話機１は、図１に示すように、上部本体３の表面側に表面表示部３１及びスピーカ
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さらに、前記上部本体の表面又は裏面における、いずれか一方の面の表示部に透過型
ＬＣＤを用い、かつ、もう片方の面の表示部に反射型ＬＣＤを用いた構成としてある。

このようにすることにより、導光板の部品点数を削減でき、部品費用や組立費用のコス
トダウンを図ることができる。

携帯電話機

携帯電話機

携帯電話機

携帯電話機



３３が設けてあり、この表面表示部３１は、大型の表示画面としてあり、多くの情報を一
画面に表示する。
また、携帯電話機１は、図２に示すように、上部本体３の裏面側に裏面表示部３２が設け
てあり、この裏面表示部３２は、小型の表示画面としてあり、簡単な情報、たとえば、電
話を着信したときの相手先の電話番号などを表示する。
【００２０】
つまり、携帯電話機１は、利用者が上部本体３を開けなくても、着信した際、誰からの電
話かを知ることができるので、使い勝手を向上させた構造としてある。
また、携帯電話機１は、利用者が普通に使用するときは、大型の表面表示部３１が見やす
い画像を表示し、かつ、携帯するときは、上部本体３を閉じることにより携帯性を損なう
こともない。
【００２１】
表面表示部３１は、図３に示すように、透過型ＬＣＤとしてあり、フロントスクリーン５
１と、フロントＬＣＤ５２と、フロント防塵クッション５３と、導光板６と、フロント反
射板５４とからなっている。
また、裏面表示部３２は、反射型ＬＣＤとしてあり、リアスクリーン５５と、リアＬＣＤ
５６と、リア防塵クッション５７と、導光板６と、リア反射板５８とからなっている。
【００２２】
このように、携帯電話機１は、表面表示部３１と裏面表示部３２が、導光板６を共用化し
ており、導光板６が、透過型のフロントＬＣＤ５２と反射型のリアＬＣＤ５６に光を照射
している。したがって、携帯電話機１は、導光板６の共用化により、一個の導光板６を使
用するだけですみ、部品費用や組立費用のコストダウンを図ることができる。
なお、携帯電話機１は、図示してないが、たとえば、反射型ＬＣＤの照明部を設けない構
造とすることもでき、このようにすると、構造を単純化することができるので、部品費用
や組立費用のコストダウンを図ることができる。
【００２３】
また、携帯電話機１は、表面表示部３１に透過型ＬＣＤを用い、かつ、裏面表示部３２に
反射型ＬＣＤを用いている。したがって、裏面表示部３２を表示させる際、透過型ＬＣＤ
の表示に必要な光量より反射型ＬＣＤの表示に必要な光量が少なくてすむので、その分だ
け電力の浪費を防ぐことができる。
【００２４】
導光板６は、光を入光させるための光源としてＬＥＤ７と、入光させた光を反射させるた
めのプリズム面６１を具備している。
このように、光源としてＬＥＤ７を使用することにより、光源の小型化及び発光効率の向
上を図ることができる。
また、導光板６を表面表示部３１と裏面表示部３２に共用することにより、ＬＥＤ７の使
用個数をも低減することができ、部品費及び組立費のコストダウンを図ることができる。
【００２５】
また、携帯電話機１は、上部本体３の開閉を検知する開閉検知手段９を備えた構成として
ある。
この開閉検知手段９は、下部本体２に固定された下部本体側電極９１，上部本体３に固定
され、上部本体３が閉じた状態のとき下部本体側電極９１と電気的に接続する上部本体側
閉用電極９２，及び，上部本体３が開いた状態のとき下部本体側電極９１と電気的に接続
する上部本体側開用電極９３とで構成してある。そして、開閉検知手段９は、制御部（図
示せず）が、下部本体側電極９１と、上部本体側閉用電極９２又は上部本体側開用電極９
３との導通を検知することにより、上部本体３の開閉状態を検知する。なお、開閉検知手
段９は、上記構造に限定するものではない。
【００２６】
ここで、携帯電話機１は、上部本体３の開閉に応じてＬＥＤ７の出力を調整する構成とす
るとよい。このようにすることにより、たとえば、図２に示すように、上部本体３が閉じ
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たとき、すなわち、裏面表示部３２しか見えなとき、ＬＥＤ７の光量を、小型の裏面表示
部３２を視認するのに必要な最小の光量に抑えることができる。また、図１に示すように
、上部本体３が開いたときは、大型の表面表示部３１を視認できるだけの光量を出力する
ように制御される。
なお、その他の構造は、上記従来例における携帯電話機と同様としてある。
【００２７】
次に、上記携帯電話機１の動作について説明する。
携帯電話機１は、利用者が上部本体３を開くと、開閉検知手段９が上部本体３の開いた状
態（本実施形態では、約９０度以上開くと開いた状態として検知する。）を検知し、ＬＥ
Ｄ７が表面表示部３１を視認できるだけの光量を出力する。そして、ＬＥＤ７から照射さ
れた光は、導光板６を通ってプリズム面６１により反射され、透過型のフロントＬＣＤ５
２を通って出てくる。したがって、表面表示部３１は、透過型ＬＣＤの画像を表示するこ
とができる。
【００２８】
また、携帯電話機１は、利用者が上部本体３を閉めると、開閉検知手段９が上部本体３の
閉まった状態（本実施形態では、ほぼ完全に閉められたとき、閉められた状態として検知
する。）を検知し、ＬＥＤ７が裏面表示部３２を視認するのに必要な最小の光量を出力す
る。
そして、ＬＥＤ７から照射された光は、導光板６を通ってプリズム面６１により反射され
、反射型のリアＬＣＤ５６を一旦通過して、リア反射板５８で反射されて再度リアＬＣＤ
５６を通過して出てくる。したがって、裏面表示部３２は、反射型ＬＣＤの画像を表示す
ることができる。
【００２９】
つまり、携帯電話機１は、開閉検知手段９により上部本体３の開閉状態を自動的に検出し
、たとえば、図２に示すように、上部本体３が閉じた状態のときは、裏面表示部３２しか
見えないため、ＬＥＤ７の光量を必要最小限に抑え、また、図１に示すように、上部本体
３が開いた状態のときは、大型の表面表示部３１を視認するために必要な光量を出力する
。
【００３０】
このように、本実施形態の携帯電話機１は、二組必要とされていた導光板６やＬＥＤ７等
の部品を共通化することができ、表示部３１，３２に関する部品点数を削減することによ
り、部品費用や組立費用のコストダウンを図ることができる。
また、携帯電話機１は、導光板６やＬＥＤ７等の部品点数を削減することにより、小型化
及び軽量化を図ることができる。
【００３１】
また、本発明の携帯電話機は、上記構造に限定するものではなく、様々な実施形態を有す
るものである。
次に、本発明の携帯電話機における第二実施形態について図面を参照して説明する。
【００３２】
「第二実施形態」
図４は、本発明の第二実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の内部構造を説明するため
の、図２における上部本体のＡ－Ａ線概略断面図を示している。
同図において、本応用例の携帯電話機は、上述したフロントＬＣＤ５２とリアＬＣＤ５６
の代りに一つのＬＣＤ８１を備え、すなわち、フロントＬＣＤ５２とリアＬＣＤ５６を一
つのＬＣＤ８１で共用化した構成としてある。
【００３３】
ここで、ＬＣＤ８１は、裏面表示部３２に対応する部分の表面側に反射板８２を具備して
おり、裏面表示部３２は、反射型ＬＣＤとなっている。
また、ＬＣＤ８１は、表面表示部３１に対応する部分の裏面側に反射板８３を具備してお
り、表面表示部３１は、透過型ＬＣＤとなっている。
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なお、その他の構造及び作用は、上記第一実施形態の携帯電話機１と同様としてある。
【００３４】
このように、第二実施形態の携帯電話機は、ＬＣＤ８１を共用化することにより、ＬＣＤ
の使用個数を削減できるとともに、その他関連部品、たとえば、導光板６とＬＣＤ８１の
間に配設されたフロント防塵クッション５３側のリア防塵クッション５７の削減が可能で
あり、更なる原価低減や小型化を行うことができる。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明における によれば、一つの導光板で反射型ＬＣ
Ｄと透過型ＬＣＤを照光し、上部本体の表面側及び裏面側の両面において、表面表示部及
び裏面表示部に画像を表示させることができる。
　したがって、携帯電話機は、表示部に関連する部品、すなわち、導光板やＬＣＤなどを
共用化することができ、部品費及び組立費のコストダウンを図り、かつ、携帯電話機の小
型化・軽量化を図ることができる。
【００３６】
また、本発明における携帯電話機は、上部本体のいずれか一方の面の表示部に透過型ＬＣ
Ｄを用い、かつ、もう片方の面の表示部に反射型ＬＣＤを用いているので、透過型ＬＣＤ
の表示に必要な光量より反射型ＬＣＤの表示に必要な光量が少なくてすむぶんだけ電力の
浪費を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の開いた状態を説
明するための概略斜視図を示している。
【図２】図２は、本発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の閉じた状態を説
明するための概略斜視図を示している。
【図３】図３は、本発明の第一実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の内部構造を説明
するための、図２における上部本体のＡ－Ａ線概略断面図を示している。
【図４】図４は、本発明の第二実施形態にかかる携帯電話機の上部本体の内部構造を説明
するための、図２における上部本体のＡ－Ａ線概略断面図を示している。
【図５】図５は、従来例における携帯電話機の上部本体を説明するための概略断面図を示
している。
【符号の説明】
１　携帯電話機
２　下部本体
３　上部本体
４　ヒンジ
６，１０６，１１６　導光板
７，１０７，１１７　ＬＥＤ
９　開閉検知手段
２１　キーボタン
２２　マイク
３１，１３１　表面表示部
３２，１３２　裏面表示部
３３　スピーカ
５１　フロントスクリーン
５２，１５２　フロントＬＣＤ
５３，１５３　フロント防塵クッション
５４　フロント反射板
５５　リアスクリーン
５６，１５６　リアＬＣＤ
５７，１５７　リア防塵クッション
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５８　リア反射板
６１　プリズム面
８１　ＬＣＤ
８２，８３　反射板
９１　下部本体側電極
９２　上部本体側閉用電極
９３　上部本体側開用電極
１００　上部本体

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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