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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下側筐体と、
　上側筐体と、
　前記下側筐体にヒンジ接続されるとともに前面で前記上側筐体背面を支持して該下側筐
体に対して該上側筐体と一体的に開閉する中間筐体とを備え、
　前記上側筐体と前記中間筐体とのうちの一方である第１の筐体が、該上側筐体と該中間
筐体とのうちの他方である第２の筐体に向いた面に、上下に延びる垂直溝を有し、
　前記第２の筐体が、前記第１の筐体に向いた面から突出して前記垂直溝に入り込んで該
垂直溝に案内される突起を備え、
　前記上側筐体と前記中間筐体との間に、前記上側筐体を下に付勢する付勢部材を備え、
　前記垂直溝と前記突起とにより、前記上側筐体を、該上側筐体が左に倒れた左倒状態と
右に倒れた右倒状態との間で、該左倒状態と該右倒状態との中間の起立状態を経由して回
動させる回動機構が構成されていてさらに、
　前記下側筐体と前記中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部に、前記上側筐体を回動
させるときには該上側筐体と摺動して該上側筐体を案内し、前記上側筐体が、前記左倒状
態、前記起立状態、および前記右倒状態のいずれかにあるときには該上側筐体の該ヒンジ
部側の面が突き当てられて該上側筐体の上下方向の位置を規制する突当台を備え、さらに
、
　前記第２の筐体が、前記突起に加え、前記上側筐体を回動させるときの該上側筐体の上
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下方向の位置を案内する案内溝を有し、
　前記第１の筐体が、前記垂直溝に加え、前記案内溝に入り込んで前記上側筐体を回動さ
せるときの該上側筐体の上下方向の位置を規制する案内ピンを有することを特徴とする
携帯端末装置。
【請求項２】
　前記案内溝が、左右対称に中央から左右に向かうに従って斜めに立ち上がる形状の溝で
あることを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記案内溝が左右対称の２つの円弧状の溝が中央で接続した形状の溝であることを特徴
とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　前記突起が中空突起であって、該中空突起を貫通した、前記上側筐体と前記下側筐体と
を接続する電気ケーブルを備えたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　前記下側筐体と前記中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部の左右両端部に、前記上
側筐体の、該ヒンジ部側の端面との間に指先を入れて該上側筐体を持上げる窪み部を有す
ることを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記上側筐体が、前記起立状態にあるときの前記下側筐体の辺両側に窪みが設けられた
ものであり、
　前記中間筐体が、
　前記窪みに嵌入して左右方向に移動することにより、前記上側筐体を回動させる移動爪
と、
　前記移動爪どうしを前記左右方向に互いに引き合う向きに付勢する補助付勢部材と、
　前記移動爪に干渉して該移動爪の移動を制止する制止爪と、
　押圧されることによって該制止爪による前記移動爪の干渉を解除する操作子とを備えた
ものであることを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　前記中間筐体が、左右方向に延びるラックギアを備えたものであり、
　前記上側筐体が、前記起立状態にあるときの前記下側筐体の左右両隅に、前記ラックギ
アと噛み合うピニオンギアと、該ピニオンギアを回転駆動することによって、該上側筐体
を回動させるモータとを備えたものであることを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上側筐体と下側筐体とが回転自在に連結された折りたたみ式の携帯端末装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機には、標準的な通話機能や電子メールの送受信機能などに加えて、被
写体を撮影するためのカメラ機能や、ウェブサイトを閲覧するためのブラウザ機能や、テ
レビ番組を視聴するためのテレビ機能などが搭載されてきている。携帯電話機は、単にコ
ミュニケーションを図るための手段にとどまらず、デジタルカメラ、パーソナルコンピュ
ータ、およびテレビの代わりとなる自分専用の多機能端末として幅広い年代に利用されて
きている。
【０００３】
　しかし、通常のテレビやパーソナルコンピュータは、表示画面が横長形状であるのに対
し、携帯電話機は、片手での把持性や操作性を向上させるために端末全体が縦長形状を有
しており、表示画面も縦長形状であることが一般的である。このため、通常のテレビやパ
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ーソナルコンピュータなどに表示される横長形状の画像を携帯電話機で閲覧する場合、縦
長形状の表示画面に合わせて画像を小さく縮小して表示したり、表示画面に対して画像を
横向きに表示し、ユーザは携帯電話機を横向きに把持して画像を閲覧することが多く、画
像の大きさと携帯電話機の把持性とのうちのいずれか一方が犠牲になってしまうという問
題がある。
【０００４】
　この点に関し、特許文献１には、表示画面が設けられた上側筐体と、操作子が備えられ
た下側筐体と、下側筐体にヒンジ接続されるとともに、上側筐体を軸を中心に左右方向に
回転自在に支持する支持筐体とを備えた折りたたみ式の携帯電話機について記載されてい
る。この特許文献１に記載された携帯電話機によると、テレビを視聴する場合などには、
表示画面に対して画像を横向きに表示し、上側筐体を支持筐体に対して左右に回転させる
ことによって、表示画面を有効に利用して画像を大きく表示させることができるとともに
、携帯電話機を正しく縦向きに把持したままでテレビを視聴することができる。
【特許文献１】特開２００３－３１９０４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の図２に示すように、上側筐体を支持筐体に設けられた軸を中心に
回転させるにあたり、上側筐体の角がヒンジに干渉されないように、上側筐体の下端を中
央から左右両端に向かって大きくカーブさせておく必要があり、表示画面が小さくなって
しまったり、デザインが限定されてしまうなどという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑み、上側筐体の下端にカーブを設けることなく、上側筐体を左
右に傾けることができる携帯端末装置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】
【０００７】
　上記目的を達成する本発明の携帯端末装置は、
　下側筐体と、
　上側筐体と、
　下側筐体にヒンジ接続されるとともに前面で上側筐体背面を支持して下側筐体に対して
上側筐体と一体的に開閉する中間筐体とを備え、
　上側筐体と中間筐体とのうちの一方である第１の筐体が、上側筐体と中間筐体とのうち
の他方である第２の筐体に向いた面に、上下に延びる垂直溝を有し、
　第２の筐体が、第１の筐体に向いた面から突出して垂直溝に入り込んで垂直溝に案内さ
れる突起を備え、
　上側筐体と中間筐体との間に、上側筐体を下に付勢する付勢部材を備え、
　垂直溝と突起とにより、上側筐体を、上側筐体が左に倒れた左倒状態と右に倒れた右倒
状態との間で、左倒状態と右倒状態との中間の起立状態を経由して回動させる回動機構が
構成されてさらに、
　下側筐体と中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部に、上側筐体を回動させるときに
は上側筐体と摺動してその上側筐体を案内し、上側筐体が、左倒状態、起立状態、および
右倒状態のいずれかにあるときには上側筐体のヒンジ部側の面が突き当てられて上側筐体
の上下方向の位置を規制する突当台を備え、さらに、
　上記第２の筐体が、突起に加え、上側筐体を回動させるときの上側筐体の上下方向の位
置を案内する案内溝を有し、
　前記第１の筐体が、垂直溝に加え、案内溝に入り込んで上側筐体を回動させるときの上
側筐体の上下方向の位置を規制する案内ピンを有することを特徴とする。
【０００８】
　本発明の携帯端末装置によると、突起が垂直溝に案内されることによって上側筐体と中
間筐体との間の距離があけられ、上側筐体の下端が中間筐体にぶつからない位置で上側筐
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体が回動されるため、上側筐体の下端に干渉防止用のカーブを設ける必要がなく、デザイ
ンが限定されてしまう不具合を回避することができる。また、例えば、上側筐体に表示画
面を設けることによって、画像の寸法に応じた向きで画像を表示し、携帯端末装置を把持
したままで表示画面を傾けて画像を確認することができる。
【００１０】
　また、本発明の携帯端末装置によると、起立状態においては、付勢部材によって上側筐
体が起立状態を維持する方向に付勢され、上側筐体が傾けられると、付勢部材によって上
側筐体が左倒状態および右倒状態に回動される方向に付勢されるため、上側筐体を起立状
態、左倒状態、および右倒状態に維持することができる。
【００１２】
　さらに本発明の携帯端末装置によると、上側筐体が突当台によって案内されることによ
って、上側筐体をスムーズに回動させることができる。
　またこの突当台が備えられることによって、左倒状態、起立状態、および右倒状態にお
ける上側筐体のがたつきを抑えることができる。
【００１４】
　さらに、本発明の携帯端末装置によると、垂直溝によって突起が上下方向に案内される
とともに、案内溝によって案内ピンが案内されて上側筐体の上下方向の位置が規制される
ことによって、回動時における上側筐体のがたつきを軽減することができる。
【００１７】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記案内溝が、左右対称に中央から左右に向か
うに従って斜めに立ち上がる形状の溝であることが好適である。
【００１８】
　この好適な携帯端末装置によると、上側筐体を左倒状態および右倒状態にスムーズに傾
けることができる。
【００１９】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記案内溝が左右対称の２つの円弧状の溝が中
央で接続した形状の溝であることも好ましい。
【００２０】
　案内ピンと円弧状の案内溝を適用することによっても、上側筐体をスムーズに回動させ
ることができる。
【００２３】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記突起が中空突起であって、中空突起を貫通
した、上側筐体と下側筐体とを接続する電気ケーブルを備えたことが好ましい。
【００２４】
　携帯電話機などでは、上側筐体および下側筐体それぞれに、表示画面や操作子などとい
った電気部品が備えられているため、それら上側筐体と下側筐体とを電気ケーブルで接続
する必要がある。電気ケーブルを中空突起を貫通させて配線することによって、電気ケー
ブルの長さを軽減することができるとともに、電気ケーブルの断線を防止することができ
る。
【００２５】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記案内ピンが中空ピンであって、中空ピンを
貫通した、上側筐体と下側筐体とを接続する電気ケーブルを備えたことも好ましい。
【００２６】
　電気ケーブルを中空ピンを貫通させて配線することによっても、電気ケーブルの断線な
どを防止することができる。
【００２７】
　また、本発明の携帯端末装置において、下側筐体と中間筐体とをヒンジ接続しているヒ
ンジ部の左右両端部に、上側筐体の、ヒンジ部側の端面との間に指先を入れて上側筐体を
持上げる窪み部を有することが好ましい。
【００２８】
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　窪み部が設けられることによって、携帯端末装置を片手で把持したままで上側筐体を傾
けることができる。
【００２９】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記案内溝は、上側筐体が左倒状態にあるとき
の上側筐体の右側の端縁が中間筐体の右端縁と同一面を成し、上側筐体が右倒状態にある
ときの上側筐体の左側の端縁が中間筐体の左端縁と同一面を成すことが好ましい。
【００３０】
　上側筐体を傾けたときに、上側筐体の端縁と中間筐体の端縁とが同一面を成すことによ
って、見た目の印象を向上させることができる。
【００３１】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記案内溝は、上側筐体が左倒状態にあるとき
の上側筐体の右側の端縁が中間筐体の右端縁よりも右側に突出し、上側筐体が右倒状態に
あるときの上側筐体の左側の端縁が中間筐体の左端縁よりも左側に突出することも好まし
い。
【００３２】
　例えば、上側筐体を傾けたときに、上側筐体の端縁を中間筐体の端縁よりも突出させて
、上側筐体全体を中央に寄せることによって、携帯端末装置を把持する際の安定感を増加
させることができる。
【００３３】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記上側筐体が、起立状態にあるときの下側筐
体の辺両側に窪みが設けられたものであり、
　上記中間筐体が、
　窪みに嵌入して左右方向に移動することにより、上側筐体を回動させる移動爪と、
　移動爪どうしを左右方向に互いに引き合う向きに付勢する補助付勢部材と、
　移動爪に干渉して移動爪の移動を制止する制止爪と、
　押圧されることによって制止爪による移動爪の干渉を解除する操作子とを備えたもので
あることが好適である。
【００３４】
　この好適な携帯端末装置によると、ユーザは操作子を押すだけで容易に上側筐体を傾け
ることができる。
【００３５】
　また、本発明の携帯端末装置において、上記中間筐体が、左右方向に延びるラックギア
を備えたものであり、
　上記上側筐体が、起立状態にあるときの下側筐体の左右両隅に、ラックギアと噛み合う
ピニオンギアと、ピニオンギアを回転駆動することによって、上側筐体を回動させるモー
タとを備えたものであることも好ましい。
【００３６】
　ユーザは、大きな力を加えずに上側筐体を傾けることができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、上側筐体の下端にカーブを設けることなく、上側筐体を左右に傾ける
ことができる携帯端末装置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】
【００３８】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００３９】
　図１は、本発明の一実施形態が適用された携帯電話機の外観斜視図である。
【００４０】
　図１に示す携帯電話機には、外部装置との間で音声や電子メールなどを送受信するデー
タ通信機能に加えて、被写体を撮影する撮影機能や、テレビ番組を閲覧するためのテレビ
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機能などが搭載されている。
【００４１】
　携帯電話機は、液晶パネル１０１が設けられた上側筐体１００Ａと、ユーザが手で持つ
下側筐体１００Ｂと、下側筐体１００Ｂにヒンジ接続された中間筐体１００Ｃとで構成さ
れている。上側筐体１００Ａは、中間筐体１００Ｃに対して左右方向に回動自在に支持さ
れており、上側筐体１００Ａおよび中間筐体１００Ｃは、下側筐体１００Ｂに対して一体
的に開閉される。上側筐体１００Ａは、本発明にいう上側筐体の一例にあたり、下側筐体
１００Ｂは、本発明にいう下側筐体の一例にあたり、中間筐体１００Ｃは、本発明にいう
中間筐体の一例に相当する。これら上側筐体１００Ａ、下側筐体１００Ｂ、および中間筐
体１００Ｃの構成については、後で詳しく説明する。
【００４２】
　上側筐体１００Ａには、電話番号やテレビ番組や撮影画像などが表示される液晶パネル
１０１、および内部にスピーカ（図２参照）が配備され、スピーカから発せられる音声を
放つための送話口１０２が備えられており、下側筐体１００Ｂには、各種機能の選択や、
撮影を行う際のシャッタボタンとして使用される選択ボタン１０４、電話番号等を入力す
るためのプッシュボタン１０５、および内部にマイクロフォン（図２参照）が配備され、
声をマイクロフォンに伝えるための受話口１０６が備えられている。
【００４３】
　続いて、携帯電話機の内部構造について説明する。
【００４４】
　図２は、携帯電話機の内部ブロック図である。
【００４５】
　図２には、ＣＰＵ１１０、ＲＯＭ１１１、不揮発メモリ１１２、ＲＡＭ１１３、マイク
デバイス１２１、表示デバイス１２２、スピーカデバイス１２３、キーデバイス１２４、
カメラデバイス１２５、時計１２６、近距離デバイス１３１、遠距離デバイス１３２、テ
レビデバイス１３３、メディアコントローラ１４０、および充電池１５０が示されており
、これらの間はバスを介して互いに接続されている。
【００４６】
　ＣＰＵ１１０は、各種プログラムを実行する機能を有し、この携帯電話機の全体を制御
している。
【００４７】
　ＲＯＭ１１１には、ＣＰＵ１１０で実行される各種プログラムやそれら各種プログラム
の実行に必要な各種定数が記憶されており、ＣＰＵ１１０は、ＲＯＭ１１１に記憶された
プログラムをＲＡＭ１１３を作業領域として使いながら実行する。
【００４８】
　不揮発メモリ１１２には、アドレス帳や受信した電子メールなど、書き換えられること
がありうる各種情報が記録されている。
【００４９】
　マイクデバイス１２１は、ユーザの声をピックアップするマイクロホンおよびそのマイ
クロホンでピックアップされた声を処理する機能ブロックである。
【００５０】
　スピーカデバイス１２３は、ユーザに向けて音声を出力するスピーカ、およびそのスピ
ーカを駆動する音声信号を生成する機能ブロックである。
【００５１】
　カメラデバイス１２５は、写真撮影による画像データの収集を司るブロックであり、表
示デバイス１２２は、液晶パネル１０１（図１参照）への画像表示を司るブロックであり
、キーデバイス１２４は、ユーザによる各種キー操作を検出するブロックであり、時計１
２６は、現在時刻を取得するためのブロックである。
【００５２】
　メディアコントローラ１４０は、装填された記録メディア１４１からデータを読み出し
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たり、カメラデバイス１２５で生成された画像データ等を記録メディア１４１に書き込む
ためのものである。
【００５３】
　近距離デバイス１３１は、近距離にある外部装置に、画像や電話番号などを基地局（図
示しない）を介さずに赤外線通信によって送信するためのものである。
【００５４】
　遠距離デバイス１３２は、基地局（図示しない）を介して通話や電子メールの送受信な
どを行うためのものである。
【００５５】
　テレビデバイス１３３は、アンテナで受信した電波をチューナでデジタルの番組データ
に変換し、番組データが表わす番組を液晶パネル１０１（図１参照）に表示させるブロッ
クである。
【００５６】
　本実施形態の携帯電話機は、基本的には以上のように構成されている。
【００５７】
　続いて、上側筐体１００Ａ，下側筐体１００Ｂ、および中間筐体１００Ｃについて詳し
く説明する。尚、以下では、上側筐体１００Ａおよび中間筐体１００Ｃを下側筐体１００
Ｂに対して開いた状態において、液晶パネル１０１が設けられた側を表、液晶パネル１０
１が設けられた側の裏側を裏と称して説明する。
【００５８】
　図３は、上側筐体１００Ａが取り外された状態における下側筐体１００Ｂと中間筐体１
００Ｃの表面側を示す図であり、図４は、上側筐体１００Ａの裏面側を示す図である。
【００５９】
　図３に示すように、下側筐体１００Ｂと中間筐体１００Ｃは、ヒンジ部２００において
折り畳み自在に連結されている。ヒンジ部２００には、上側筐体１００Ａが突き当てられ
る突当台２０１が形成されており、中間筐体１００Ｃの表面側には、上下方向に延びる上
下溝２１０が設けられている。ヒンジ部２００は、本発明にいうヒンジ部の一例にあたり
、上下溝２１０は、本発明にいう垂直溝の一例に相当する。また、突当台２０１は、本発
明にいうガイドの一例にあたるとともに、本発明にいう受け台の一例にも相当する。尚、
この例では、中間筐体１００Ｃが本発明にいう第１の筐体の一例にあたる。
【００６０】
　また、図４に示すように、上側筐体１００Ａの裏面側には、貫通孔３１１が設けられた
中空の突起３１０が設けられている。突起３１０は、本発明にいう突起の一例にあたり、
この例では、上側筐体１００Ａが本発明にいう第２の筐体の一例に相当する。
【００６１】
　図４に示す上側筐体１００Ａの突起３１０が、図３に示す中間筐体１００Ｃの上下溝２
１０に嵌め込まれることによって、上側筐体１００Ａが中間筐体１００Ｃに回動自在に支
持される。
【００６２】
　図５は、携帯電話機の透視図である。
【００６３】
　図５に示すように、中間筐体１００Ｃの上下溝２１０に上側筐体１００Ａの突起３１０
が入り込んでおり、突起３１０の貫通孔３１１には、上側筐体１００Ａと下側筐体１００
Ｂとを電気的に接続する電気ケーブル４１０が貫通している。電気ケーブル４１０は、本
発明にいう電気ケーブルの一例に相当する。
【００６４】
　図２に示すＣＰＵ１１０は下側筐体１００Ｂに備えられており、スピーカデバイス１２
３、カメラデバイス１２５、および表示デバイス１２２などは上側筐体１００Ａに備えら
れているため、ＣＰＵ１１０と各種要素との間で指示や各種データをやり取りするために
、上側筐体１００Ａと下側筐体１００Ｂとが電気的に接続されている必要がある。本実施
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形態の携帯電話機では、電気ケーブル４１０が突起３１０の貫通孔３１１を貫通すること
によって、配線の複雑化が回避されており、電気ケーブルを短くすることができるととも
に、電気ケーブルの断線を防止することができる。
【００６５】
　また、この携帯電話機には、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに向けて下向きに付
勢するバネ４２０も備えられている。バネ４２０は、本発明にいう付勢部材の一例に相当
する。
【００６６】
　図６は、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに対して傾ける動作を示す図である。
【００６７】
　尚、図６では、図を見やすくするために、図５に示す電気ケーブル４１０やバネ４２０
などの図示を省いている。
【００６８】
　上側筐体１００Ａが下側筐体１００Ｂに対して傾けられていない起立状態においては（
図６のステップＳ１１）、図５に示すバネ４２０が上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂ
に向けて下向きに付勢しており、上側筐体１００Ａは下側筐体１００Ｂに対して縦向きに
維持される。また、上側筐体１００Ａの下側が突当台２０１に突き当てられることにより
、上側筐体１００Ａのガタツキが軽減される。
【００６９】
　尚、本実施形態では、図６のステップＳ１１に示す起立状態において、上側筐体１００
Ａと中間筐体１００Ｃの幅が揃えられており、突起３１０が上下溝２１０の最下位置にく
るように設計されている。
【００７０】
　上側筐体１００Ａを左側に傾けると、まず、突起３１０が上下溝２１０に案内されて上
方向に移動しながら回転する（図６のステップＳ１２）。はじめは、図５に示すバネ４２
０によって、上側筐体１００Ａが起立状態（図６のステップＳ１１）に維持される方向に
付勢されるが、その付勢力に逆らってさらに上側筐体１００Ａを傾けると、４５度程度傾
けたあたりからは、上側筐体１００Ａが回転方向と同じ方向に付勢される。その結果、上
側筐体１００Ａは、左下隅が突当台２０１によって案内されるとともに、突起３１０が上
下溝２１０に案内されて下方向に移動しながら回転することにより（図６のステップＳ１
２）、下側筐体１００Ｂに対して左側に倒れる（図６のステップＳ１３）。
【００７１】
　ステップＳ１３に示す左倒状態においては、上側筐体１００Ａの、下側筐体１００Ｂと
対向する側の面１００１が突当台２０１に突き当てられており、さらに、バネ４２０によ
って上側筐体１００Ａが左倒状態を維持するように下向きに付勢されているため、左倒状
態におけるガタツキも軽減される。また、左倒状態においては、上側筐体１００Ａの、右
側の端縁１００２は、中間筐体１００Ｃの右側の端縁と同一面を成し、さらに、上側筐体
１００Ａの、上側の端縁１００３は、中間筐体１００Ｃの上側の端縁と同一面を成してい
る。
【００７２】
　続いて、左倒状態（図６のステップＳ１３）から、ユーザが上側筐体１００Ａを右方向
に回転させると、はじめは、図５に示すバネ４２０によって、上側筐体１００Ａが左倒状
態に維持される方向に付勢されるが、起立状態に近づくにつれて、回転方向と同じ方向に
付勢される。その結果、上側筐体１００Ａは、突当台２０１によって案内されながら回転
し、起立状態に戻る。
【００７３】
　また、ユーザが起立状態（図６のステップＳ１１）から上側筐体１００Ａを右側に傾け
ると（図６のステップＳ１４）、上側筐体１００Ａは、突起３１０が上下溝２１０に案内
されるとともに、右下隅が突当台２０１によって案内され、下側筐体１００Ｂに対して右
側に倒れる（図６のステップＳ１５）。
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【００７４】
　このように、本実施形態の携帯電話機によると、上側筐体１００Ａの下角に大きなカー
ブを設けることなく、上側筐体１００Ａを容易に下側筐体１００Ｂに対して左右に傾ける
ことができる。このため、上側筐体１００Ａに大きな液晶パネル１０１を設けることがで
き、携帯電話機の把持性を維持したまま、画像を大きく表示して閲覧することができる。
【００７５】
　以上で、本発明の第１実施形態の説明を終了し、本発明の第２実施形態について説明す
る。本発明の第２実施形態は、中間筐体１００Ｃに設けられた上下溝２１０の長さが第１
実施形態とは異なるが、それ以外は第１実施形態と同じ構成を有しているため、同じ要素
には同じ符号を付して説明を省略し、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００７６】
　図７は、本実施形態の携帯電話機において、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに対
して傾ける動作を示す図である。
【００７７】
　本実施形態の携帯電話機は、図６に示す第１実施形態の携帯電話機とほぼ同様の構成を
有しているが、上下溝２１０´が第１実施形態の上下溝２１０よりも長く、図７のステッ
プＳ２１に示す起立状態において（図７のステップＳ２１）、突起３１０が上下溝２１０
´の中間位置にくるように設計されている。
【００７８】
　上側筐体１００Ａが左側に傾けられると（図７のステップＳ２２）、第１実施形態と同
様に、図５に示すバネ４２０によって上側筐体１００Ａが下向きに付勢され、突起３１０
が上下溝２１０´に案内され、上側筐体１００Ａの左下隅が突当台２０１などによって案
内される。
【００７９】
　上側筐体１００Ａが下側筐体１００Ｂに対して左側に倒れた左倒状態では（図７のステ
ップＳ２３）、図６に示す第１実施形態における左倒状態（図６のステップＳ１３）とは
異なり、上側筐体１００Ａの右側の端縁１００４は、中間筐体１００Ｃの右側の端縁１０
０５と同一面を成しておらず、上側筐体１００Ａ全体が中央に寄せられている。
【００８０】
　また、上側筐体１００Ａが右側に傾けられ（図７のステップＳ２４）、下側筐体１００
Ｂに対して完全に右側に倒れた場合も（図７のステップＳ２５）、上側筐体１００Ａの左
側の端縁１００６は、中間筐体１００Ｃの左側の端縁１００７と同一面を成しておらず、
上側筐体１００Ａが中央に寄せられている。
【００８１】
　このように、上側筐体１００Ａを左倒状態および右倒状態に傾けたときに、上側筐体１
００Ａ全体を中央に寄せることによって、携帯電話機を把持したときの安定感を向上させ
ることができる。
【００８２】
　以上で、本発明の第２実施形態の説明を終了し、本発明の第３実施形態について説明す
る。本発明の第３実施形態は、ヒンジ部２００の形状が第１実施形態とは異なるが、それ
以外は第１実施形態と同じ構成を有しているため、第１実施形態との相違点についてのみ
説明する。
【００８３】
　図８は、本実施形態の携帯電話機における上側筐体１００Ａと中間筐体１００Ｃの正面
図および側面図であり、図９は、本実施形態の携帯電話機における上側筐体１００Ａと中
間筐体１００Ｃの斜視図である。
【００８４】
　図８に示すように、本実施形態では、中間筐体１００Ｃのヒンジ部２００の左右両端部
に窪み部５２０が設けられている。窪み部５２０は、本発明にいう窪み部の一例に相当す
る。
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【００８５】
　また、図９に示すように、窪み部５２０は、上側筐体１００Ａと突当台２０１との間に
設けられた隙間である。上述したように、上側筐体１００Ａが下側筐体１００Ｂに対して
４５度程度傾けられると、図５に示すバネ４２０の付勢力によって、上側筐体１００Ａが
左倒状態および右倒状態まで自動的に回転するため、ユーザは、携帯電話機を片手で把持
し、窪み部５２０に指先を入れて上側筐体１００Ａを押し上げるだけで、容易に上側筐体
１００Ａを横向きに倒すことができる。
【００８６】
　以上で、本発明の第３実施形態の説明を終了し、本発明の第４実施形態について説明す
る。本発明の第４実施形態についても、第１実施形態と同じ要素については同じ符号を付
して説明を省略し、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【００８７】
　図１０は、本実施形態における携帯電話機の透視図である。
【００８８】
　図１０（Ａ）には、携帯電話機を正面から見たときの透視図が示されており、図１０（
Ｂ）には、携帯電話機を側面から見たときの透視図が示されている。
【００８９】
　図１０に示す本実施形態の携帯電話機では、図５に示す第１実施形態の携帯電話機と同
様に、上側筐体１００Ａがバネ４２０によって下向きに付勢されており、さらに、中間筐
体１００Ｃに設けられた上下溝２１０に上側筐体１００Ａの突起３１０が入り込むことに
よって、上側筐体１００Ａが中間筐体１００Ｃに回転自在に支持されている。また、本実
施形態の携帯電話機は、ユーザが中間筐体１００Ｃの左右両端に設けられたボタン６１１
を押すことによって、上側筐体１００Ａが左右それぞれに回転する。
【００９０】
　図１１は、図１０に示す携帯電話機の、ボタン６１１付近の拡大図である。
【００９１】
　図１１（Ａ）には、携帯電話機の、ボタン６１１付近の側面図が示されており、図１１
（Ｂ）には、ボタン６１１付近を正面から見たときの透視図が示されており、図１１（Ｃ
）には、ボタン６１１付近を側面から見たときの断面図が示されている。尚、本実施形態
の携帯電話機には、上側筐体１００Ａを左側に傾けるための左側要素と、上側筐体１００
Ａを右側に傾けるための右側要素とが備えられているが、左側要素と右側要素とは同じ構
成を有しているため、以下では、それらを代表して左側要素についてのみ説明する。
【００９２】
　中間筐体１００Ｃには、ボタン６１１から延びるボタン爪６１３と、ボタン爪６１３を
ボタン６１１に向けて引っ張るボタンバネ６１２と、ボタン爪６１３によって押されるこ
とによって、軸６１６を中心に下向きに回転するレバー６１４と、レバー６１４を上向き
に付勢する板バネ６１５と、レバー６１４の先端に設けられたロック爪６１７と、ロック
爪６１７によって移動が制止される移動爪６１８と、移動爪６１８を軸６１６方向に向け
て引っ張る引っ張りバネ６１９が備えられており、上側筐体１００Ａには、上側筐体１０
０Ａが起立状態において、移動爪６１８が嵌入される起立穴６２１と、上側筐体１００Ａ
が左倒状態において、移動爪６１８が嵌入される倒穴６２２が設けられている。
【００９３】
　ボタン６１１が押されていない状態においては、移動爪６１８は引っ張りバネ６１９に
よって軸６１６方向（図の右方向）に引っ張られているが、移動爪６１８は、ロック爪６
１７によってロックされ、さらに上側筐体１００Ａの起立穴６２１に嵌入されることによ
って、移動が制止されている。また、図５に示すバネ４２０によって上側筐体１００Ａが
下方向に付勢されることによって、上側筐体１００Ａが起立状態に維持される。
【００９４】
　図１２は、ボタン６１１を押したときの動作を示す図であり、図１３および図１４は、
上側筐体１００Ａの回転動作を示す図である。
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【００９５】
　ユーザがボタン６１１を押すと、図１２に示すように、レバー６１４がボタン爪６１３
に押されることによって、レバー６１４が軸６１６を中心に下方向に回転され、ロック爪
６１７が下がって移動爪６１８を制止していたロックが解除される。ロックが解除される
と、移動爪６１８は、上側筐体１００Ａの起立穴６２１に嵌入されたまま、引っ張りバネ
６１９によって右方向に引っ張られる。その結果、図１３に示すように、引っ張りバネ６
１９による引っ張り力Ａが、バネ４２０（図５参照）による起立状態を維持する方向の付
勢力Ｂよりも勝って、突起３１０が上下溝２１０にガイドされて上方向に移動されながら
、上側筐体１００Ａが左側に回転される。
【００９６】
　ここで、図１２に示すレバー６１４は板バネ６１５によって上方向に付勢されているた
め、ボタン６１１が押されることによってレバー６１４が下方向に移動され、ロックが解
除されて移動爪６１８がロック爪６１７を乗り越えると、レバー６１４は上方向に移動さ
れて、ボタン６１０が元の状態に戻される。
【００９７】
　また、上側筐体１００Ａが４５度程度回転されると、図１２に示す移動爪６１８は上側
筐体１００Ａの起立穴６２１から外れてしまい、上側筐体１００Ａを右方向に引っ張る力
はなくなるが、図１４に示すように、バネ４２０（図５参照）が上側筐体１００Ａを回転
方向と同じ下向きに付勢することによって、上側筐体１００Ａが左倒状態まで回転される
。左倒状態まで回転されると、移動爪６１８が上側筐体１００Ａの倒穴６２２に嵌入され
て、移動が制止される。
【００９８】
　このように、本実施形態の携帯電話機によると、ユーザはボタン６１０を押すだけで容
易に上側筐体１００Ａを傾けることができる。
【００９９】
　左倒状態から起立状態に戻す際には、ユーザが上側筐体１００Ａを上方向にスライドさ
せ、さらに右方向に回転させると、移動爪６１８が上側筐体１００Ａの倒穴６２２から外
れて引っ張りバネ６１９による引っ張り力に逆らって左側に移動され、起立状態において
移動爪６１８が起立穴６２１に嵌入される。
【０１００】
　以上で、本発明の第４実施形態の説明を終了し、本発明の第５実施形態について説明す
る。本発明の第５実施形態は、上側筐体１００Ａおよび下側筐体１００Ｂに、上側筐体１
００Ａを自動的に傾けるためのモータなどが備えられているが、それ以外は第１実施形態
と同様の構成を有しているため、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１０１】
　図１５は、本実施形態の携帯電話機における上側筐体を示す図であり、図１６は、本実
施形態の携帯電話機における中間筐体を示す図である。
【０１０２】
　図１５に示すように、本実施形態の携帯電話機には、図４に示す第１実施形態と同様の
突起３１０が設けられており、さらに、上側筐体１００Ａの下側には、ピニオンギア７１
２と、ピニオンギア７１２を回転駆動させるモータ７１１と、上側筐体１００Ａを左右そ
れぞれに傾けるための傾けボタン７００が備えられている。
【０１０３】
　また、図１６に示すように、本実施形態の携帯電話機には、図３に示す第１実施形態と
同様の上下溝２１０が設けられており、さらに、上側筐体１００Ａの２つのピニオンピニ
オンギア７１２それぞれが噛み合うラックギア７２０が備えられている。
【０１０４】
　図１７は、本実施形態の携帯電話機において、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに
対して傾ける動作を示す図である。
【０１０５】
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　本実施形態においては、上側筐体１００Ａが起立状態においては（図１７のステップＳ
３１）、突起３１０は上下溝２１０の下側に配置されており、上側筐体１００Ａに設けら
れた２つのピニオンギア７１２が中間筐体１００Ｃに設けられたラックギア７２０と噛み
合っている。
【０１０６】
　ユーザが上側筐体１００Ａを左側に傾けるための傾けボタン７００を押すと、図２に示
すＣＰＵ１１０からモータ７１１に駆動指示が伝えられ、モータ７１１が右方向に回転駆
動する。その結果、２つのピニオンギア７１２が回転されてラックギア７２０に沿って右
方向に移動され、右側のピニオンギア７１２がラックギア７２０から外れた後、突起３１
０が上下溝２１０に案内されるとともに、左側のピニオンギア７１２がラックギア７２０
に案内されることにより、上側筐体１００Ａが左方向に回転される（図１７のステップＳ
３２）。
【０１０７】
　上側筐体１００Ａが左方向に傾くと、上側筐体１００Ａが突当台２０１によって突き当
てられて、ピニオンギア７１２の移動が停止される（図１７のステップＳ３３）。
【０１０８】
　また、ユーザによって上側筐体１００Ａを右側に傾けるための傾けボタン７００が押さ
れると、モータ７１１が左方向に回転駆動することによって、２つのピニオンギア７１２
が左方向に移動され、左側のピニオンギア７１２がラックギア７２０から外れた後、上側
筐体１００Ａが右方向に回転される（図１７のステップＳ３４）。上側筐体１００Ａが右
倒状態まで傾けられると、移動が停止される（図１７のステップＳ３５）。
【０１０９】
　このように、本実施形態の携帯電話機によると、ユーザは傾けボタン７００を押すだけ
で、大きな力を必要とせずに上側筐体を傾けることができる。
【０１１０】
　以上で、本発明の第５実施形態の説明を終了し、本発明の第６実施形態について説明す
る。本発明の第６実施形態についても、第１実施形態と同じ要素については同じ符号を付
して説明を省略し、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
【０１１１】
　図１８は、本実施形態の携帯電話機における中間筐体１００Ｃの表面側を示す図である
。
【０１１２】
　図１８に示すように、本実施形態の中間筐体１００Ｃには、図３に示す第１実施形態の
中間筐体１００Ｃと同様に、上下方向に延びる上下溝２１０が設けられており、さらに、
上下溝２１０の下側に、左右方向に広がるＶ字溝２１１が設けられている。Ｖ字溝は、本
発明にいう案内溝の一例に相当する。
【０１１３】
　図１９は、本実施形態の携帯電話機における上側筐体１００Ａの裏面側を示す図である
。
【０１１４】
　図１９に示すように、本実施形態の上側筐体１００Ａには、図４に示す第１実施形態の
上側筐体１００Ａと同様に、上下溝２１０に嵌入する突起３１０が設けられており、さら
に、Ｖ字溝２１１に嵌め込まれる補助突起３１２も備えられている。補助突起３１２は、
本発明にいう案内ピンの一例に相当する。
【０１１５】
　図２０は、上側筐体１００Ａ、下側筐体１００Ｂ、および中間筐体１００Ｃの透視図で
ある。
【０１１６】
　本実施形態の携帯電話機においても、突起３１０と接続されて上側筐体１００Ａを下方
向に付勢するバネ４２０が備えられている。また、本実施形態においては、補助突起３１



(13) JP 4973221 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

２に貫通孔が設けられており、上側筐体１００Ａと下側筐体１００Ｂとを電気的に接続す
る電気ケーブル４１０が補助突起３１２の貫通孔を貫通して配線されている。電気ケーブ
ル４１０が補助突起３１２の貫通孔を貫通することによっても、電気ケーブルの断線等を
防止することができる。
【０１１７】
　図２１は、本実施形態の携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【０１１８】
　本実施形態の携帯電話機では、図２１（Ａ）に示す左倒状態において、上側筐体１００
Ａの右縁から突起３１０の中心までの間の距離Ｂ１が、上側筐体１００Ａの下縁から上下
溝２１０の中心までの距離Ｂ２と等しく、突起３１０の中心から補助突起３１２の中心ま
での距離Ｃ１が、突起３１０の中心から図２０（Ｂ）に示す起立状態における補助突起３
１２の中心までの距離Ｃ２と等しく形成されている。また、上側筐体１００Ａをスムーズ
に回転させるために、上側筐体１００Ａの下縁と突当台２０１との間に隙間Ａがあけられ
ている。このような寸法の上側筐体および中間筐体を適用することによって、左倒状態に
おいて、上側筐体１００Ａの右縁を中間筐体１００Ｃの右縁と合わせ、右倒状態において
、上側筐体１００Ａの左縁を中間筐体１００Ｃの左縁と合わせ、さらに、それら左倒状態
および右倒状態において、上側筐体１００Ａの上縁と中間筐体１００Ｃの上縁とを合わせ
ることができる。
【０１１９】
　図２２は、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに対して傾ける動作を示す図である。
【０１２０】
　上側筐体１００Ａが起立状態においては（図２２のステップＳ４１）、図２１（Ｂ）に
も示すように、突起３１０が上下溝２１０の最下位置にあり、補助突起３１２はＶ字溝２
１１の最下位置にきている。
【０１２１】
　ユーザが上側筐体１００Ａを左側に傾けると、まず、突起３１０が上下溝２１０に案内
されて上方向に移動するとともに、補助突起３１２がＶ字溝２１１の右側の溝に沿って上
方向に移動し、上側筐体１００Ａが図２０に示すバネ４２０の付勢力に逆らって、左方向
に回転し始める（図２２のステップＳ４２）。
【０１２２】
　上側筐体１００Ａが４５度程度回転されると、バネ４２０によって、上側筐体１００Ａ
が回転方向と同じ方向に付勢され、上側筐体１００Ａは、下角が突当台２０１によって案
内されながら回転されて、下側筐体１００Ｂに対して左側に倒れる（図２２のステップＳ
４３）。
【０１２３】
　また、ユーザが上側筐体１００Ａを右側に傾けると（図２２のステップＳ４４）、上側
筐体１００Ａは、突起３１０が上下溝２１０に案内されるとともに、補助突起３１２がＶ
字溝２１１の左側の溝に沿って案内されながら右方向に回転され、下側筐体１００Ｂに対
して右側に倒れる（図２２のステップＳ４５）。このように、上下溝２１０に加えて、Ｖ
字溝２１１が設けられることによって、よりスムーズに上側筐体１００Ａを傾けることが
できる。
【０１２４】
　以上で、本発明の第６実施形態の説明を終了し、本発明の第７実施形態について説明す
る。本発明の第７実施形態は、本発明の第６実施形態と上下溝２１０の寸法などは異なる
が、第６実施形態とほぼ同様の構成を有しているため、第６実施形態との相違点について
のみ説明する。
【０１２５】
　図２３は、本実施形態の携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【０１２６】
　本実施形態の携帯電話機では、図２３（Ａ）に示す左倒状態において、中間筐体１００
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Ｃの右縁から上側筐体１００Ａの右縁までの間を距離β、突起３１０の中心から補助突起
３１２の中心までの間を距離Ｊとしたときに、上側筐体１００Ａの右縁から突起３１０の
中心までの間の間を距離（Ｈ＋β）とし、突起３１０の中心から図２３（Ｂ）に示す起立
状態における補助突起３１２の中心までの間を距離（Ｊ－β）とする。また、上側筐体１
００Ａをスムーズに回転させるために、上側筐体１００Ａの下縁と突当台２０１との間に
隙間Ｄが設けられている。このような寸法で上側筐体および中間筐体を形成することによ
って、左倒状態および右倒状態において、上側筐体１００Ａを中央に寄せることができ、
ユーザが携帯電話機を把持する際の安定性を向上させることができる。
【０１２７】
　図２４は、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに対して傾ける動作を示す図である。
【０１２８】
　上側筐体１００Ａが起立状態においては（図２４のステップＳ５１）、図２３（Ｂ）に
も示すように、突起３１０が上下溝２１０の中央位置にあり、補助突起３１２はＶ字溝２
１１の最下位置にきている。
【０１２９】
　ユーザが上側筐体１００Ａを左側に傾けると、突起３１０が上下溝２１０に案内され、
補助突起３１２がＶ字溝２１１の右側の溝に沿って案内されることによって、上側筐体１
００Ａが左方向に回転する（図２４のステップＳ５２）。
【０１３０】
　上側筐体１００Ａが左倒状態まで回転されると（図２４のステップＳ５３）、上側筐体
１００Ａが突当台２０１によって干渉され、移動が停止される。
【０１３１】
　また、上側筐体１００Ａを右側に傾けると（図２４のステップＳ５４）、上側筐体１０
０Ａは、突起３１０が上下溝２１０に案内されるとともに、補助突起３１２がＶ字溝２１
１の左側の溝に沿って案内されながら右方向に回転されることにより、下側筐体１００Ｂ
に対して右側に倒れる（図２４のステップＳ５５）。
【０１３２】
　このように、本実施形態の携帯電話機によると、上側筐体を傾けたときに、上側筐体を
中央に寄せることができる。
【０１３３】
　以上で、本発明の第７実施形態の説明を終了し、本発明の第８実施形態について説明す
る。本発明の第８実施形態は、中間筐体と上側筐体との間の隙間の寸法などを除いては、
本発明の第７実施形態とほぼ同様の構成を有しているため、第７実施形態との相違点につ
いてのみ説明する。
【０１３４】
　図２５は、本実施形態の携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【０１３５】
　本実施形態の携帯電話機では、図２５（Ａ）に示す左倒状態における中間筐体１００Ｃ
の右縁から上側筐体１００Ａの右縁までの間を距離α、突起３１０の中心から補助突起３
１２の中心までの間を距離Ｆ、図２５（Ｂ）に示す起立状態における上側筐体１００Ａの
下縁と突当台２０１との間の隙間を距離Ｄとしたときに、図２５（Ａ）に示す左倒状態に
おいて、上側筐体１００Ａの右縁から突起３１０の中心までの間の間を距離（Ｅ＋α）と
し、突起３１０の中心から図２５（Ｂ）に示す起立状態における補助突起３１２の中心ま
での間を距離Ｆとする。本実施形態の携帯電話機によると、上側筐体１００Ａを左傾状態
や右傾状態に傾けたときに、上側筐体１００Ａを中央に寄せることができるとともに、上
側筐体１００Ａを上方に持ち上げることができる。
【０１３６】
　以上で、本発明の第８実施形態の説明を終了し、本発明の第９実施形態について説明す
る。本発明の第９実施形態についても、第１実施形態と同じ要素については同じ符号を付
して説明を省略し、第１実施形態との相違点についてのみ説明する。
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【０１３７】
　図２６は、本実施形態の携帯電話機において、中間筐体１００Ｃの表面側を示す図であ
る。
【０１３８】
　図２６に示すように、本実施形態の中間筐体１００Ｃには、図３に示す第１実施形態の
中間筐体１００Ｃと同様に、上下方向に延びる上下溝２１０が設けられており、さらに、
上側筐体１００Ｂに向けて突出する補助突起３１３が備えられている。この補助突起３１
３も、本発明にいう案内ピンの一例にあたる。
【０１３９】
　図２７は、本実施形態の携帯電話機において、上側筐体１００Ａの裏面側を示す図であ
る。
【０１４０】
　本実施形態の上側筐体１００Ａには、図４に示す第１実施形態の上側筐体１００Ａと同
様に、上下溝２１０に嵌入する突起３１０が設けられており、さらに、補助突起３１３が
嵌め込まれる円弧溝２１２も備えられている。円弧溝２１２は、左右対称の２つの円弧状
の溝が中央で連結された形状を有している。この円弧溝２１２も、本発明にいう案内溝の
一例に相当する。
【０１４１】
　図２８は、上側筐体１００Ａを下側筐体１００Ｂに対して傾ける動作を示す図である。
【０１４２】
　上側筐体１００Ａが起立状態においては（図２８のステップＳ６１）、突起３１０が上
下溝２１０の最下位置にあり、円弧溝２１２の中心位置に補助突起３１３が嵌め込まれて
いる。
【０１４３】
　ユーザが上側筐体１００Ａを左側に傾けると、まず、突起３１０が上下溝２１０に案内
されて上方向に移動するとともに、円弧溝２１２の左側の溝が補助突起３１３を嵌入した
ままスライドし、上側筐体１００Ａが左方向に回転する（図２８のステップＳ６２）。
【０１４４】
　上側筐体１００Ａが下側筐体１００Ｂに対して左側に倒れた左倒状態においては（図２
８のステップＳ６３）、突起３１０が上下溝２１０の最下位置に移動され、補助突起３１
３は円弧溝２１２の左側の溝の先端に嵌め込まれている。
【０１４５】
　また、ユーザが上側筐体１００Ａを右側に傾けると（図２８のステップＳ６４）、上側
筐体１００Ａは、突起３１０が上下溝２１０に案内されるとともに、補助突起３１３を嵌
入したまま円弧溝２１２の右側の溝がスライドし、下側筐体１００Ｂに対して右側に倒れ
る（図２８のステップＳ６５）。このように、Ｖ字溝に替えて円弧溝を適用することによ
っても、上側筐体をスムーズに傾けることができる。また、補助突起を溝に沿って移動さ
せるのではなく、補助突起が嵌入された状態で溝をスライドさせることによっても、上側
筐体を回転させることができる。
【０１４６】
　ここで、上記では、本発明の携帯端末装置を携帯電話に適用する例について説明したが
、本発明の携帯端末装置は、ＰＤＡなどに適用してもよい。
【０１４７】
　また、上記では、上下溝を中間筐体に設け、突起を上側筐体に設ける例について説明し
たが、本発明にいう垂直溝は、中間筐体ではなく上側筐体に設けてもよく、本発明に突起
は、上側筐体ではなく中間筐体に設けてもよい。
【０１４８】
　また、本発明にいうヒンジ部は、中間筐体や下部筐体に一体構成されたものであっても
よく、ヒンジモジュールとして筐体とは別体構成されたものであってもよい。
【０１４９】
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　以下、本発明の各種形態について付記する。
【０１５０】
　　（付記１）
　下側筐体と、
　上側筐体と、
　前記下側筐体にヒンジ接続されるとともに前面で前記上側筐体背面を支持して該下側筐
体に対して該上側筐体と一体的に開閉する中間筐体とを備え、
　前記上側筐体と前記中間筐体とのうちの一方である第１の筐体が、該上側筐体と該中間
筐体とのうちの他方である第２の筐体に向いた面に、上下に延びる垂直溝を有し、
　前記第２の筐体が、前記第１の筐体に向いた面から突出して前記垂直溝に入り込んで該
垂直溝に案内される突起を備え、
　前記垂直溝と前記突起とにより、前記上側筐体を、該上側筐体が左に倒れた左倒状態と
右に倒れた右倒状態との間で、該左倒状態と該右倒状態との中間の起立状態を経由して回
動させる回動機構が構成されていることを特徴とする携帯端末装置。
【０１５１】
　　（付記２）
　前記上側筐体と前記中間筐体との間に、前記上側筐体を下に付勢する付勢部材を備えた
ことを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【０１５２】
　　（付記３）
　前記下側筐体と前記中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部に、前記上側筐体を回動
させるときに該上側筐体と摺動して該上側筐体を案内するガイドを備えたことを特徴とす
る付記１記載の携帯端末装置。
【０１５３】
　　（付記４）
　前記第１の筐体が、前記垂直溝に加え、前記上側筐体を回動させるときの該上側筐体の
上下方向の位置を案内する案内溝を有し、
　前記第２の筐体が、前記突起に加え、前記案内溝に入り込んで前記上側筐体を回動させ
るときの該上側筐体の上下方向の位置を規制する案内ピンを有することを特徴とする付記
１記載の携帯端末装置。
【０１５４】
　　（付記５）
　前記第２の筐体が、前記突起に加え、前記上側筐体を回動させるときの該上側筐体の上
下方向の位置を案内する案内溝を有し、
　前記第１の筐体が、前記垂直溝に加え、前記案内溝に入り込んで前記上側筐体を回動さ
せるときの該上側筐体の上下方向の位置を規制する案内ピンを有することを特徴とする付
記１記載の携帯端末装置。
【０１５５】
　　（付記６）
　前記案内溝が、左右対称に中央から左右に向かうに従って斜めに立ち上がる形状の溝で
あることを特徴とする付記４又は５記載の携帯端末装置。
【０１５６】
　　（付記７）
　前記案内溝が左右対称の２つの円弧状の溝が中央で接続した形状の溝であることを特徴
とする付記４又は５記載の携帯端末装置。
【０１５７】
　　（付記８）
　前記下側筐体と前記中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部に、前記上側筐体が、前
記左倒状態、前記起立状態、および前記右倒状態のいずれかにあるときの該上側筐体の該
ヒンジ部側の面が突き当てられて該上側筐体の上下方向の位置を規制する受け台を備えた
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ことを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【０１５８】
　　（付記９）
　前記突起が中空突起であって、該中空突起を貫通した、前記上側筐体と前記下側筐体と
を接続する電気ケーブルを備えたことを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【０１５９】
　　（付記１０）
　前記案内ピンが中空ピンであって、該中空ピンを貫通した、前記上側筐体と前記下側筐
体とを接続する電気ケーブルを備えたことを特徴とする付記４又は５記載の携帯端末装置
。
【０１６０】
　　（付記１１）
　前記下側筐体と前記中間筐体とをヒンジ接続しているヒンジ部の左右両端部に、前記上
側筐体の、該ヒンジ部側の端面との間に指先を入れて該上側筐体を持上げる窪み部を有す
ることを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【０１６１】
　　（付記１２）
　前記案内溝は、前記上側筐体が左倒状態にあるときの該上側筐体の右側の端縁が前記中
間筐体の右端縁と同一面を成し、該上側筐体が右倒状態にあるときの該上側筐体の左側の
端縁が前記中間筐体の左端縁と同一面を成すことを特徴とする付記４又は５記載の携帯端
末装置。
【０１６２】
　　（付記１３）
　前記案内溝は、前記上側筐体が左倒状態にあるときの該上側筐体の右側の端縁が前記中
間筐体の右端縁よりも右側に突出し、該上側筐体が右倒状態にあるときの該上側筐体の左
側の端縁が前記中間筐体の左端縁よりも左側に突出することを特徴とする付記４又は５記
載の携帯端末装置。
【０１６３】
　　（付記１４）
　前記上側筐体が、前記起立状態にあるときの前記下側筐体の辺両側に窪みが設けられた
ものであり、
　前記中間筐体が、
　前記窪みに嵌入して左右方向に移動することにより、前記上側筐体を回動させる移動爪
と、
　前記移動爪どうしを前記左右方向に互いに引き合う向きに付勢する補助付勢部材と、
　前記移動爪に干渉して該移動爪の移動を制止する制止爪と、
　押圧されることによって該制止爪による前記移動爪の干渉を解除する操作子とを備えた
ものであることを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【０１６４】
　　（付記１５）
　前記中間筐体が、左右方向に延びるラックギアを備えたものであり、
　前記上側筐体が、前記起立状態にあるときの前記下側筐体の左右両隅に、前記ラックギ
アと噛み合うピニオンギアと、該ピニオンギアを回転駆動することによって、該上側筐体
を回動させるモータとを備えたものであることを特徴とする付記１記載の携帯端末装置。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明の一実施形態が適用された携帯電話機の外観斜視図である。
【図２】携帯電話機の内部ブロック図である。
【図３】上側筐体が取り外された状態における下側筐体と中間筐体の表面側を示す図であ
る。
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【図４】上側筐体の裏面側を示す図である。
【図５】上側筐体、下側筐体、および中間筐体の透視図である。
【図６】上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を示す図である。
【図７】第２実施形態の携帯電話機において、上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を
示す図である。
【図８】第３実施形態の携帯電話における上側筐体と中間筐体の正面図および側面図であ
る。
【図９】上側筐体と中間筐体の斜視図である。
【図１０】第４実施形態における携帯電話機の透視図である。
【図１１】携帯電話機の、ボタン付近の拡大図である。
【図１２】ボタンを押したときの動作を示す図である。
【図１３】上側筐体の回転動作を示す図である。
【図１４】ボタンを押したときの動作を示す図である。
【図１５】第５実施形態の携帯電話機における上側筐体を示す図である。
【図１６】携帯電話機における中間筐体を示す図である。
【図１７】上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を示す図である。
【図１８】第６実施形態の携帯電話機における中間筐体の表面側を示す図である。
【図１９】中間筐体の表面側を示す図である。
【図２０】上側筐体、下側筐体、および中間筐体の透視図である。
【図２１】携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【図２２】上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を示す図である。
【図２３】第７実施形態の携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【図２４】上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を示す図である。
【図２５】第８実施形態の携帯電話機における各種寸法を示す図である。
【図２６】第９実施形態の携帯電話機において、中間筐体の表面側を示す図である。
【図２７】上側筐体の裏面側を示す図である。
【図２８】上側筐体を下側筐体に対して傾ける動作を示す図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１００　　携帯電話機
　１００Ａ　　上側筐体
　１００Ｂ　　下側筐体
　１００Ｃ　　中間筐体
　１０１　　液晶パネル
　１０２　　送話口
　１０４　　選択ボタン
　１０５　　プッシュボタン
　１０６　　受話口
　１１０　　ＣＰＵ
　１１１　　ＲＯＭ
　１１２　　不揮発メモリ
　１１３　　ＲＡＭ
　１２１　　マイクデバイス
　１２２　　表示デバイス
　１２３　　スピーカデバイス
　１２４　　キーデバイス
　１２５　　カメラデバイス
　１２６　　時計
　１３１　　近距離デバイス
　１３２　　遠距離デバイス
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　１３３　　テレビデバイス
　１４０　　メディアコントローラ
　１５０　　充電池
　２００　　ヒンジ部
　２０１　　突当台
　２１０　　上下溝
　３１０　　突起
　３１１　　貫通孔
　４１０　　電気ケーブル

【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２６】 【図２７】
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