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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と受話部を有して形成される第１実装部が設けられた第１ユニットと、
　前記第１ユニットに対しスライド移動可能に連結され、第２実装部が設けられた第２ユ
ニットと、
　前記第２ユニットに対してスライド機構を介してスライド移動可能に連結され、テンキ
ー（１３）等の補助実装部が設けられた少なくとも１つの補助ユニットと
を備え、
　前記第１ユニットと前記第２ユニットとが積層状態位置にあるとき、前記第２実装部の
一部又は全部が覆われ、
　前記スライド機構は、前記補助ユニットが前記第２ユニットに対し補助積層状態位置と
補助展伸状態位置の間でスライド移動し得るようにする機構であり、
　前記補助積層状態位置では、前記第２実装部は覆われ、前記補助実装部は少なくとも部
分的に露呈され、
　前記補助展伸状態位置では、前記第２実装部は全部又は部分が露呈され、前記補助実装
部は覆われることを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
　前記第２ユニットは、指紋認証装置を含んで構成することを特徴とする請求項１に記載
の携帯電話機。
【請求項３】
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　前記第１ユニットは、前記第２ユニット又は前記補助ユニットそれぞれの隣接ユニット
間が積層状態であるか展伸状態であるかを判別する位置検出部を付加して構成することを
特徴とする請求項１に記載の携帯電話機。
【請求項４】
　前記位置検出部によって判別された前記の各ユニット間の状態に応じて携帯電話の動作
モードを変更するモード切替制御部を付加して構成することを特徴とする請求項３に記載
の携帯電話機。
【請求項５】
　着信呼出時に、前記の各ユニット間の位置を積層状態から展伸状態に変化させたときに
通話開始制御させ、通話時に前記の各ユニット間の位置を展伸状態から積層状態に変化さ
せたときに終話制御させる制御手段を付加して構成することを特徴とする請求項１乃至４
に記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機能を分割した機能ブロックのそれぞれに対応して部材実装された複
数のユニットを、それぞれが積層状態と展伸状態にスライド移動して用いられる携帯電話
機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、携帯電話機は、小型化の要求に答えるために本体を略角型で厚板状に形成された
２つのユニットで構成し、両ユニットの基辺部をヒンジ構造を有する結合部材で結合して
折り畳み可能にし、通常は折畳状態で用い通話時には展開状態で用いるための折畳み構造
が採用されているが、近年はこのような折り畳み構造の携帯電話機をさらにコンパクトに
するために、スライド式構造が採用される場合がある。
【０００３】
このスライド式構造は、所期の動作を行う携帯電話機能を第１機能と第２機能に分離し、
第１機能と第２機能のそれぞれを達成するための部材を第１ユニットと第２ユニットに別
けて実装し、第１ユニットに対して長軸方向にスライド可能となるように第２ユニットを
構成し、携行するときには両ユニットが重なるように縮退させ、通話時等には両ユニット
を軸方向に伸長するようにスライドさせて使用している。
【０００４】
例えば、特開２００１－１４４８３６に開示されている「携帯電話機」は、文字表示を行
うための大面積の表示器を有する表示ユニットを構成し、コンパクト収納する場合には、
その表示ユニットを使用頻度の低い操作キーのグループの上部にスライド状態で移動させ
て覆い、当該操作キーを使用する場合には、表示ユニットをスライド状態で移動させるこ
とによって操作キーを露呈させている。
【０００５】
一方、近年の携帯電話機は、単に通話のみでなくインターネット等のブラウザ、電子メー
ル送受信端末、スケジュール管理等の機能を付加した携帯情報端末としても活用されるよ
うになってきた。このため、その表示内容は多量の文字情報や画像等多岐にわたり、また
表示器は大型化する傾向にあり、さらには、携帯電話機の多機能化・高機能化のため光学
機能部を備えたものも実用化されている。
【０００６】
この光学機能部による機能は、例えば、電子カメラ機能を持たせた例であって、携帯電話
機本体に外付けもしくは内蔵型の電子カメラによって画像データを取り込み、その画像デ
ータを相手方に送信するもので、また、別の例としては、指紋認証機能であり、機器操作
を正当なユーザのみに限定したり、発信者の本人確認を行うために機器本体に指紋読取り
用の光学開口部を設け、この光学開口部に手指を押しつけることによって、認証を行うも
のである。
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【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来の携帯電話機は、様々な機能が搭載されるようになり操作が複雑になっているために
２種の機能ブロックに分割し、それぞれの機能を行うときに対応して操作ボタン、表示器
、電子カメラや指紋認識等のための光学機能部のうちの必要とされる部位を露呈して操作
し得るようにしたり表示されるように構成しているので、使い勝手を向上させることがで
きるものの、２種の機能ブロックに分割しているために携行時のコンパクト化に限界があ
りその改良が熱望されている。
【０００８】
そこで、本発明の目的は、携帯電話機の有する多種多様な機能を使い勝手を犠牲にせずに
従来より多くの数に分割して使い勝手を大幅に向上させることができると共に、携行時に
おいて従来形状よりコンパクトにすることできる携帯電話機を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、本発明による携帯電話機は、次に記載するような特徴的な構
成を採用している。
【００１０】
　（１）表示部と受話部を有して形成される第１実装部が設けられた第１ユニットと、
　前記第１ユニットに対しスライド移動可能に連結され、第２実装部が設けられた第２ユ
ニットと、
　前記第２ユニットに対してスライド機構を介してスライド移動可能に連結され、テンキ
ー（１３）等の補助実装部が設けられた少なくとも１つの補助ユニットと
を備え、
　前記第１ユニットと前記第２ユニットとが積層状態位置にあるとき、前記第２実装部の
一部又は全部が覆われ、
　前記スライド機構は、前記補助ユニットが前記第２ユニットに対し補助積層状態位置と
補助展伸状態位置の間でスライド移動し得るようにする機構であり、
　前記補助積層状態位置では、前記第２実装部は覆われ、前記補助実装部は少なくとも部
分的に露呈され、
　前記補助展伸状態位置では、前記第２実装部は全部又は部分が露呈され、前記補助実装
部は覆われる携帯電話機。
【００１１】
　（２）前記第２ユニットは、指紋認証装置を含んで構成する上記（１）の携帯電話機。
【００１２】
　（３）前記第１ユニットは、前記第２ユニット又は前記補助ユニットそれぞれの隣接ユ
ニット間が積層状態であるか展伸状態であるかを判別する位置検出部を付加して構成する
上記（１）の携帯電話機。
【００１３】
　（４）前記位置検出部によって判別された前記の各ユニット間の状態に応じて携帯電話
の動作モードを変更するモード切替制御部を付加して構成する上記（３）の携帯電話機。
【００１４】
　（５）着信呼出時に、前記の各ユニット間の位置を積層状態から展伸状態に変化させた
ときに通話開始制御させ、通話時に前記の各ユニット間の位置を展伸状態から積層状態に
変化させたときに終話制御させる制御手段を付加して構成する上記（１）乃至（４）の携
帯電話機。
【００１５】
　（６）表示部と受話部を有して形成される第１実装部が設けられた第１ユニットと、
　第２実装部が設けられた第２ユニットと、
　第３実装部が設けられた第３ユニットと、
　前記第１ユニットと前記第３ユニットとを前記第２ユニットに対し相対的にスライド移
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動可能に連結するスライド機構とを備え、
　前記スライド機構は、前記第１ユニットと前記第３ユニットとを互いに独立して、かつ
選択的に、前記第２ユニットに対し積層状態にし、又は前記第２ユニットに対し展伸状態
にすることを可能にする携帯電話機。
【００１６】
　（７）前記第３ユニットは、電子撮像装置を含んで構成する上記（６）の携帯電話機。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を用いて詳細に説明する。先ず第１の実施の形態による
携帯電話機について図１乃至図４を用いて説明する。本実施形態の携帯電話機は、積層状
態と第１乃至第３の展伸状態の合計４つの状態に変化され、積層状態が図１に示され、第
１乃至第３の展伸状態のそれぞれが図２乃至図４に示されている。
【００２１】
積層状態を示す図１において、携帯電話機は、その全体の外観が長方形の厚板状に形成さ
れ、その長手方向の長さは、従来の折り畳み型の携帯電話機よりも大幅に短縮されコンパ
クト化されている。
【００２２】
この携帯電話機は、長方形の厚板状の第１ユニット１と第２ユニット２を積層状態にした
もので、第２ユニット２に対して第１ユニット１を長手軸方向にスライドし得る機構部（
図示せず）を介して両ユニットが連結されると共に、第１ユニット１と第２ユニット２の
抜け止め機構（図示せず）が設けられている。
【００２３】
第１ユニット１は、長方形の第１筺体３の一の短辺部に埋め込まれた受話器４の開口を有
し、その下位にはドッとドットマトリックス形式で構成される大画面の表示器５が露呈し
て設けられ、他の短辺部寄りには複数モードの切替え方向を指令する方向指令キー６が露
呈して設けられ、その周囲には特定のモードやアプリケーションの実行を指定したり特定
動作指令を与えるための４つの個別キー７が方向指令キー６を中心にして放射方向に配設
されている。
【００２４】
このように構成された第１ユニット１に対してスライド自在に設けられた第２ユニット２
は、その第２筺体８が前記第１ユニット１と略同一の長方形の厚板状にされ、その一の短
辺部に内蔵された送話器１０の開口が露呈し、また、第２筺体８の長手寸法の略半分の溝
寸法を有する切欠部９が穿設され、その内部に第１の補助ユニット１１と第２の補助ユニ
ット１２のそれぞれが図１に示す位置から第２筺体８の内方にスライドされて押し込まれ
た位置の間を移動し得るように図示しない機構を介して支持されている。
【００２５】
第１ユニット１が図１に示すように第２ユニット２と重なった第１の位置状態と、第１ユ
ニット１が図２に示すように伸長された第２の位置状態とをそれぞれ検出するには、任意
の検出手段が用いられるが、一例として、図２に示すように第１ユニット１の底面の両端
部に２つの（１つでも良い）接点２００を設け、一方当該接点２００が第１の位置状態で
接触する第２ユニット２の端部の接点１００及び第２の位置状態で接触する第２ユニット
２の端部の接点１１０を設けておき、これら接点２００と、接点１００、１１０との間の
接触状態を電気的に検出することにより検出することができる。
【００２６】
従って、本実施形態の携帯電話機の構成は、携帯電話機能を分割した機能ブロックのそれ
ぞれに対応して部材実装された第１ユニット１および第２ユニット２を、積層状態位置と
展伸状態位置の間にスライド移動し得るスライド機構部を有する携帯電話機であって、表
示器５と受話器４を有して形成される第１実装部が設けられた第１ユニット１と、この第
１ユニット１と第２ユニット２が積層状態位置にされたときに一部または全部が覆われ、
かつ前記展伸状態位置にされたときに露呈する第２実装部が設けられた第２ユニット２と
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、第２ユニット２に対してスライド機構を介して補助積層状態位置と補助展伸状態位置の
間にスライド移動し得るように設けられると共に、補助積層状態位置にされたときに第２
実装部を覆い、前記補助展伸状態位置にされたときに前記第２実装部の全部または一部を
露呈する少なくとも１つの補助ユニット（本実施形態では、第１の補助ユニット１１と第
２の補助ユニット１２）を備える。ここで、補助積層状態位置とは、補助ユニット１１か
１２が第２ユニット２上で長手軸の内方向にスライドしていない状態（図１、図２の状態
）での位置であり、補助展伸状態位置とは、補助ユニット１１か１２が長手軸の方向にス
ライドし終えた状態（図３、図４の状態）での位置である。
【００２７】
図１に示す携帯電話機を使用する際には、第２ユニット２と第１ユニット１を互いに引き
離して伸長する方向に相対的にスライドすると、図２に示すように第２ユニット２の下辺
部が露呈され切欠部９の内部が露呈されて、第２の補助ユニット１２の表面に設けられた
テンキー１３が露呈する。
【００２８】
このために、常に操作できる状態の方向指令キー６と個別キー７を用いた操作に追加して
テンキー１３を操作することができ、例えば、特定の電話番号を電話番号短縮メモリを用
いることなく番号通りにダイヤリングすることができ、また、通話中にテンキーを用いた
アクセスを行うことができる。
【００２９】
一方、第２の補助ユニット１２を長手軸の内方向にスライドし、第１ユニット１の短辺の
縁部まで押し込むと、図２に示すテンキー１３が第１ユニット１で覆われた状態になり使
用できなくなると共に、図３に示すように第１の補助ユニット１１の表面に設けられた方
向指令キー１４が露呈し、多種のモードの切替え方向等を当該の方向指令キー１４を用い
て選択操作することができる。
【００３０】
さらに、第１の補助ユニット１１を長手軸の内方向にスライドし、第１ユニット１の短辺
の縁部まで押し込むと、図３に示す方向指令キー１４が第１ユニット１で覆われた状態に
なって使用できなくなると共に、図４に示すように切欠部９の内方に設けられた指紋認証
パッド１５と２つの個別キー１６が露呈し、手指を指紋認証パッド１５に押しつけること
によって光学式に指紋形状が検出され認識動作が行われ、このときに個別キー１６を必要
に応じて使用することができる。
【００３１】
従って、携帯電話機の積層状態においては「表示器５、方向指令キー６、個別キー７」を
用いた操作を行うことができ、第１の展伸状態においては、積層状態において可能な操作
に「テンキー１３による操作」を付加して行うことができ、第２の展伸状態においては、
第１の展伸状態におけるテンキー１３の操作に代えて「方向指令キー１４による操作」を
付加して行うことができ、第３の展伸状態においては、積層状態における操作に「テンキ
ー１３による操作」と「方向指令キー１４による操作」に代えて「指紋認証パッド１５に
よる認識操作と個別キー１６による操作」を付加して行うことができる。
【００３２】
なお、本実施形態における第１の補助ユニット１１と第２の補助ユニット１２は、それぞ
れに異なる機能を持たせているが、それに同じ機能を持たせ、色、素材、形状等のデザイ
ンを変更した数種に変えることによって使用者の気分によって使い分けることが可能であ
る。
【００３３】
また、図４に示すように、第１の補助ユニット１１と第２の補助ユニット１２が押し込ま
れた状態から元の状態まで引き出すためには、各ユニット１１と１２の端部につまみ（図
示せず）を設けておき、このつまみを手でつかんで引き出せるように構成すれば良い。こ
こで、第１の補助ユニット１１と第２の補助ユニット１２を押し込まれた状態から元の引
き出された状態に戻すには、第１の補助ユニット１１と第２の補助ユニット１２を更に押
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し込むことによりバネ反発力で復帰するような構成を採用しても良く、任意の構成をとる
ことができる。
【００３４】
図９には、本実施形態における携帯電話機の構成ブロック図の一例が示されている。図９
において、無線部１００は、アンテナからの無線信号を復調する回路で、信号処理回路１
１０からの送信信号を変調する回路を含む。信号処理回路１１０は、ベースバンド処理回
路、音声信号のためのＡ／Ｄ、Ｄ／Ａ変換回路を含む。送話器１０と受話器４にも接続さ
れている。制御部１２０は無線通信制御、表示部５の表示制御を含み全体を制御する。ま
た、制御部１２０は通信モードやゲームアプリケーションによるゲームモード等の携帯電
話の動作モードを切替えるモード切替制御部を含む。位置検出部１３０は、第１のユニッ
ト１、第１、第２の補助ユニット１１，１２の展伸、積層位置を検出し、制御部１２０に
出力する。これにより、制御部１２０は、前述したように位置検出部１３０で検出される
各ユニットの積層、展伸位置の検出結果に応じて各ユニット上のキーの使用状態を制御す
ることができる。メモリ１４０は、ゲームアプリケーション等の各種アプリケーションを
記憶する。制御部１２０は、このメモリ１４０に格納されたアプリケーションを読み出し
て実行することができる。
【００３５】
次に本発明による携帯電話機の第２の実施の形態による携帯電話機について、図５乃至図
８を用いて説明する。本実施形態の携帯電話機は、積層状態と第１乃至第３の展伸状態の
合計４つの状態に変化され、積層状態が図５に示され、第１乃至第３の展伸状態のそれぞ
れが図６乃至図８に示されている。
【００３６】
積層状態を示す図５において、携帯電話機は、その全体の外観が長方形の厚板状に形成さ
れ、その長手方向の長さは、従来の折り畳み型の携帯電話機よりも大幅に短縮されコンパ
クト化されている。
【００３７】
この携帯電話機は、それぞれが長方形の厚板状を呈する第１ユニット１７と第２ユニット
１８と第３ユニット１９を積層状態にしたもので、第２ユニット１８に対して第１ユニッ
ト１７を長手軸方向にスライドし得る機構部（図示せず）を介して両ユニットが連結され
、第３ユニット１９に対して第２ユニット１８を長手軸方向にスライドし得る機構部（図
示せず）を介して連結されると共に、第１ユニット１７と第２ユニット１８の間に抜け止
め機構（図示せず）が設けられ、さらに第２ユニット１８と第３ユニット１９の間に抜け
止め機構（図示せず）が設けられている。
【００３８】
第１ユニット１７は、長方形の第１筺体２０の一の短辺部に埋め込まれた受話器２１の開
口を有し、その下位にはドットマトリックス形式で構成される大画面の表示器２２が露呈
して設けられ、他の短辺部寄りには複数モードの切替え方向を指令する方向指令キー２３
が露呈して設けられ、その周囲に特定動作指令を与えるための４つの個別キー２４が方向
指令キー２３を中心にして放射方向に配設されている。
【００３９】
このように構成された第２ユニット１８に対してスライド自在に設けられた第３ユニット
１９は、その第３筺体２７が前記第２ユニット１８と略同一の長方形の厚板状にされ、そ
の一の短辺部の縁部に内蔵された送話器２８の開口が露呈している。
【００４０】
従って、本実施形態の携帯電話機は、携帯電話機能を分割した３つの機能ブロックのそれ
ぞれに対応して部材実装された第１ユニット１７と第２ユニット１８と第３ユニット１９
のそれぞれのユニット間において互いに積層状態位置と展伸状態位置の間にスライド移動
し得るスライド機構部を有する。また、表示器２２と受話器２１有して形成される第１実
装部が設けられた第１ユニット１７と、この第１ユニット１７と第２ユニット１８がスラ
イド機構部によって積層状態位置にされたときに覆われ、かつ展伸状態位置にされたとき
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に露呈する第２実装部（後述のテンキー２６）が設けられた第２ユニット１８と、第２ユ
ニット１８と第３ユニット１９がスライド機構部によって積層状態位置にされたときに覆
われ、かつ展伸状態位置にされたときに露呈する第３実装部（後述の方向指令キー２９）
が設けられた第３ユニット１９とを備える。
【００４１】
図５に示す積層状態の携帯電話機を使用する際には、第２ユニット１８と第１ユニット１
７を互いに引き離して伸長する方向に相対的にスライドすると、図６に示すように第２ユ
ニット１８の第２筺体２５の表面に設けられたテンキー２６が露呈する。
【００４２】
第１ユニット１７に対してスライド自在に設けられた第２ユニット１８は、その第２筺体
２５が前記第１ユニット１７と略同一の長方形の厚板状にされ、その一の短辺部寄りにテ
ンキー２６が配設されている。
【００４３】
従って、常に操作できる状態の方向指令キー２３と個別キー２４を用いた操作に追加して
テンキー２６を操作することができ、例えば特定の電話番号を電話番号短縮メモリを用い
ることなく番号通りにダイヤリングすることができ、また、通話中にテンキーを用いたア
クセスを行うことができる。
【００４４】
一方、図６に示すように第１の展伸状態に位置する第２ユニット１８を長手軸の内方向に
第１ユニット１７側にスライドし、第１ユニット１７の短辺の縁部まで押し込むと、図６
に示すテンキー２６が図７に示すように第１ユニット１７で覆われた状態になり使用でき
なくなると同時に、第３ユニット１９の第３筺体２７の表面に設けられた方向指令キー２
９が露呈され、多種のモードの切替え方向等を当該の方向指令キー２９を用いて選択操作
することができる。
【００４５】
他方、図７に示すように第１ユニット１７と第２ユニット１８が完全に重ねられた積層状
態において、第２ユニット１８に対して第１ユニット１７を長手軸の内方向にスライドす
ると第１ユニット１７で覆われていたテンキー２６が図８に示すように露呈する。
【００４６】
その結果、常に操作できる状態の方向指令キー２３と個別キー２４を用いた操作に追加し
てテンキー２６による操作と方向指令キー２９による操作を同時に行うことができる。
【００４７】
また、積層状態においては「表示器２２、方向指令キー２３、個別キー２４」を用いた操
作を行うことができ、第１の展伸状態においては、積層状態における操作に「テンキー２
６による操作」を付加して行うことができ、第２の展伸状態においては、第１の展伸状態
におけるテンキー２６の操作に代えて「方向指令キー２９による操作」を付加して行うこ
とができ、第３の展伸状態においては、「表示器２２、方向指令キー２３、個別キー２４
、テンキー２６、方向指令キー２９」の全てを用いた操作を行うことができる。
【００４８】
本発明の第２の実施の形態の携帯電話機の構成は、スライドの形態の相違による位置検出
部における位置検出の方法が異なるものの、図９に示す第１の実施の形態と同様な構成の
ものが使用される。
【００４９】
なお、以上の２つの形態において、複数のユニットに実装される部材の選択は全くの任意
に行うことができ、例えば、テンキー、十字キー、ポインティングデバイス、タッチパネ
ル、指紋認証、特定アプリケーション用キー等々のいずれであってもよく、指紋認証装置
や電子撮像装置を含ませて構成しても良ことは勿論である。
【００５０】
また、各ユニットのそれぞれのユニット間が積層状態であるか展伸状態であるかを判別す
る位置検出部を付加して構成し、この位置検出部によって判別された前記の各ユニット間
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の状態に応じて携帯電話の動作モードを変更するモード切替制御部を付加して構成しても
よい。このモード切替は、通常の電話モードと、ゲームを実行するゲームモードとするこ
とができる。
【００５１】
さらに、着信呼出時に、各ユニット間の位置を積層状態から展伸状態に変化させたときに
通話開始制御させ、通話時に前記の各ユニット間の位置を展伸状態から積層状態に変化さ
せたときに終話制御させる制御手段を付加して構成することによって使い勝手のよい携帯
電話機とすることができる。
【００５２】
ここで、本実施形態において、動作中のユニットにのみ電源を供給するように構成すれば
、電力消費を低減することができる。
【００５３】
【発明の効果】
以上の説明で明らかなように、本発明による携帯電話機は、表示部を有するユニットと他
のユニットが収納時には積層状態とされ使用時には展伸状態とされるので、大画面表示と
サイズ小型化が両立でき、両ユニットをスライドさせて積層状態にした状態でも、表示部
と必要最小限の操作部が常に露呈されているので、表示部を見ながらコンパクトに持ち歩
け、通話ならびに他の操作が即座に行える利点がある。
【００５４】
また、様々な機能が搭載され操作が複雑になって来ている近年の携帯電話機において、携
帯電話機能を複数の機能ブロックに分割し、それぞれの機能を行うときに対応して「積層
状態」と「展伸状態」に簡単に変更することができるので、操作ボタン、表示器、電子カ
メラや指紋認識等のための光学機能部のうちの必要とされる部位を露呈して操作し得るよ
うにしたり表示されるように自由に変更することができ、使い勝手を向上させることがで
きる。
【００５５】
従って、本発明によれば、携帯電話機の有する多種多様な機能を使い勝手を犠牲にせずに
従来より多くの数に分割して使い勝手を大幅に向上させることができると共に、携行時に
おいて従来形状よりコンパクトにすることできる携帯電話機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による携帯電話機の第１の実施の形態による携帯電話機の積層状態を示す
斜視図である。
【図２】本発明による携帯電話機の第１の実施の形態による携帯電話機の第１の展伸状態
を示す斜視図である。
【図３】本発明による携帯電話機の第１の実施の形態による携帯電話機の第２の展伸状態
を示す斜視図である。
【図４】本発明による携帯電話機の第１の実施の形態による携帯電話機の第３の展伸状態
を示す斜視図である。
【図５】本発明による携帯電話機の第２の実施の形態による携帯電話機の積層状態を示す
斜視図である。
【図６】本発明による携帯電話機の第２の実施の形態による携帯電話機の第１の展伸状態
を示す斜視図である。
【図７】本発明による携帯電話機の第２の実施の形態による携帯電話機の第２の展伸状態
を示す斜視図である。
【図８】本発明による携帯電話機の第２の実施の形態による携帯電話機の第３の展伸状態
を示す斜視図である。
【図９】本実施形態における携帯電話機の構成ブロック図の一例である。
【符号の説明】
１，１７　第１ユニット
２，１８　第２ユニット
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３，２０　第１筺体
４，２１　受話器
５，２２　表示器
６，２３　方向指令キー
７，１６，２４　個別キー
８，２５　第２筺体
９　　　　切欠部
１０，２８　送話器
１１　　　　第１の補助ユニット
１２　　　　第２の補助ユニット
１３，２６　テンキー
１４，２９　方向指令キー
１５　　　　指紋認証パッド
１９　　　　第３ユニット
２７　　　　第３筺体

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】



(11) JP 4193411 B2 2008.12.10

10

フロントページの続き

    審査官  田中　庸介

(56)参考文献  特開２０００－０７８２５４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－３０４０３９（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２７１１９２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－２８８８６０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０９５３２９（ＪＰ，Ａ）
              特表平０７－５０３１１９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04M   1/02-1/23


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

