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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１部材と、
　第２部材と、
　前記第１部材の第１面と前記第２部材の第２面とが対向して配置される閉状態と、前記
第１面と前記第２面とが前記閉状態に比して離間して配置される開状態とをとり得るよう
に前記第１部材と前記第２部材とを連結する連結部と、を備え、
　前記第１部材における前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、
　前記第２部材における前記連結部側の端部には、第２延出部が形成され、
　前記第１延出部及び／又は前記第２延出部は、閉状態において、延出方向に向かうにし
たがって離間するように形成される携帯電子機器。
【請求項２】
　前記第１部材の前記第１面と反対側の面には、表示部が配置される
　請求項１の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記第１面及び／又は前記第２面には、凸部が設けられる
　請求項１または２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
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　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　前記第１筐体における前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、
　前記第２筐体における前記連結部側の端部には、第２延出部が形成され、
　前記第１延出部は、開口部を有して形成され、
　前記第２延出部は、該携帯電子機器における開閉状態が遷移した場合において、前記開
口部に挿通されるよう形成される携帯電子機器。
【請求項５】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　前記第１筐体における前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、
　前記第２筐体における前記連結部側の端部には、第２延出部が形成され、
　前記第１延出部及び／又は前記第２延出部は、閉状態において、延出方向に向かうにし
たがって離間するように形成される携帯電子機器。
【請求項６】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　前記操作部には、１又は複数の操作キーが配置され、
　前記第１面に形成される１又は複数の第１凸部は、前記１又は複数の操作キーそれぞれ
に対応して形成される携帯電子機器。
【請求項７】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
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　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　前記第１筐体における前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、
　前記第２筐体における前記連結部側の端部には、第２延出部が形成され、
　前記第２筐体における前記第２面と反対側の面に配置される太陽電池パネルと、
　前記太陽電池パネルと同じ面側に配置されるサブ表示部及び延出部材と、を備え、
　前記第２延出部は、前記延出部材の一部であり、
　前記サブ表示部は、前記延出部材における前記第２延出部とは異なる領域に配置される
携帯電子機器。
【請求項８】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　前記第１筐体における前記第１面には、第１ラバー部が配置され、
　前記第２筐体における前記第２面には、第２ラバー部が配置され、
　前記第１筐体は、前記第１面側に位置し前記第１ラバー部が配置される第１内側部と、
前記第１面と反対の面側に位置し前記第１内側部よりも幅広である第１外側部とを有し、
　前記第２筐体は、前記第２面側に位置し前記第２ラバー部が配置される第２内側部と、
前記第２面と反対の面側に位置し前記第２内側部よりも幅広である第２外側部とを有する
携帯電子機器。
【請求項９】
　操作部が配置された第１筐体と、
　表示部が配置された第２筐体と、
　前記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置
される閉状態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態と
に開閉可能な連結部と、を備え、
　前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２面を有し、
　前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され、
　前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成され、
　サブ表示部を更に備え、
　前記サブ表示部は、前記第１筐体又は前記第２筐体における太陽電池パネルが配置され
た面と異なる面に配置される携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機の小型化・薄型化が進んだことにより、携帯電話機を胸ポケット等に
入れて持ち歩くことが可能になっている。しかし、胸ポケット等に収納された携帯電話機
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は、移動や各種動作の際に落下する場合があった。
【０００３】
　これに対し、一端側を携帯電話機に取り付け可能であると共に、他端側には被服に固定
可能な固定部材を配置したストラップが提案されている（例えば、特許文献１参照）。こ
の固定部材を被服に取り付けることで、携帯電話機の落下を防止している。
【特許文献１】特開２００２－３７４３４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の携帯電話機であっても、着信等があった場合におけるサブディス
プレイを見るためには収納されているポケットから携帯電話機を取り出すことが必要であ
った。
　また、携帯電話機の外面に太陽電池パネルが配置されている場合、ポケットに収納され
た状態にあると太陽電池パネルによる充電ができないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、２つの筐体を有する携帯電子機器であって、ポケット等の収納部から一方の
筐体を外部に露出した状態で携帯可能な携帯電子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】
【０００６】
　本発明は、操作部が配置された第１筐体と、表示部が配置された第２筐体と、前記第１
筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体とが対向して配置される閉状
態と、前記第１面と前記第２筐体とが対向せずに離間して配置される開状態とに開閉可能
な連結部と、を備え、前記第２筐体は、前記閉状態において前記第１面と対向される第２
面を有し、前記第１面には、１又は複数の第１凸部と１又は複数の第１凹部とが形成され
、前記第２面には、前記閉状態において前記１又は複数の第１凸部に対応して形成される
１又は複数の第２凹部と、前記１又は複数の前記第１凹部に対応して形成される１又は複
数の第２凸部とが形成される携帯電子機器に関する。
【０００７】
　また、前記第１筐体における前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、前記第
２筐体における前記連結部側の端部には、第２延出部が形成されることが好ましい。
【０００８】
　また、前記第１延出部は、開口部を有して形成され、前記第２延出部は、該携帯電子機
器における開閉状態が遷移した場合において、前記開口部に挿通されるよう形成されるこ
とが好ましい。
【０００９】
　また、前記第２延出部における前記第２筐体側と反対側の端部には、すべり止め部が形
成されることが好ましい。
【００１０】
　また、前記第１延出部及び／又は前記第２延出部は、閉状態において、延出方向に向か
うにしたがって離間するように形成されることが好ましい。
【００１１】
　また、前記操作部には、１又は複数の操作キーが配置され、前記第１面に形成される１
又は複数の第１凸部は、前記１又は複数の操作キーそれぞれに対応して形成されることが
好ましい。
【００１２】
　また、前記１又は複数の第２凸部及び前記１又は複数の第２凹部は、前記メイン表示部
の外周に沿うようにして形成されることが好ましい。
【００１３】
　また、前記第１筐体における前記第１面と反対側の面、又は、前記第２筐体における前
記第２面と反対側の面には、太陽電池パネルが配置されることが好ましい。
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【００１４】
　また、サブ表示部を更に備え、前記サブ表示部は、前記第１筐体又は前記第２筐体にお
ける前記太陽電池パネルが配置された面と同じ面側に配置されることが好ましい。
【００１５】
　また、前記第２筐体における前記第２面と反対側の面に配置される太陽電池パネルと、
前記太陽電池パネルと同じ面側に配置されるサブ表示部及び延出部材と、を備え、前記第
２延出部は、前記延出部材の一部であり、前記サブ表示部は、前記延出部材における前記
第２延出部とは異なる領域に配置されることが好ましい。
【００１６】
　また、前記第１筐体における前記第１面には、第１ラバー部材が配置され、前記第２筐
体における前記第２面には、第２ラバー部材が配置されることが好ましい。
【００１７】
　また、前記第１筐体は、前記第１面側に位置し前記第１ラバー部が配置される第１内側
部と、前記第１面と反対の面側に位置し前記第１内側部よりも幅広である第１外側部とを
有し、前記第２筐体は、前記第２面側に位置し前記第２ラバー部が配置される第２内側部
と、前記第２面と反対の面側に位置し前記第２内側部よりも幅広である第２外側部とを有
することが好ましい。
【００１８】
　本発明は、操作部が配置された第１筐体と、メイン表示部が配置された第２筐体と、前
記第１筐体における前記操作部が配置された第１面と前記第２筐体における前記表示部が
配置された第２面とが対向して配置される閉状態と、前記第１面と前記第２面とが対応せ
ずに離間して配置される開状態とに開閉可能な連結部と、を備え、前記第１筐体における
前記連結部側の端部には、第１延出部が形成され、前記第２筐体における前記連結部側の
端部には、第２延出部が形成される携帯電子機器に関する。
【００１９】
　また、サブ表示部を更に備え、前記サブ表示部は、前記第１筐体又は前記第２筐体にお
ける前記太陽電池パネルが配置された面と異なる面に配置されることが好ましい。
【００２０】
　また、前記第１凸部及び第１凹部の少なくとも一方が前記第１ラバー部により形成され
、前記第２凸部及び第２凹部の少なくとも一方が前記第２ラバー部により形成されること
が好ましい。
【００２１】
　また、前記第１凸部と前記第１凹部とが、前記連結部における開閉軸に交差する方向に
延びるようにして形成されていることが好ましい。
【００２２】
　また、前記第１筐体と前記第２筐体とを、前記閉状態において互いに対向する方向に付
勢する付勢手段を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、２つの筐体を有する携帯電子機器であって、ポケット等の収納部から
一方の筐体を外部に露出した状態で携帯可能な携帯電子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】
【００２４】
　以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を説明する。
　図１から図５により、携帯電子機器としての携帯電話機１における基本構造を説明する
。図１は、携帯電話機１を開いた状態における正面図を示す。図２は、携帯電話機１を開
いた状態における側面図を示す。図３は、携帯電話機１を閉じた状態における表示部側筐
体３側の平面図を示す。図４は、携帯電話機１を閉じた状態における操作部側筐体２側の
平面図を示す。図５は、携帯電話機１を閉じた状態における側面図を示す。
【００２５】
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　図１から図５に示すように、携帯電話機１は、操作部１１が配置された第１筐体として
の操作部側筐体２と、メイン表示部２１が配置された第２筐体としての表示部側筐体３と
、を備える。操作部側筐体２と表示部側筐体３とは、ヒンジ機構を備える連結部４を介し
て開閉可能に連結される。具体的には、操作部側筐体２の上端部と表示部側筐体３の下端
部とは、連結部４を介して連結される。これにより、携帯電話機１は、ヒンジ機構を介し
て連結された操作部側筐体２と表示部側筐体３とを相対的に動かすことが可能に構成され
る。このヒンジ機構（付勢手段）は、操作部側筐体２と表示部側筐体３とを、閉状態にお
いて、互いに閉じる方向に付勢する付勢力を付与している。なお、ヒンジ機構以外の部材
にて、閉状態で互いに閉じる（対向する）方向に付勢するような構成としてもよい。
 
【００２６】
　つまり、携帯電話機１は、図１及び図２に示す操作部側筐体２と表示部側筐体３とが開
いた状態（開状態）と、図３から図５に示す操作部側筐体２と表示部側筐体３とが折り畳
まれた状態（閉状態）とにすることができる。ここで、閉状態とは、両筐体が互いに重な
るように配置された状態であり、開状態とは、両筐体が互いに重ならないように配置され
た状態をいう。更には、閉状態とは、操作部側筐体２における操作部１１が配置された第
１内面１２１と表示部側筐体３におけるメイン表示部２１が配置された第２内面１３１と
が対向して配置される状態をいい、開状態とは、第１内面１２１と第２内面１３１とが対
向せずに離間して配置される状態をいう。
【００２７】
　また、携帯電話機１は、操作部側筐体２における連結部４側の端部に形成される第１延
出部４６と、表示部側筐体３における連結部４側の端部に形成される第２延出部４７とを
有して構成される。第１延出部４６と第２延出部４７とは、互いに協働して携帯電話機１
を閉状態から開状態（第１開状態）に変形させる。第１延出部４６と第２延出部４７とを
利用することで、操作部側筐体２又は表示部側筐体３における側面や連結部４と反対の端
部側をつかむことなく閉状態から開状態（第１開状態）に変形させることができる。この
動作については、後に詳述する。
【００２８】
　図１及び図２に示すように、操作部側筐体２は、第１面としての第１内面１２１と、第
１内面１２１と反対側の面である第１外面１２２とを有する。
　また、操作部側筐体２は、第１内面１２１側に位置する第１内側部２ａと、第１外面１
２２側に位置する第１外側部２ｂとを有する。
【００２９】
　第１内側部２ａには、ラバー部材を含んで形成される。ラバー部材は、第１内側部２ａ
の表面全体に配置される。第１内側部２ａにおける表面（第１内面１２１）には、上記ラ
バー部材による複数の第１凸部４１と複数の第１凹部４３とが形成される。具体的には、
第１内側部２ａにおける表面（第１内面１２１）には、複数の第１凸部４１と複数の第１
凹部４３とが連結部４における開閉軸Ｘと直交するＹ１方向に沿って交互に形成される。
言い換えると、複数の第１凸部４１と複数の第１凹部４３は、全体として波状になるよう
に形成される。なお、この複数の第１凸部４１と複数の第１凹部４３とは、表面のみに上
記ラバー部材を有し、内部は上記ラバー部材以外の材質であるとしてもよい。
【００３０】
　ここで、複数の第１凸部４１それぞれは、閉状態において後述する表示部側筐体３側に
形成される複数の第２凹部４２に対応して形成される。また、複数の第１凹部４３それぞ
れは、閉状態において後述する表示部側筐体３側に形成される複数の第２凸部４４に対応
して形成される。言い換えると、操作部側筐体２側に形成される複数の第１凸部４１及び
複数の第１凹部４３と、表示部側筐体３側に形成される複数の第２凹部４２及び複数の第
２凸部４４とは、閉状態において互いにかみ合うように形成される。
【００３１】
　第１外側部２ｂは、携帯電話機１が閉状態において外面側に位置する。第１外側部２ｂ
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における外周は、第１内側部２ａよりも一回り大きくなるよう形成される。第１外側部２
ｂは、第１内側部２ａよりも幅広になるよう形成される。第１外側部２ｂには、後述する
第１延出部４６と、該第１延出部４６に含まれる開口部４８とが形成される。第１外側部
２ｂにおける第１延出部４６側は、第１内側部２ａと反対側である外側に向かって反るよ
うな形状を有する。また、第１外側部２ｂは、金属製の部材により構成される。
【００３２】
　図１及び図２に示すように、操作部側筐体２における第１内面１２１には、操作部１１
と、携帯電話機１の使用者が通話時に発した音声が入力される音声入力部１２とがそれぞ
れ露出するように構成される。
　また、図３から図５に示すように、操作部側筐体２における第１外面１２２には、第１
延出部４６が形成される。第１延出部４６には、開口部４８が形成される。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、操作部１１は、各種設定や電話帳機能やメール機能等の各
種機能を作動させるための機能設定操作キー１３と、電話番号の数字やメール等の文字等
を入力するための入力操作キー１４と、各種操作における決定や上下左右方向のスクロー
ル等を行う操作部材としての決定操作キー１５とにより構成される。操作部１１を構成す
る各キーそれぞれには、操作部側筐体２と表示部側筐体３との開閉状態や各種モード、或
いは起動されているアプリケーション等の種類に応じて所定の機能が割り当てられる（キ
ー・アサイン）。そして、使用者が各キーを押圧することにより、各キーに割り当てられ
ている機能に応じた動作が実行される。
【００３４】
　ここで、操作部１１を構成する各キー１３、１４、１５に対応して上述した第１凸部４
１及び第１凹部４３が形成される。具体的には、第１凸部４１は、各キー１３、１４、１
５が配置される位置に形成される。更に具体的には、第１凸部４１及び第１凹部４３それ
ぞれは、各キー１３、１４、１５のＹ１方向における各中央に第１凸部４１の突端部が位
置すると共に、各キー１３、１４、１５のＹ１方向における両端側に第１凹部４３が位置
するように形成される。なお、第１凸部４１は、各キー１３、１４、１５が配置される位
置以外に形成されるとしてもよい。
【００３５】
　音声入力部１２は、操作部側筐体２の長手方向における連結部４側と反対の外端部側に
配置される。つまり、音声入力部１２は、携帯電話機１が開状態において一方の外端部側
に配置される。
【００３６】
　操作部側筐体２における一方側の側面には、外部機器（例えば、ホスト装置）と通信を
行うためのインターフェース（図示せず）が配置される。操作部側筐体２の他方側の側面
には、所定の機能が割り当てられているサイドキーと、外部メモリの挿入及び取り出しが
行われるインターフェース（図示せず）とが配置される。インターフェースは、キャップ
により覆われている。各インターフェースは、不使用時にはキャップにより覆われる。
【００３７】
　図２から図５に示すように、第１延出部４６は、操作部側筐体２における連結部４側の
端部に形成される。第１延出部４６は、操作部側筐体２における第１外面１２２に形成さ
れる。具体的には、第１延出部４６は、操作部側筐体２における第１外側部２ｂの一部を
構成すると共に、第１外側部２ｂが延出して形成される。通常、閉状態にした携帯電話機
において、連結部が一方側の端部を構成する。つまり、通常、閉状態にした携帯電話機に
おいて、連結部側から部材等は延出していない。
【００３８】
　図３及び図４に示すように、第１延出部４６には、開口部４８が形成される。開口部４
８は、携帯電話機１における開閉状態が遷移した場合に第２延出部４７が挿通可能に形成
される。
　また、図５に示すように、第１延出部４６は、携帯電話機１が閉状態において、延出方
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向に向かうにしたがって第２延出部４７から離間するように形成される。第１延出部４６
は、表示部側筐体３側に形成される第２延出部４７と協働して、携帯電話機１における開
閉動作を行わせることができる。
【００３９】
　図１から図３に示すように、表示部側筐体３は、第２面としての第２内面１３１と、第
２内面１３１と反対側の面である第２外面１３２とを有する。
　また、表示部側筐体３は、第２内面１３１側に位置する第２内側部３ａと、第２外面１
３２側に位置する第２外側部３ｂとを有する。
【００４０】
　第２内側部３ａには、ラバー部材が配置される。図１に示すように、第２内側部３ａに
おける略中央には、メイン表示部２１が配置される。メイン表示部２１は第２内側部３ａ
に開口を形成して配置されるので、第２内側部３ａにおけるラバー部材で形成される部分
は、メイン表示部２１における外周の外側部分である。
【００４１】
　第２内側部３ａにおける表面（第２内面１３１）には、上記ラバー部材よる複数の第２
凹部４２と複数の第２凸部４４とが形成される。具体的には、第２内側部３ａにおける表
面（第２内面１３１）であってメイン表示部２１の外周の外側には、複数の第２凹部４２
と複数の第２凸部４４とが連結部４における開閉軸Ｘと直交するＹ２方向に沿って交互に
形成される。言い換えると、複数の第２凹部４２と複数の第２凸部４４は、メイン表示部
２１の外周に沿うように形成されると共に、全体として波状になるように形成される。な
お、この複数の第２凹部４２と複数の第２凸部４４とは、表面のみに上記ラバー部材を有
し、内部は上記ラバー部材以外の材質であってよい。
【００４２】
　ここで、上述の通り、複数の第２凹部４２それぞれは、閉状態において操作部側筐体２
側に形成される複数の第１凸部４１に対応して形成される。また、複数の第２凸部４４そ
れぞれは、閉状態において操作部側筐体２側に形成される複数の第１凹部４３に対応して
形成される。言い換えると、表示部側筐体３側に形成される複数の第２凹部４２及び複数
の第２凸部４４と、操作部側筐体２側に形成される複数の第１凸部４１及び複数の第１凹
部４３とは、閉状態において互いにかみ合うように形成される。
【００４３】
　第２外側部３ｂは、携帯電話機１が閉状態において外面側に位置する。第２外側部３ｂ
における外周は、第２内側部３ａよりも一回り大きくなるよう形成される。第２外側部３
ｂは、第２内側部３ａよりも幅広になるよう形成される。第２外側部３ｂには、後述する
第２延出部４７を含む延出部材４９と、太陽電池パネル１４０と、カメラ部１４１と、サ
ブ表示部９１とが配置される。
【００４４】
　図１に示すように、表示部側筐体３における第２面としての第２内面１３１側には、各
種情報を表示するためのメイン表示部２１と、通話の相手側の音声を出力するレシーバと
しての音声出力部２２と、が露出するように配置される。
　図１から図３に示すように、表示部側筐体３における第２内面１３１と反対側の面であ
る第２外面１３２には、太陽電池パネル１４０と、カメラ部１４１と、第２延出部４７を
含む延出部材４９と、延出部材４９に形成されるすべり止め部９３と、サブ表示部９１と
、が外部に露出するように収納配置される。
【００４５】
　太陽電池パネル１４０は、第２外面１３２における中央領域に配置される。太陽電池パ
ネル１４０は、携帯電話機１を閉状態した場合、外面に露出するよう表示部側筐体３に収
納配置される。太陽電池パネル１４０は、複数の太陽電池セル１４０ａにより構成される
。太陽電池パネル１４０は、太陽エネルギーを電力に変換する。太陽電池パネル１４０に
より得られた電力は、不図示の電源回路部を介して不図示のバッテリに充電される。
【００４６】



(9) JP 5009128 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

　カメラ部１４１は、表示部側筐体３の第２外面１３２における連結部４側と反対側の端
部に配置される。カメラ部１４１は、不図示のレンズ部と不図示の撮像部を有して構成さ
れる。所定の被写体はレンズ部を介して撮像部により撮像される。撮像部に撮像された被
写体の画像データは、不図示のＣＰＵによりメイン表示部２１に表示可能に処理される。
【００４７】
　延出部材４９は、表示部側筐体３における連結部４側の端部側に配置される。図３に示
すように、延出部材４９は略正方形の金属製板状部材であり、一端側が連結部４を越えて
延出するよう配置される。言い換えると、延出部材４９は、第２延出部４７を含んで構成
される。
【００４８】
　延出部材４９には、すべり止め部９３が形成される。すべり止め部９３は、延出部材４
９における延出側に形成される。言い換えると、すべり止め部９３は、第２延出部に形成
される。すべり止め部９３は、延出部材４９（第２延出部４７）における延出方向に直交
するように形成される複数の溝部により構成される。すべり止め部９３は、操作時に指等
が配置される位置に形成される。ここで、すべり止め部９３は、複数の溝部に限定されず
、例えば、文字等を刻印して形成してもよく、摩擦係数の高い材料で構成される部材を配
置して形成してもよい。
【００４９】
　サブ表示部９１は、表示部側筐体３における第２外面側に露出して配置される。サブ表
示部９１は、太陽電池パネル１４０と、第２延出部４７を含む延出部材４９と同じ面側に
配置される。具体的には、サブ表示部９１は、太陽電池パネル１４０に並んで配置される
延出部材４９に形成された円状の開口から外部に露出するように配置される。サブ表示部
９１は、延出部材４９における太陽電池パネル１４０側の領域に配置される。サブ表示部
９１は、延出部材４９における第２延出部４７に対応する領域とは異なる領域に配置され
る。なお、サブ表示部９１が、操作部側筐体２の第１外面１２２に設けられているとして
もよい。
【００５０】
　サブ表示部９１は、サブ液晶パネルと、サブ液晶パネルを駆動する駆動回路と、サブ液
晶パネルの背面側から光を照射するバックライト等の光源部とから構成される。サブ表示
部９１は、太陽電池パネル１４０が外部に露出された状態で外部に露出して配置される。
サブ表示部９１には、太陽電池パネル１４０によるバッテリの充電率を表示させることが
できる。例えば、太陽電池パネル１４０を外部に露出させて充電させている状態で、サブ
表示部９１にバッテリの充電率の推移を表示させることができる。
【００５１】
　第２延出部４７は、表示部側筐体３における連結部４側の端部に形成される。第２延出
部４７は、表示部側筐体３における第２外面１３２側に形成される。具体的には、第２延
出部４７は、第２外面１３２側に配置された上述の延出部材４９により形成される。また
、上述の通り、第２延出部４７の延出方向における端部には、すべり止め部９３が形成さ
れる。
【００５２】
　第２延出部４７は、操作部側筐体２に形成された第１延出部４６と閉状態において対向
して配置される。第２延出部４７は、携帯電話機１が開閉された場合において、第１延出
部４６に形成された開口部４８に挿通するよう形成される。第２延出部４７は、操作部側
筐体２側に形成される第１延出部４６と協働して、携帯電話機１における開閉動作を行わ
せることができる。
【００５３】
　次いで、操作部側筐体２及び表示部側筐体３の内部構造について説明する。
　操作部側筐体２は、キー構造部と、キー基板と、ケース体と、基準電位パターン層及び
携帯電話機用のＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール等の各種電子部品を
備えるメイン回路基板と、バッテリとを備える。
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【００５４】
　操作部側筐体２における第１内面１２１には、複数のキー孔が形成される。複数のキー
孔それぞれからは、機能設定操作キー１３を構成する機能設定操作キー部材の押圧面、入
力操作キー１４を構成する入力操作キー部材の押圧面、及び決定操作キー１５を構成する
決定操作キー部材の押圧面が露出される。この露出した機能設定操作キー部材、入力操作
キー部材及び決定操作キー部材の押圧面を押し下げるように押圧することで、対応するキ
ースイッチそれぞれに設けられる後述のメタルドーム（椀状形状）の頂点が押圧され、ス
イッチ端子に接触して電気的に導通する。
【００５５】
　キー構造部は、操作部材と、補強部材としてのキーフレームと、シート部材としてのキ
ーシートと、により構成される。
【００５６】
　操作部材は、複数のキー操作部材により構成される。具体的には、機能設定操作キー部
材と、入力操作キー部材と、決定操作キー部材とにより構成される。操作部材を構成する
各操作キー部材それぞれは、後述するキーフレームを挟んでキーシートに接着される。キ
ーシートに接着された各操作キー部材それぞれにおける押圧面は、上述の通り、キー孔そ
れぞれから外部に露出して配置される。各操作キー部材１３、１４、１５は、外面が凸状
になるよう形成される。この各操作キー部材１３、１４、１５における凸形状は、上述し
た第１凸部４１を構成する。
【００５７】
　キーフレームは、孔部が複数形成された金属性の板状部材である。キーフレームは、入
力操作キー部材の押圧によるメイン回路基板等への悪影響を防ぐための補強部材である。
また、キーフレームは導電性の部材であり、入力操作キー部材における静電気を逃がすた
めの部材としても機能する。キーフレームに形成される複数の孔部には、後述するキーシ
ートに形成される凸部が嵌合するように配置される。そして、この凸部に入力操作キー部
材が接着される。
【００５８】
　キーシートは、可撓性を有するシリコンゴム製のシート状部材である。キーシートには
、上述の通り、複数の凸部が形成される。複数の凸部は、キーシートにおけるキーフレー
ムが配置される側の面に形成される。この複数の凸部それぞれは、後述するキースイッチ
に対応する位置に形成される。
【００５９】
　キー基板は、キーシート側に配置される複数のキースイッチを有する。複数のキースイ
ッチそれぞれは、各操作部材に対応する位置に配置される。キー基板に配置されるキース
イッチは、椀状に湾曲して立体的に形成された金属板のメタルドームを有する構造になっ
ている。メタルドームは、その椀状形状の頂点が押圧されると、キー基板の表面に印刷さ
れた電気回路（図示せず）に形成されるスイッチ端子に接触して電気的に導通するように
構成される。なお、キー基板は、複数の絶縁層（絶縁フィルム）の間に配線を挟み込んだ
ものである。
【００６０】
　キー基板がケース体における平板部に載置されるので、操作部材それぞれが押圧される
ことによる圧力や撓みは、ケース体の下方に配置されるメイン回路基板に伝達されにくい
。
【００６１】
　ケース体は、薄型の直方体における一の広い面が開口した形状を有する導電性の部材で
ある。ケース体は、平板部における開口側の面に略垂直に形成されるリブを有する。リブ
は、メイン回路基板に実装される各種電子部品のうち最も高さのある電子部品の高さと同
等又はそれよりも十分に高くなるよう形成される。リブは、平板部の周縁及び内側に基準
電位部を構成する基準電位パターン層に対応するように形成される。具体的には、ケース
体がメイン回路基板に載置された状態で、基準電位パターン層上に配置されるようにリブ



(11) JP 5009128 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

が形成される。なお、ケース体は、金属により形成するほか、骨格を樹脂により形成し、
その表面に導体膜を形成したものでもよい。
【００６２】
　ケース体は、リブの底面が基準電位パターン層に当接されることで、該基準電位パター
ン層と電気的に接続される。ケース体は、基準電位パターン層と電気的に導通して該基準
電位パターン層と同じ大きさの電位を有するようになる。つまり、ケース体は、シールド
ケースとして機能する。ケース体は、シールドケースとして外部からの高周波等のノイズ
がメイン回路基板に配置される各種電子部品に作用するのを抑制すると共に、ＲＦ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路、ＣＰＵ回路、電源回路等から放出されるノイズを遮
蔽して、他の電子部品やアンテナに接続される受信回路等に作用することを抑制する。具
体的には、ケース体におけるリブの底面が基準電位パターン層上に配置されることで、後
述する各回路はリブにより囲われると共に平板部の一部により覆われる。リブは、各回路
における隔壁として機能し、平板部の一部と共に各回路をシールドする。
【００６３】
　メイン回路基板には、アンテナが送受信する信号を処理する信号処理部を含む不図示の
各種電子部品や回路が配置される。各種電子部品は、所定の組み合わせにより複数の回路
ブロックを形成する。例えば、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路、電源回路
等を含む各種回路ブロックが形成される。
【００６４】
　メイン回路基板におけるケース体側の面には、上述の各種電子部品のほか、基準電位部
を構成する基準電位パターン層が形成される。基準電位パターン層は、上述の各回路ブロ
ックを区画するように形成される。基準電位パターン層は、メイン回路基板の面における
表面に導電性の部材を所定パターンで印刷することで形成される。
【００６５】
　操作部側筐体２における一端側には、ユーザの音声を入力する不図示の音声入力部１２
（特にマイク）が収容される。また、操作部側筐体２には、不図示のアンテナ部が収納配
置される。
【００６６】
　表示部側筐体３は、音声出力部２２と、メイン表示部２１と、サブ表示部９１と、カメ
ラ部１４１と、液晶回路基板とが配置される。メイン表示部２１と、サブ表示部９１と、
カメラ部１４１とにおける説明は、上述の通りである。
【００６７】
　続けて、図１２により、携帯電話機１の回路構成について説明する。図１２は、携帯電
話機１の回路ブロック図である。
　図１２に示すように、操作部側筐体２に配置される操作部１０１と、音声入力部１２と
、メインアンテナ４０と、ＲＦ回路部８１と、メインＬＣＤ制御部８２と、サブＬＣＤ制
御部９０と、音声処理部８３と、メモリ８４と、ＣＰＵ４５と、電源部８６と、制御ＩＣ
８７と、表示部側筐体３に配置されるメイン表示部２１と、サブ表示部９１と、音声出力
部２２と、メインドライバＩＣ２５と、サブドライバＩＣ２６とを備える。
【００６８】
　無線通信部を構成するメインアンテナ４０は、所定の使用周波数帯（例えば、８００Ｍ
Ｈｚ）で外部装置と通信を行う。メインアンテナ４０により、音声通話のほか電子メール
の送受信が行われる。
【００６９】
　本実施形態では、所定の使用周波数帯を８００ＭＨｚとしたが、異なる他の周波数帯で
あってもよい。また、メインアンテナ４０は、所定の使用周波数帯だけでなく、他の使用
周波数帯（例えば、２ＧＨｚ）にも対応できるいわゆるデュアルバンド対応型による構成
であってもよい。
【００７０】
　ＲＦ回路部８１は、メインアンテナ４０によって受信した信号を復調処理し、処理後の
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信号をＣＰＵ４５に供給すると共に、ＣＰＵ４５から供給された信号を変調処理し、メイ
ンアンテナ４０を介して外部装置（基地局）に送信するよう構成される。
【００７１】
　ＣＰＵ４５は、携帯電話機１の全体を制御する。ＣＰＵ４５は、特に、ＲＦ回路部８１
、メインＬＣＤ制御部８２及び音声処理部８３に対して所定の制御を行う。
【００７２】
　メインＬＣＤ制御部８２は、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、入力された画像データに
対して所定の画像処理を行うと共に、画像処理された画像データをメインドライバＩＣ２
５に出力する。メインドライバＩＣ２５は、メインＬＣＤ制御部８２から入力された画像
データをフレームメモリに蓄えると共に、該フレームメモリに蓄えられた画像データを所
定のタイミングでメイン表示部２１に出力する。
【００７３】
　メイン表示部２１は、メインドライバＩＣ２５から入力されたデータに基づいて、所定
の文字や画像を表示する。メイン表示部２１には、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、各機
能を示す画像（例えば、アイコン等）や文字列等が表示される。
【００７４】
　サブＬＣＤ制御部９０は、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、入力された画像データに対
して所定の画像処理を行うと共に、画像処理された画像データをサブドライバＩＣ２６に
出力する。サブドライバＩＣ２６は、サブＬＣＤ制御部９０から入力された画像データを
フレームメモリに蓄えると共に、該フレームメモリに蓄えられた画像データを所定のタイ
ミングでサブ表示部９１に出力する。
【００７５】
　サブ表示部９１は、サブドライバＩＣ２６から入力されたデータに基づいて、所定の文
字や画像を表示する。サブ表示部９１には、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、太陽電池パ
ネル１４０によるバッテリの充電率等が表示される。
【００７６】
　メモリ８４は、所定のデータが格納されている。具体的には、メモリ８４には、各種機
能プログラムや通信時に利用されるアドレス情報等が記憶される。
【００７７】
　音声処理部８３は、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、ＲＦ回路部８１から供給された信
号に対して所定の音声処理を行うと共に、音声処理された信号を音声出力部２２に出力す
る。音声出力部２２は、音声処理部８３から供給された信号に基づいて外部に放音（出力
）する。また、音声処理部８３は、ＣＰＵ４５の制御にしたがって、音声入力部１２から
入力された信号に対して所定の処理をすると共に、処理された信号をＲＦ回路部８１に出
力する。ＲＦ回路部８１は、音声処理部８３から入力された信号に所定の処理を行うと共
に、処理がされた信号をメインアンテナ４０に出力する。
【００７８】
　電源部８６は、バッテリを有して構成される。バッテリは、所定容量を有すると共に充
電可能な電池である。制御ＩＣ８７は、電源部８６から供給される電源電圧を所定の電源
電圧に変換し、変換後の電源電圧を携帯電話機１における各部（例えば、ＣＰＵ４５等）
に供給すると共に、太陽電池パネル１４０により発電された電力をバッテリに充電させる
。
【００７９】
　図６から図９により、表示部側筐体３が外部に露出した状態でポケット９００に収納配
置させる手順について説明する。
　図６は、閉状態における携帯電話機１の側面図を示す。図７は、第１開状態における携
帯電話機１の側面図を示す。図８は、第１開状態の携帯電話機１をポケット９００に収納
させた状態を説明する図を示す。図９は、携帯電話機１がポケット９００を構成するシー
ト部材９１０に取り付けられた状態を説明する図を示す。
【００８０】
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　まず、図６に示す閉状態の携帯電話機１における第１延出部４６と第２延出部４７とに
、図７に示すようにそれぞれ矢印Ｔ１、Ｔ２方向に力を加えることで、操作部側筐体２に
おける先端部と表示部側筐体３における先端部とを離間させる（第１開状態）。例えば、
第１延出部４６と第２延出部４７とを指でつまむようにして操作部側筐体２における先端
部と表示部側筐体３における先端部とを離間させて第１開状態にする。
【００８１】
　次いで、図８に示すように、第１開状態を維持しながら、操作部側筐体２と表示部側筐
体３とがポケット９００を構成するシート部材９１０を挟むような位置に携帯電話機１を
配置する。具体的には、第１開状態の携帯電話機１における第１内面１２１と第２内面１
３１との間にシート部材９１０が位置するように該携帯電話機１を配置する。
【００８２】
　続けて、図９に示すように、第１延出部４６と第２延出部４７に加えられる矢印Ｔ１、
Ｔ２方向の力を解除する。例えば、第１延出部４６と第２延出部４７とをつまんでいた指
を離すことで、操作部側筐体２における先端部と表示部側筐体３における先端部とをそれ
ぞれ矢印Ｔ３、Ｔ４方向に移動させる。これにより、携帯電話機１は、操作部側筐体２と
表示部側筐体３とがシート部材９１０を挟み込んだ状態でポケット９００に収納される。
【００８３】
　この状態において、第１内面１２１に形成された複数の第１凸部４１及び複数の第１凹
部と、第２内面１３１に形成された複数の第２凹部４２及び複数押の第２凸部４４とが、
シート部材９１０を互いにかみ合うようにして挟み込む。これにより、携帯電話機１は、
シート部材９１０から抜けないようにして表示部側筐体３が外部に露出された状態でポケ
ット９００に収納される。また、第１内面１２１と第２内面１３１における表面には、柔
らかく摩擦係数の高いラバー部材が配置されるので、シート部材９１０から抜けにくい状
態で取り付けられると共に、被服の一部であるシート部材９１０を傷つけない。
【００８４】
　続けて、図１０及び１１により、太陽電池パネル１４０により充電する態様を説明する
。図１０は、携帯電話機１におけるポケット９００に収納した状態で充電する態様を説明
する図を示す。図１１は、携帯電話機１における水平面上に載置した状態で充電する態様
を説明する図を示す。
【００８５】
　図１０に示すように、上述の手順で表示部側筐体３が外部に露出してポケット９００に
収納した携帯電話機１において、太陽電池パネル１４０は、常時外部に露出した状態であ
る。言い換えると、太陽電池パネル１４０は常時太陽光を受光可能な状態で維持される。
つまり、携帯電話機１は、ポケット９００を構成するシート部材９１０に取り付けられる
と共に、太陽電池パネル１４０により受光可能な態様で持ち歩きされる。
【００８６】
　また、図１０に示すように、サブ表示部９１が太陽電池パネル１４０と同様に外部に露
出して配置されるので、サブ表示部９１に表示される内容は、常時外部から視認すること
ができる。例えば、太陽電池パネル１４０による充電をしながらサブ表示部９１によりバ
ッテリの充電率を表示させることができる。これにより、太陽電池パネル１４０による充
電に対するインセンティブを与えることもできる。
【００８７】
　続けて、図１１に示すように、携帯電話機１は、水平面上に載置した状態で太陽電池パ
ネル１４０による充電をすることができる。この場合、図１１に示すように、携帯電話機
１は、水平面に対して所定の角度をなすように配置される。つまり、水平面側に配置され
る操作部側筐体２における第１延出部４６が水平面側に向かうように反って形成されるの
で、携帯電話機１は水平面に対して所定の角度をなすように配置される。これにより、太
陽電池パネル１４０は、太陽光に対してより垂直に近い角度で対向して配置されることが
できる。
【００８８】
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　本実施形態によれば、閉状態において、操作部側筐体２における第１内面１２１に形成
される複数の第１凸部４１及び複数の第１凹部４３と、表示部側筐体３における第２内面
１３１に形成される複数の第２凹部４２及び複数の第２凸部４４とがかみ合うように配置
される。これにより、携帯電話機１は、シート部材９１０を表示部側筐体３と操作部側筐
体２とで挟み込むようにしてポケット９００に収納されるので、落下が抑制される。特に
、かみ合わせ面が波状であるので、かみ合わせ面における面積が広くなることや、かみ合
わせ面が平面でないことにより、高い落下抑制機能を有する。本実施形態によれば、携帯
電話機１における携帯性が向上される。また、第２凸部４４と第２凹部４２とが、メイン
表示部２１の周囲に形成されるため、第２凸部４４と第２凹部４２とを設けるためにメイ
ン表示部２１を小さくする必要がなくなり、筐体内の表面を有効に利用することができる
。
【００８９】
　また、本実施形態によれば、操作部側筐体２における連結部４側に第１延出部４６が形
成されると共に、表示部側筐体３における連結部４側に第２延出部４７が形成される。こ
れにより、携帯電話機１を簡易に開閉させることができる。また、これにより、簡易にシ
ート部材９１０を挟むようにして携帯電話機１をポケット９００に収納させることができ
る。
【００９０】
　また、本実施形態によれば、第２延出部４７は、閉状態において、延出方向に向かうに
したがって第１延出部４６側から離間するように形成される。これにより、開閉操作時に
おける操作性が向上される。
【００９１】
　また、本実施形態によれば、複数の第１凸部４１それぞれは複数の操作キー１３、１４
、１５それぞれに対応して形成される。これにより、操作キー１３、１４、１５それぞれ
における押し下げ操作を好適に行うことができる。
【００９２】
　また、本実施形態によれば、表示部側筐体３における第２外面１３２に太陽電池パネル
が配置される。これにより、携帯電話機１を操作部側筐体２と表示部側筐体３とがシート
部材９１０を挟み込むようにしてポケット９００に収納された状態で、太陽電池パネル１
４０により充電をすることができる。
【００９３】
　また、本実施形態によれば、サブ表示部９１は、太陽電池パネル１４０と同じ面側に配
置される。これにより、太陽電池パネル１４０による充電を行いながらサブ表示部９１に
表示される情報の内容を確認することができる。例えば、太陽電池パネル１４０による充
電をしながらサブ表示部９１に表示されたバッテリの充電率を確認することができる。こ
の場合、太陽電池パネル１４０による充電を促す効果を期待できる。また、サブ表示部９
１を太陽電池パネル１４０と異なる面側に配置した場合は、太陽電池パネル１４０による
充電中において、サブ表示部９１を、太陽電池パネル１４０の露出面とは反対の面側に配
置することとなり、サブ表示部９１を保護することができる。
【００９４】
　また、本実施形態によれば、操作部側筐体２における第１内面１２１と、表示部側筐体
３における第２内面１３１とにおける表面に柔らかく摩擦係数の高いラバー部材が配置さ
れる。これにより、上述の落下抑制機能が向上される。また、操作部側筐体２と表示部側
筐体３とによりシート部材９１０を挟むことによる被服の一部であるシート部材９１０を
傷つけることを抑制することができる。
【００９５】
　また、本実施形態によれば、操作部側筐体２における第１外側部２ｂが第１内側部２ａ
よりも幅広であると共に、表示部側筐体３における第２外側部３ｂが第２内側部３ａより
も幅広である。これにより、操作部側筐体２や表示部側筐体３における側部をつかんで開
閉させる場合において、その操作性が向上される。
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【００９６】
　以上、好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるこ
となく種々の形態で実施することができる。例えば、本実施形態において、携帯電子機器
として携帯電話機１について説明しているが、これに限定されず、ＰＨＳ（登録商標；Ｐ
ｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、ノートパソ
コン等であってもよい。
【００９７】
　また、本実施形態においては、携帯電子機器として連結部４により開閉可能な携帯電話
機１（１軸ヒンジタイプ、折り畳みタイプ）の説明をしているが、これに限定されず、携
帯電話機１は、開閉及び回転可能ないわゆる２軸ヒンジタイプであってもよいし、筐体の
厚さ方向に平行な軸を中心として回動自在なタイプ（ターンタイプ、リボルバタイプ）で
あっても良いし、筐体の長手方向に平行に相対移動可能なスライドタイプであっても良い
。この場合、それぞれの筐体は互いに閉じる方向に、例えばバネを用いて付勢されている
。
【００９８】
　また、本実施形態においては、第２延出部４７に開口部４８を形成することで、開閉動
作時に第１延出部４６と第２延出部４７とが交差するようにしているが、これに限定され
ず、第１延出部４６と第２延出部４７とを携帯電話機１における幅方向において互い違い
になる位置に形成してもよい。
【００９９】
　また、本実施形態においては、第２延出部４７が第１延出部４６側から離間するように
延出するよう形成されるが、これに限定されず、第１延出部４６が第２延出部４７側から
離間するように形成されてもよい。更には、第１延出部４６と第２延出部４７とが互いに
離間するように形成されてもよい。
【０１００】
　また、本実施形態においては、第１凸部４１、第１凹部４３、第２凹部４２、第２凸部
４４はそれぞれ複数形成されるが、これに限定されず、１つであってもよい。第１凸部４
１、第１凹部４３、第２凹部４２、第２凸部４４はそれぞれ緩やかな曲線状に形成される
が、これに限定されず、断面形状が三角状になるように形成されてもよく、断面形状が四
角状になるように形成されてもよい。
【０１０１】
　また、本実施形態においては、太陽電池パネル１４０は、表示部側筐体３における第２
外面１３２側に配置されるが、これに限定されず、操作部側筐体２における第１外面１２
２側に配置されてもよい。
【０１０２】
　また、本実施形態において、メイン表示部２１及びサブ表示部９１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）であるが、これに限定されず、例えば、有機
ＥＬ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）や、発光ダイオー
ド（Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等であってもよい。
【０１０３】
　また、本実施形態において、サブ表示部９１は、バッテリの充電率や各種情報を表示す
る。ここで、サブ表示部９１に表示させる各種情報には、携帯電話機１の所有者等を表示
する情報（例えば、氏名、写真、社員番号等のＩＤ）を含む。また、サブ表示部９１を延
出部材４９における第２延出部４７とは異なる領域に配置されることから、第２筐体とし
ての操作部側筐体２表面を有効に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】携帯電話機１を開いた状態における正面図を示す。
【図２】携帯電話機１を開いた状態における側面図を示す。
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【図３】携帯電話機１を閉じた状態における表示部側筐体３側の平面図を示す。
【図４】携帯電話機１を閉じた状態における操作部側筐体２側の平面図を示す。
【図５】携帯電話機１を閉じた状態における側面図を示す。
【図６】閉状態における携帯電話機１の側面図を示す。
【図７】第１開状態における携帯電話機１の側面図を示す。
【図８】第１開状態の携帯電話機１をポケット９００に収納させた状態を説明する図を示
す。
【図９】携帯電話機１がポケット９００を構成するシート部材９１０に取り付けられた状
態を説明する図を示す。
【図１０】携帯電話機１においてポケット９００に収納した状態で充電する態様を説明す
る図を示す。
【図１１】携帯電話機１において水平面上に載置した状態で充電する態様を説明する図を
示す。
【図１２】携帯電話機１の回路ブロック図を示す。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　　　携帯電話機
　２　　　　操作部側筐体
　３　　　　表示部側筐体
　４　　　　連結部
　４１　　　第１凸部
　４２　　　第２凹部
　４３　　　第１凹部
　４４　　　第２凸部
　４６　　　第１延出部
　４７　　　第２延出部
　４８　　　開口部
　４９　　　延出部材
　１２１　　第１内面
　１３１　　第２内面
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