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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　第１の筺体と、第２の筺体と、この２つの筺体を一方向にスライド可能に連結するス
ライド機構部とを備え、
　前記スライド機構部は、前記第１の筺体と前記第２の筺体とを前後関係を成すように、
前記第１の筺体の後方に前記第２の筺体を重ねた第１の状態と、前記一方向に２つの筺体
を相互に移動させた第２の状態を取り得るように連結し、
　前記第１の筺体は、前記第１の状態において、前記一方向の一端部が前記第２の筺体と
重ならない部分を備え、
　前記第１の筺体は、前記重ならない部分に回転可能に設けられたカメラ部と、前記重な
らない部分の両側面に設けられた一対のスピーカ部とを備え、
　前記一対のスピーカ部は、その前部に設けられた放音穴をそれぞれ備え、
　前記放音穴の一方は、前記第１の筺体の上方に向けて形成され、前記放音穴の他方は、
前記第１の筺体の下方に向けて形成されている
　ことを特徴とする携帯情報端末。
【請求項２】
　　請求項１記載の携帯情報端末において、
　前記第２の筺体は、その側面に配置された複数のスイッチを備え、
　前記複数のスイッチは、少なくとも、撮影スイッチと、当該携帯情報端末の動作モード
を切り替えるモード切替スイッチとから構成されている
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　ことを特徴とする携帯情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の筐体をスライド可能に連結することで、縮小時にはコンパクトな形態
を取り、伸ばした状態では使用者の耳と口に合った長さを得られるスライド式の携帯情報
端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カメラ機能を備えた携帯電話が脚光を浴びている。これらの携帯電話は、携帯時
にはコンパクトで、通話時には耳と口にあった長さを備えるように形態を変化させるもの
が主流となっている。これら従来例は、２つの筐体を連結部を介して折りたたみ可能に設
けたものが主流であったが、最近は多様な構造を備えたものが提案されている。
  その１つに、２つの筐体をスライド可能に連結し、携帯時や撮影時には重ねた状態で、
通話時には引き伸ばして、所定の長さを得るようにしたものがある。
【０００３】
【特許文献１】特開平２００３－３２３３５号公報
【０００４】
【特許文献２】特開２００３－１１０６７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記従来例では、薄い２つの筐体をスライド可能に連結しているので、これら筐体に内
部装置を配置することが大きな課題である。例えば、内部装置を効率よく配置できないと
、装置が大型化し、携帯性を損なうこととなる、特に、カメラ機構部は、光学式の望遠機
能を充実させると大型化することとなり、２つの筐体をスライドさせるこのタイプの構造
には不向きなことが懸念される。
【０００６】
　更にまた、これら携帯電話では、薄い２つの筐体を単純にスライドさせると、通話時の
落下や、通話姿勢で筐体を保持する指が頬に触れて、良好な通話姿勢が取れない課題があ
る。
  そこで、この発明の目的は、内部実装効率が良好でコンパクトな形態を備えたスライド
式の携帯情報端末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明は、第１の筺体と、第２の筺体と、この２つの筺体
を一方向にスライド可能に連結するスライド機構部とを備え、前記スライド機構部は、前
記第１の筺体と前記第２の筺体とを前後関係を成すように、前記第１の筺体の後方に前記
第２の筺体を重ねた第１の状態と、前記一方向に２つの筺体を相互に移動させた第２の状
態を取り得るように連結し、前記第１の筺体は、前記第１の状態において、前記一方向の
一端部が前記第２の筺体と重ならない部分を備え、前記第１の筺体は、前記重ならない部
分に回転可能に設けられたカメラ部と、前記重ならない部分の両側面に設けられた一対の
スピーカ部とを備え、前記一対のスピーカ部は、その前部に設けられた放音穴をそれぞれ
備え、前記放音穴の一方は、前記第１の筺体の上方に向けて形成され、前記放音穴の他方
は、前記第１の筺体の下方に向けて形成される構成とする。

【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、内部実装効率が良好でコンパクトな形態を備えたスライド式の携帯情
報端末を提供することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明に係る携帯情報端末の実施形態を、携帯電話を例として図面により説明す
る。ここで、同一の部材や部位は同符号をもって示し、重複した説明を省略する。
（第１の実施形態）
  図１から図７は本発明による携帯情報端末の第１の実施形態を示す図であり、図１は携
帯電話の外観図、図２は携帯電話の断面図、図３は筐体を縮めた状態の外観図、図４は筐
体を引き伸ばした状態の外観図、図５はスライド機構を示す断面図、図６は筐体を引き伸
ばした状態の保持姿勢の説明図、図７は筐体を縮めた状態のカメラ撮影姿勢の説明図であ
る。
【００１０】
　先ず、図１を参照して、第１の実施形態に係る携帯電話の概略構造を説明する。図１に
おいて、図１（ａ）と図１（ｂ）は筐体を縮めた第１の状態の斜視図で、図１（ａ）が正
面側、図１（ｂ）が背面側からみた斜視図である。また図１（ｃ）と図１（ｄ）は筐体を
引き伸ばした第２の状態の斜視図で、図１（ｃ）が正面側、図１（ｄ）が背面側からみた
斜視図である。
【００１１】
　この実施形態に係る携帯電話は、通常の電話機能に加えて、テレビ放送や、各種の画像
または音声の再生、更に情報端末としての機能を備えている。符号１で総括的に示す携帯
電話は、第１の筐体１００と、第２の筐体２００と、この２つの筐体をスライド可能に連
結するスライド機構部３００とを備えている。この実施形態では、前記２つの筐体で構成
される筐体１０全体を奥行方向Ｄより高さ方向Ｈが大きく、高さ方向Ｈより幅方向Ｗが大
きい薄型偏平な直方体形状を基調としている。
【００１２】
　そして、この実施形態では、幅方向Ｗに対して左右に２分割し、この分割部分を介して
２つの筐体が前後関係を持つように上面からみて斜めに分割する。即ち、この実施形態で
は、２つの筐体の分割部分の厚みが、上面からみて、幅方向Ｗの一方から他方に向かって
徐々に細くなる第１の筐体１００と第２の筐体２００とから構成する。
【００１３】
　更に、第１と第２の筐体を厚みのある一端側１０１、２０１と薄い他端側１０２、２０
２とが前後に位置するように重ねて組み合わせ、この２つの筐体の接触する面をスライド
面３０１として、筐体１０の幅方向Ｗにスライドする構造としている。これにより、図１
（ａ）および図１（ｂ）で示すように、２つの筐体を重ねた（縮めた）第１の状態では、
筐体１０を直方体、即ち、薄い箱形の形状とし、２つの筐体を幅方向Ｗに引き伸ばした第
２の状態では、幅方向Ｗの両端が奥行きがあり、２つの筐体が重なる中央部分は奥行きの
少ない形状とすることができる。
  したがって、第１の状態をコンパクトで携帯性に優れた形状とすることができるととも
に、引き伸ばした第２の状態では、引き伸ばした筐体１０の長手方向（幅方向Ｗ）を上下
に保持することで、使用者の耳と口にあった長さが得られ、かつ保持性が良好な形状に変
化させることができる。
【００１４】
　また、この実施形態では、第１の状態では、第１の筐体１００の広い面（正面）１０３
の片側（薄い他端側１０２）に第２の筐体２００の一部２０４を配置させることができる
。この第２の筐体の一部２０４は、常に第１の筐体１００の広い面１０３の片側に配置さ
れる。即ち、２つの筐体を引き伸ばした状態でも、第１の筐体１００の幅方向Ｗの片側に
第２の筐体２００の一部２０４を位置させることができる。
【００１５】
　この実施形態では、この第１、第２の状態でも第１の筐体１００の広い面１０３の片側
に位置する第２の筐体２００の一部２０４に、第２のスピーカ部２０５を配置し、この第
２の筐体２００の一部２０４と対向する第１の筐体１００の片側（厚みのある一端側１０
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１）に第１のスピーカ部１０５を配置する。そして、この２つスピーカ部の間の第１の筐
体１００の広い面１０３に表示部１１０を配置する。これにより、第１、第２の状態でも
、表示部１１０の両側に一対のスピーカ部１０５、２０５を位置させることができる。し
たがって、この表示部１１０とスピーカ部１０５、２０５の配置関係を利用して、テレビ
放送や再生映像などの各種の画像を前記表示部１１０に表示させながら、その両側に配置
される一対のスピーカ部１０５、２０５を介してステレオ音響の放音を可能とすることが
できる。更に、この実施形態では、表示部１１０と第２のスピーカ部２０５の間の第１の
筐体１００にファンクションキー部１１１を配置する。このファンクションキー部１１１
は、この携帯電話１の使用頻度の高い複数の操作スイッチから構成される。したがって、
この実施形態では、ファンクションキー部１１１が第１、第２の状態でも常に露出して配
置されるので、このファンクションキー部１１１を介して各種モードでの操作が可能とな
る。
【００１６】
　また、この実施形態では、第１の筐体１００の片側（厚みのある一端側１０１）に図示
しないレシーバー部、第２の筐体２００の一部２０４にマイク部２１０をそれぞれ配置し
ている。これにより、筐体１０を引き伸ばした第２の状態では、この筐体１０の長手方向
（幅方向Ｗ）の一端側に配置されるレシーバー部と、他の一端側に配置されるマイク部２
１０を使用者の耳と口に合った位置とすることができる。一方、このマイク部２１０は、
第１の状態でも露出して設けているので、第１の状態での録音に使用することができる。
【００１７】
　また、この実施形態では、第１の状態において、筐体１０の裏面側も、前記した正面側
と同様に、第２の筐体２００の片側（薄い他端側２０２）に第１の筐体１００の一部１０
４を位置させることができる。この第１の筐体１００の一部１０４も第１、第２の状態で
も常に筐体１０の外表面に露出するように構成される。この実施形態では、この第１の筐
体１００の一部１０４にカメラ装置の撮影窓１１２を設けている。したがって、この実施
形態では、第１および第２のいずれの状態でも、このカメラ装置の撮影窓１１２を利用し
てカメラ撮影を行うことができる。
【００１８】
　そして、この実施形態の特徴の１つは、カメラ装置を撮影窓１１２の後方、即ち、第１
の筐体１００の最も奥行きのある部分（厚みのある一端側１０１）に配置することができ
る。したがって、筐体１０の大型化を軽減しながらカメラ装置の大型化に対応できる。つ
まり、従来のスライド構造を備えた携帯電話は、２つの筐体を奥行方向Ｄに２分割し、こ
の筐体を奥行き方向と直交する方向にスライドする構造が一般的である。この従来構造に
カメラ装置を配置する場合、奥行方向Ｄが２分割された筐体の一方の筐体にカメラ部を配
置することとなるため、カメラ部が大型化すると、必然的に筐体も大型化する課題がある
。この実施形態によれば、筐体１０の奥行方向Ｄと一致する第１の筐体１００の奥行きが
厚い部分にカメラ装置を配置することができるので、筐体１０の大型化を軽減しながらカ
メラ装置の大型化にも対応することができる。
【００１９】
　一方、第１の筐体１００の奥行きが小さい端部側（薄い他端側１０２）には、ファンク
ションキー部１１１を配置するので、この薄い奥行部分には板状の操作基板を配置するこ
とができる。したがって、この実施形態ではデッドスペースを軽減できる。
  なお、この実施形態では、第２の筐体２００の奥行きの厚い部分（厚みのある一端側２
０１）に、大きな容量を占めるバッテリー部を配置し（図２参照）、第２の筐体２００の
奥行きの小さい部分（薄い他端側２０２）には、基板を配置するので、装置の実装効率を
損なうことなく、前記特異な形態を実現することができる。
【００２０】
　また、この実施形態では、第２の状態で露出する第２の筐体２００のスライド面３０１
ａに、この第２の状態、即ち、通話や文字入力姿勢で使用する文字・数値入力キー部２１
２を配置している。したがって、収納または撮影姿勢となる第１の状態で使用しない操作
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キーを隠蔽し、逆に、第２の状態で使用する操作キーを第１の状態から第２の状態に変化
させることで、露出させることができるので操作性を向上させている。
【００２１】
　また、第１の状態で上面となる第２の筐体２００の奥行きのある側には、シャッタスイ
ッチ２１３とモード切り替えスイッチ２１４を配置している。これにより、第１の状態で
、カメラ撮影を行う場合、右手で筐体１０を保持しながら、上面に設けた前記スイッチ２
１３、２１４を操作することができる。更に、この実施形態では、長手方向（幅方向Ｗ）
を左右にする姿勢となるので、左右方向の両端部を両手で保持しながら撮影できるので、
手ブレを防止することができる。しかも、この実施形態では、両端部にスピーカ部１０５
、２０５を配置しているので、このスピーカ部の配置スペースをグリップ部とすることが
できる。したがって、両端部を保持する手が撮影画像を表示する表示部１１０を覆うこと
が軽減される（図７参照）。
【００２２】
　一方、この実施形態では、第２の状態では、引き伸ばした端部を上下にして撮影するこ
とができる。この撮影姿勢では、ファンクションキー部１１１の特定のキーに撮影スイッ
チが割りつけられる。したがって、使用者は第２の筐体２００側を片手で保持して、その
保持する親指を使って撮影操作を行うことができる（図６参照）。
【００２３】
　このように、この実施形態では、第１の筐体１００は、筐体１０の正面と一方の側面を
構成し、第２の筐体２００は、筐体１０の背面と他の側面を構成するように、第１と第２
の筐体をそれぞれ奥行きのある一方から他方に向かって細くなるくさび型形状の筐体１０
としている。そして、この実施形態では、前記２つの筐体をくさび型とすることにより、
各筐体の長手方向（幅方向Ｗ）の一方を奥行き寸法が厚い形状とし、他方を先のとがった
形状とすることができる。これにより、前記厚い側の内部に奥行方向Ｄにゆとりのある内
部実装空間を確保することができるので、この広い内部実装空間を利用して奥行きのある
内部実装品を配置することができる。特に、近年の携帯移動端末はカメラ装置の大型化が
進んでいるので、筐体１０の奥行方向Ｄの大きさに相当するカメラ装置を配置することが
できる。
【００２４】
　一方、先の尖った側には比較的厚さの小さい操作基板や制御基板の配置空間とすること
ができる。しかも、幅方向Ｗに引き伸ばすことによって生じる、第１の筐体１００と第２
の筐体２００との間の段差を小さくすることができる。
  そして、くさび型の２つの筐体を引き伸ばした状態では、長手方向（幅方向Ｗ）の両端
が太く（奥行方向Ｄが大きく）、中央が細い、通話姿勢に良好な姿勢が得られる形態とす
ることができる。
  なお、図１（ｄ）において、３０１ｂは２つの筐体を引き伸ばした状態で露出する第１
の筐体１００のスライド面である。
【００２５】
　以下、図２から図７を参照して、この実施形態に係る携帯電話を更に詳細に説明する。
なお、図１に図示した携帯電話１は説明を簡単にするために、直線的な概略図形で図示し
たが、図２から図７では、実施品に適用した外観形状を図示している。
  先ず、図２を参照して、内部実装品の配置構成を説明する。図２において、この実施形
態では、第１、第２の筐体を、スライド面３０１を構成する内カバー１２０、２２０と、
筐体１０の外側を覆う外カバー１２１，２２１とから構成する。
【００２６】
　第１の筐体１００の内カバー１２０は、スライド面３１０ａと、筐体１０の背面側に常
に露出するように形成される第１の筐体１００の一部１０４とを備えている。一方、第１
の筐体１００の外カバー１２１は、第１の筐体１００の正面側全体を覆い、その正面にフ
ァンクションキー部１１１と表示部１１０と第１のスピーカ部１０５が配置される。この
内カバー１２０と外カバー１２１は第１の筐体１００の周囲側面（上下面、左側面）に形



(6) JP 4403830 B2 2010.1.27

10

20

30

40

50

成される分割溝を介して連結され、図示しないネジなどを介して固定される。また、外カ
バー１２１は、この外カバー１２１の基台となるベース筐体１２２と、このベース筐体１
２２の一部、即ち、表示部１１０と第１のスピーカ部１０５を他の外装と分離するように
形成される透明な化粧カバー１２３とから構成される。なお、化粧カバー１２３は、表示
部１１０の部分を透明とし、他の周囲を内面塗装を施すことで意匠性を向上している。
【００２７】
　また、第２の筐体２００は、第１の筐体１００と同様に、内カバー２２０が、スライド
面３０１ｂと筐体１０の正面側に常に露出するように形成される第２の筐体２００の一部
２０４とを備え、更に、第２の筐体２００の外カバー２２１が、この外カバー２２１の基
台となるベース筐体２２２と、このベース筐体２２２の一部を覆うように着脱可能に取り
付けられるバッテリーカバー２２３とから構成される。
【００２８】
　さて、この実施形態では、断面形状がほぼ三角形状の空間に内部装置を効率よく配置す
るために、第１の筐体１００は、この第１の筐体１００の広い面１０３を基準にして内部
装置を配置し、第２の筐体２００にあってはスライド面３０１を基準にして内部装置を配
置している。
  即ち、この実施形態では、第１の筐体１００の広い面１０３に表示部１１０を配置して
いるので、この広い面１０３の内側にこの広い面１０３と平行となるように液晶装置１３
０を配置し、その後方（内側）に第１の基板１３１を並設させている。そして、第１の筐
体１００の先細り部分（薄い他端側１０２）には、複数のスイッチからなるファンクショ
ンキー部１１１と、このファンクションキー部１１１の操作基板１３２を設けている。ま
た、第１の筐体１００の厚い部分（厚みのある一端側１０１）には、第１の基板１３１が
延長して設けてあり、外側に第１のスピーカ部１０５を構成するスピーカ装置１３３が取
り付けられ、内側には、カメラ装置１３４が取り付けられる。そして、第１の基板１３１
の内側、即ち、この第１の基板１３１とスライド面３０１ｂとの間に形成される断面が三
角形状のスペースに合わせて基板部品１３５が取り付けられる。
【００２９】
　一方、第２の筐体２００の内部は、スライド面３０１と平行となる姿勢で第２の基板２
３０が配置され、この第２の筐体２００の奥行きの厚い部分の内側（スライド面３０１ａ
側）に文字・数値入力キー部２１２と、第２のスピーカ部２０５を構成するスピーカ装置
２３４と、マイク部２０５を構成するマイク装置２３５が配置され、その外側には、着脱
可能なバッテリー部２３１と外部接続端子部２３２とアンテナ２３４とが取り付けられる
。更に第２の基板２３０の外側の断面が三角形状のスペースには、このスペースに合うよ
うに大小の基板部品２３３が取り付けられる。
【００３０】
　次に、図３を参照して、第1の状態の携帯電話１の外観を更に説明する。図３（ａ）は
上面図、図３（ｂ）は正面図、図３（ｃ）は底面図、図３（ｄ）は背面図である。
  図３において、この実施形態では、携帯電話１の外観を全体に箱型形状の角を落とした
全体に丸みのある形状としている。即ち、この携帯電話１は、図３（ａ）および図３（ｃ
）に示すように、２つの筐体の厚みのある一端側１０１、２０１の正面側または背面側の
角部分をカットして大きな丸み形状としている。また、薄い他端側１０２、２０１から２
つの筐体の一部１０４、２０４にかけて緩やかな曲面で連続した形状としている。一方、
図３（ｂ）および図３（ｄ）に示すように、四隅に大きな丸みを形成している。
【００３１】
　このように、この携帯電話１は、筐体１０の外観形状を、丸みのある四角い石鹸にも似
た形状とすることにより、手に持った際には手の中に納まるように保持することができる
ので保持性に優れたコンパクトな形態とすることができる。特に、この実施形態では、筐
体１０の長手方向（幅方向Ｗ）を左右とする姿勢で、筐体１０の一端側を片手で保持した
り、または両端部を両手で保持して撮影しても手に収まりよく保持することができる。ま
た、この丸みのあるコンパクトな形態を備えることにより、ポケットなどにも収納しやす
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くすることができる。しかも、この携帯電話１では、内部実装品を収納しづらい角部分を
カットしているので、内部実装効率を損なうことなく、携帯性に優れた形態とすることが
できる。
【００３２】
　更に、この実施形態では、図３（ａ）および図３（ｂ）に示すように、筐体１０を斜め
に分割するスライド面３０１に沿ってバンパー部１１を形成し、このバンパー部１１に機
能部品を集中配置している。例えば、図３（ａ）の上面では、シャッタスイッチ２１３と
モード切り替えスイッチ２１４を配置し、図３（ｃ）の底面では、マナーモード設定キー
２１５と、着脱可能な外部接続端子カバー２１６で覆われた外部接続端子部２３２を配置
し、図示しない右側面側には充電端子部２１７を設けている。外部接続端子部２３２は、
外部接続端子カバー２１６を取り外すことにより露出し、メモリーカード等の記録媒体の
挿入や、外部機器等の接続を行うことができる。このバンパー部１１に配置される機能部
品は、第２の基板２３０に直接取り付けているので、組立性や配線を短くすることができ
る。
【００３３】
　また、図３（ｂ）において、この実施形態では、地上波デジタル放送を受信できる図示
しないチューナを内蔵している。この地上波デジタル放送に対応するために、表示部１１
０は１６対９の比率を備えた液晶装置１３０を採用している。そして、この実施形態では
、スライド機構部３００の動作に連動して動作する図示しない画面切替スイッチを備え、
この画面切替スイッチの動作により、図３に示す第１の状態では、横長の画面で表示させ
、図４に示す第２の状態では縦長の画面で表示させる。
  したがって、図３に示す第１の状態では、地上波デジタル放送を良好な横長画面で視聴
することができる。しかも、この表示部１１０の両側には一対のスピーカ１０５、２０５
が配置されるので、小型のテレビを見る感覚でこの携帯電話１を使うことができる。
【００３４】
　また、この実施形態では、この表示部１１０に隣接して、この地上波デジタル放送の操
作を行うファンクションキー部１１１が配置される。この実施形態では、ファンクション
キー部１１１の操作で、表示部１１０にメニュー画面や各種の選択表示画面を表示させ、
この画面に表示される各種アイコンや機能キーを、選択して、これを決定することができ
る。
【００３５】
　このファンクションキー部１１１は中央に配置されるカーソル決定キー１１１ａとその
両側に形成される一対の選択キー１１１ｂ、１１１ｃとから構成される。カーソル決定キ
ー１１１ａは、四角形状のキー形状を備え、４方向の辺側を押下することで表示部１１０
に表示されるカーソルを押下した方向に移動させることができ、また中央を押下すること
でカーソルで選択された各種アイコンや機能キーに割り当てられた機能を実行させること
ができる。
【００３６】
　一方、一対の選択キー１１１ｂ、１１１ｃは、それぞれ、中央を支点にして上下を押下
することで各種機能を決定することができる。例えば、選択キー１１１ｂの上部と下部は
、押下することで、隣接する表示部１１０に表示される機能キーに対応して設定される機
能を選択することができ、選択キー１１１ｃの上部と下部は、初期設定において、ネット
ワークキーとメールキーが割り当てられている。
  図３（ｄ）において、バッテリーカバー２２３は、幅方向Ｗの右側方向にスライド可能
に取り付けられており、２２３ａはこのバッテリーカバー２２３を移動させるための手掛
け凹部である。
【００３７】
　次に、図４を参照して、２つの筐体を引き伸ばした第２の状態の外観形状を説明する。
図４中、（ａ）図は背面図、（ｂ）図は正面図、（ｃ）図は底面図を示している。なお、
この第２の状態は、長手方向（幅方向Ｗ）の両端を上下として保持／使用される。
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  図４において、この実施形態では、２つの筐体のスライド面３０１に、２つの筐体を引
き伸ばすためのスライド機構部３００を備えている。この機構の一例を図５に示す。
【００３８】
　図５は、スライド機構部３００の概略構造を示している。上部が第１の筐体１００、下
部が第２の筐体２００である。第２の筐体２００のスライド面３０１ｂには一対のスライ
ド突起部３１０が設けられ、第１の筐体１００のスライド面３０１ａには、スライド突起
部３１０に対応する位置にスライド溝部３１１が設けられている。スライド突起部３１０
はスライド溝部３１１に嵌り込み、スライド突起部３１０の先端に形成した突起部により
スライド溝部３１１から外れないように取り付けられる。
【００３９】
　スライド溝部３１１は、図４（ａ）に示すように幅方向Ｗに長く形成され、このスライ
ド溝部３１１に取り付けられるスライド突起部３１０もまた幅方向Ｗに長く形成される。
これにより、２つの筐体は幅方向Ｗの方向にはスライドするものの、他の方向には移動で
きなくなっている。また、スライド溝部３１１の長さは、図３の状態から図４の状態に変
化する長さ分だけスライド突起部３１０の長さより長く設定している。
【００４０】
　図４（ｂ）において、この実施形態では、この第２の状態で電話やメール機能を主使用
目的に設定している。したがって、この第２の状態で露出するスライド面３１０ａに配置
される文字・数値入力キー部２１２では、電話やメール機能に使用する機能キーが設定さ
れている。例えば、この実施形態では、文字・数値入力キー部２１２を電源ＯＮ、ＯＦＦ
キーと待機状態を表示部１１０に表示させる通話ＯＮ・ＯＦＦキー２４０と、クリアーキ
ー２４１と、通話キー２４２と、複数のキーからなる数値文字キー２４３とから構成され
る。
  もちろん、この第２の状態においてもカメラ装置１３４によるカメラ撮影も可能である
。このカメラ撮影を行なう場合は、カーソル決定キー１１１ａの操作により、メニュー画
面を表示し、このメニュー画面からカメラ撮影モードを選択することで、一対の選択キー
１１１ｂをカメラ撮影機能キーに設定し、これを操作することでカメラ撮影を行うことが
できる。
【００４１】
　図４（ｃ）において、この実施形態では、クサビ型の２つの筐体を組合わせてスライド
可能としているので、第２の状態では電話機能に最適な形態とすることができる。即ち、
従来からハンドセットとして使用される形態は、このハンドセットを保持する保持部分よ
りマイク部２１０とスピーカ（第１のスピーカ部１０５）が使用者側に張り出した形状を
備えている。これは、耳と口にマイク部２１０とスピーカを密着させてもハンドセットを
確り保持するためである。この実施形態では、第１の状態から第２の状態に変化させるこ
とで従来のハンドセットと同様な形態とすることができる。
【００４２】
　つまり、この実施形態では、マイク部２１０が配置されるスライド面３０１の延長線Ｐ
に対して、第１のスピーカ部１０５を使用者側（図面上方）に立ち上がっているので、従
来のハンドセットと同様に、長手方向の中央に対して、マイク部２１０と第１のスピーカ
部１０５の配置面を使用者側に張り出させることができる。更に、中央部分は、第１の筐
体１００の薄い他端側１０２が延長線Ｐに段差を軽減して連続するので、ファンクション
キー部１１１と文字・数値入力キー部２１２を連続したキー群として操作性を向上させる
ことができる。
【００４３】
　一方、マイク部２１０が配置される部分は、スライド面３０１の延長線Ｐに対して使用
者と反対側（図面下方）に張り出して形成される。つまり、この実施形態では、撮影窓１
１２が配置されるスライド面３０１の延長線Ｐに対して、マイク部２１０の後方を使用者
と反対側（図面下方）に立ち上がっているので、長手方向の中央に対して、マイク部２１
０の後方と撮影窓１１２の配置面を使用者の反対側に張り出させることができる。しかも
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、中央部分は、第２の筐体２００の薄い他端側２０２が延長線Ｐに段差を軽減して連続す
るので、筐体２の背面を連続した保持面とすることができるから、通話姿勢やメール入力
姿勢に良好な保持性を取ることができる。
【００４４】
　次に、図６、図７を参照して、この実施形態に係る携帯電話１の使用方法を説明する。
先ず、図６において、この携帯電話１は、第２の状態で、通話ＯＮ／ＯＦＦキー２４０を
長押しすることで、携帯電話１を電源ＯＮ状態として、受信待機状態とすることができる
。更に、この通話ＯＮ／ＯＦＦキー２４０を再度、長押しすることで電源をＯＦＦ状態と
することができる。
【００４５】
　この電源がＯＮ状態となった第２の状態では、図６に示すような保持姿勢で、携帯電話
１を保持して、文字・数値入力キー部２１２）やファンクションキー部１１１を、点線で
示すように親指で操作することができる。この親指操作では文字・数値入力キー部２１２
の配置面に対してファンクションキー部１１１が配置される配置面が立ち上がって連続し
ているので、親指の操作が良好である。また、第２の筐体２００の背面側の厚みのある一
端側２０１を手の平の中に入れ、薄い他端側２０２を人差し指で保持する姿勢で筐体１０
を持つことができるので、この第２の状態での保持性を良好なものとすることができる。
【００４６】
　特に、図６に示す第２の状態では、第２の筐体２００をすっぽり手の平の中に確り保持
して、親指での操作が良好なため、従来のスライド機構を備えた携帯電話より手ブレを軽
減することが期待できる。また、この実施形態によれば、図６に示す第２の状態から親指
を筐体１０の側面にずらすことで通話姿勢を取ることができる。この通話姿勢では、マイ
ク部２１０と第１のスピーカ部１０５（レシーバー部）を使用者の口と耳に近接させても
、ファンクションキー部１１１や文字・数値入力キー部２１２が使用者の頬に触れること
を軽減することができる。
【００４７】
　次に、図７を参照して、第１の状態の使用方法を説明する。図７は携帯電話１を長手方
向（幅方向Ｗ）両端を両手で保持した保持姿勢を示し、図７（ａ）は正面側（使用者側）
、図７（ｂ）は背面側（被写体側）から見た状態を示している。
  この実施形態によれば、例えば、両手の中指を筐体１０の背面側の下方で、人差し指を
筐体１０の上面側で、親指を正面側でそれぞれ位置させて筐体１０を確り保持することが
できる。そして、この保持姿勢によれば、右手親指でファンクションキー部１１１を、右
手人差し指でシャッタスイッチ２１３とモード切り替えスイッチ２１４を操作することが
できる。しかも、図７の保持姿勢によれば、撮影窓１１２と表示部１１０を指で隠すこと
なく、撮影や、撮影された画像をモニタすることができる。
【００４８】
　（第２の実施形態）
  図８は本発明による携帯情報端末（携帯電話機）の第２の実施形態を示す外観図であり
、図８（ａ）が第２の状態の正面側からみた斜視図、図８（ｂ）が第１の状態の正面側か
らみた斜視図、図８（ｃ）が第１の状態の背面側からみた斜視図である。
  図８において、符号２で総括的に示す携帯電話は、第１の筐体１００と、第２の筐体２
００と、この２つの筐体をスライド可能に連結するスライド機構部３００とを備えている
。この実施形態では、２つの筐体で構成される筐体１０全体を奥行方向Ｄより高さ方向Ｈ
が大きく、高さ方向Ｈより幅方向Ｗが大きい薄型偏平な直方体形状を基調としている。そ
して、この携帯電話２を上面からみて、略長方形の上面形状を対角線で前後に分割し、前
部を第１の筐体１００とし、後部を第２の筐体２００としている。この２つの筐体は、互
いの筐体を分割する面をスライド面３０１として、このスライド面３０１に設けた前記ス
ライド機構部３００を介して、幅方向Ｗの方向にスライドさせることができる。
【００４９】
　このように、この実施形態では、第１および第２の筐体を、筐体１０の幅方向Ｗの一方
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側に厚みを持たせ、この厚みのある一方側から他方側に向かって薄くなるような形状とし
、そして、第１と第２の筐体を厚みのある一端側１０１、２０１と薄い他端側１０２、２
０２とが前後に位置するように重ねて組み合わせ、この２つの筐体の接触する面をスライ
ド面３０１として、筐体１０の幅方向にスライドする構造としている。これにより、２つ
の筐体を重ねた第１の状態では、筐体１０を直方体、即ち、薄い箱形の形状とし、２つの
筐体を幅方向に引出した第２の状態では、幅方向の両端が奥行きがあり、２つの筐体が重
なる中央部分は奥行きの少ない形状とすることができる。
  したがって、第１の状態を携帯性に優れた形状とすることができるとともに、引き伸ば
した第２の状態では、引き伸ばした筐体１０の長手方向を上下に保持することで、使用者
の耳と口にあった長さが得られ、かつ保持性が良好な形状に変化させることができる。
【００５０】
　また、この実施形態では、第１の筐体１００の広い面１０３（正面）の中央に表示部１
１０を備え、奥行きのある端部側に第１のスピーカ部１０５とレシーバー部（図示省略）
を配置し、先細りの端部側にファンクションキー部１１１を配置する。
  一方、第２の筐体２００の広い面２０３（背面）の先細り側の端部（薄い他端側２０２
）には撮影窓１１２またはカメラ用切欠部を配置する。そして、２つの筐体を引き伸ばし
た状態で露出する第２の筐体２００のスライド面３０１ａに文字・数値入力キー部２１２
とマイク部２１０を配置し、第１の筐体のスライド面３０１ｂにカメラ装置１３４のレン
ズ部１１３を配置している。このカメラ部は、２つの筐体を縮めた第１の状態ではカメラ
用窓またはカメラ用切欠部と重なって、この第１の状態でもカメラ撮影が可能になってい
る。
【００５１】
　また、第１の状態で上面となる第２の筐体２００の奥行きのある側には、シャッタスイ
ッチ２１３を配置している。これにより、第１の状態で、カメラ撮影を行う場合、右手で
筐体を保持しながら、上面に設けた前記シャッタスイッチ２１３を操作することができる
。
  このように、この実施形態では、第１の筐体１００は、筐体１０の正面と一方の側面を
構成し、第２の筐体２００は、筐体１０の背面と他の側面を構成するように、第１と第２
の筐体をそれぞれ奥行きのある一方から他方に向かって細くなるくさび型形状の筐体とし
ている。そして、この実施形態では、前記２つの筐体をくさび型とすることにより、各筐
体の長手方向の一方を奥行き方向に厚い形状とし、他方を先のとがった形状とすることが
できる。これにより、前記厚い側の内部に奥行き方向にゆとりのある内部実装空間を確保
することができるので、この広い内部実装空間を利用して奥行きのある内部実装品を配置
することができる。
【００５２】
　一方、先の尖った側には比較的厚さの小さい操作基板や制御基板の配置空間とすること
ができる。しかも、幅方向に引き伸ばすことによって生じる、第１と第２の筐体との間の
段差を小さくすることができる。
  そして、くさび型の２つ筐体を引き伸ばした状態では、長手方向の両端が太く（奥行き
方向がある）、中央が細い、通話姿勢に良好な姿勢が得られる形態とすることができる。
【００５３】
　（第３の実施形態）
  次に、図９から図１４を参照して、第３の実施形態に係る携帯電話機を説明する。図９
は、携帯電話機の概念図、図１０、図１１は携帯電話機の第１の状態の外観図、図１２は
第２の状態の外観図、図１３、図１４は内部機構の配置を示す断面図である。なお、前記
実施の形態と同様な部分や方向は同一符号をもって示し、重複した説明を省略する。
【００５４】
　先ず、図９を参照して、この実施の形態の概略構造を示す。図９は、携帯電話機５の概
念構造を示したものである。この実施の形態は、基本的な姿勢を筐体１０の長手方向を上
下方向とする通信機能を主体としたカメラ機能付携帯電話である。しかし、その基本的な
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構造は前記第１の実施の形態と同様な構造を備えている。
  即ち、符号５で総括的に示す携帯電話機は、第１の筐体１００と、第２の筐体２００と
、この２つの筐体をスライド可能に連結するスライド機構部３００とを備えている。この
実施形態では、前記２つの筐体で構成される筐体１０全体を奥行方向Ｄより幅方向Ｗが大
きく、幅方向より高さ方向Ｈが大きい縦長で薄型偏平な直方体形状を基調としている。
【００５５】
　この実施形態では、前記２つの筐体が前後関係を成すように、第１の筐体１００の後方
に第２の筐体２００が重ねて配置される。この２つの筐体は、上下方向にずれて配置され
ており、前記第１の筐体１００の上端１０１は前記第２の筐体２００の上端２０２より上
方に張り出して配置され、前記第２の筐体２００の下端２０１は前記第１の筐体１００の
下端１０２より下方に張り出して配置される。そして、２つの筐体の重なった部分が前記
スライド機構部３００を備えたスライド面３０１として形成され、このスライド機構部３
００を介して高さ方向Ｈに２つの筐体を相互にスライドさせることができる。
【００５６】
　したがって、この実施の形態では、図９（ａ）および図９（ｂ）で示すように、２つの
筐体を重ねた（縮めた）第１の状態では高さ方向Ｈが小さいコンパクトな形態とすること
ができ、２つの筐体を高さ方向Ｈに引き伸ばした第２の状態では使用者の耳と口の長さに
合った大きさ（長さ）を得ることができる。
  そして、この実施の形態の特徴の１つは、上下方向に張り出した２つの筐体が重ならな
い部分にカメラ装置１３４とアンテナ２３６を設けることにより、カメラ装置１３４にあ
っては、上方に張り出した第１の筐体１００の一部１０１の後方に撮影窓１１２を設けて
も第２の筐体２００に邪魔されることがなく撮影することができ、また、アンテナ２３６
にあっては第１の筐体１００によって送受信電波が邪魔されることがないので送受信効率
を高めることができる。
【００５７】
　加えて、図９は説明を簡単にするために携帯電話機５を略図で示しているが、実際の造
形を図示した図１０から図１４に示すように、この携帯電話機５もまた、前記第１の実施
の形態と同様に、２つの筐体をくさび型の形状としているので、上下方向に張り出した奥
行き方向Ｄが厚い部分にカメラ装置１３４とアンテナ２３６を配置しても装置の大型化を
軽減することができる。したがって、前記第１の実施の形態と同様な作用効果を得ること
ができる。
【００５８】
　また、この実施の形態の特徴の１つは、前記第２の筐体２００の下方に張り出した一部
２０１に連続する前記第１の筐体１００の下端１０２を傾斜面１２４とした点にある。こ
の造形によれば、使用者が第１の状態で、この携帯電話機５を片手で持った場合、保持す
る片手の親指を前記傾斜面１２４に押し当てて上方に押し上げる動作が行いやすいので、
第１の状態から第２の状態への変化を片手で操作することができる。
【００５９】
　また、この実施の形態の特徴の１つは、内部実装配置において、第１筐体１００と第２
筐体２００に内蔵する基板（第１の基板１３１、第２の基板２３０）を前記スライド面３
０１に対して並設した点にある。これにより、前記各基板に取り付けた各種スイッチを前
記スライド面３０１を囲むように２つの筐体のバンパー部１２５、２２４（図１０参照）
に設けて、スイッチの使い勝手や意匠性、組立性を向上することができる。
【００６０】
　以下、図１０から図１４を参照して更に説明を加える。図１０、図１１は、携帯電話機
の第１の状態の外観図であり、図１０の（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正面図、（ｃ）
図が背面図、（ｄ）図が右側面図であり、図１１の（ａ）図が平面図、（ｂ）図が底面図
である。図１２は、携帯電話機の第２の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）
図が右側面図、（ｃ）図が背面図である。
  図１０、図１１において、この実施の形態も、前記第１の実施の形態と同様に、第１の
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状態においては、筐体１０は角部に丸みを備えた石鹸の外観にも似た薄い箱形状を備えて
いるので、前記第１の実施の形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００６１】
　前記第１の筐体１００の広い面（正面）１０３の中央には表示部１１０が配置され、こ
の表示部１１０の上部に第１のスピーカ部１０５が配置され、この表示部１１０の下部に
形成される前記傾斜面１２４にはフアンクションキー部１１１が配置される。一方、筐体
１０の背面側に常に露出する第１の筐体の一部１０４には撮影窓１１２と撮影照明用フラ
ッシュ１１４が配置される。
【００６２】
　また、前記第１の筐体１００の周囲に形成されるバンパー部１２５には、各種スイッチ
類が配置される。前記バンパー部１２５は、表示部１１０を囲むように、前記傾斜面１２
４から筐体１の両側面と上面に連続するように形成することで、表示領域と分離される操
作領域として区別される。両側面の上部には一対の音楽視聴用の第２のスピーカ部１０６
が配置され、左側面には開閉蓋内に設けられたメモリカード挿入部１１５が設けられ、右
側面にはマナーモード設定キー２１５が設けられる。前記ファンクションキー部１１１は
中央に配置される円形のカーソル決定キー１１１ａとその両側に形成される一対の選択キ
ー１１１ｂ、１１１ｃとから構成される。
【００６３】
　一方、前記第２の筐体２００は、前記右側面の前記バンパー部２２４にモード切り替え
スイッチ２１４と一対の設定キー２１８が設けられ、左側面のバンパー部２２４には外部
接続端子をカバーする外部接続端子カバー２１６が設けられる。前記設定キー２１８は撮
影モードにおいて、シャッターキーとズームキーが設定される。また、前記第１の筐体１
００の広い面（正面）１０３の片側に常に露出する第２の筐体２００の一部２０４にはマ
イク部２１０が配置されている。
【００６４】
　図１２において、この実施の形態でも、図５と同様なスライド機構部３００によって、
高さ方向Ｈに沿って２つの筐体を引き伸ばして第２の状態にすることができる。この第２
の状態では、第２の筐体２００のスライド面３０１ｂに設けた数値文字キー２４３や通話
キー２４２などが露出するので、このキーを介して電話をかけたりメールの送受信を行う
ことができる。
【００６５】
　次に、図１３、図１４を参照して内部実装機構の配置構成を説明する。図１３は携帯電
話機の縦断面図である。図１４の（ａ）図は第２の基板２３０をスライド面３０１側から
見た状態の断面図、（ｂ）図は第２の基板２３０を背面側からみた状態の断面図、（ｃ）
図は横断面図である。
  図において、前記したように、この実施の形態もまた、前記第１の実施の形態と同様に
、２つの筐体をくさび型の形状としている。したがって、図１３に示すように、第１の筐
体１００においては、上部の奥行き方向Ｄが下部の奥行Ｄより大きい外観となるので、こ
のスペースを利用して前記カメラ装置１３４を配置することができる。一方、第２の筐体
２００は下部の奥行き方向Ｄが上部の奥行き方向Ｄより大きい外観となるので、このスペ
ースを利用してバッテリー部２３１やアンテナ２３６を配置することができる。
【００６６】
　特に、前記アンテナ２３６は、このアンテナ２３６の長手方向が筐体の幅方向Ｗに沿う
ように配置しているので、このアンテナ２３６が第１の状態及び第２の状態のいずれでも
常に外側に張り出した部分に配置されるので、送受信効率を高めることができる。
  一方、２つの筐体のメイン基板である第１の基板１３１と第２の基板２３０をスライド
面３０１に平行となるように配置している。これにより、前記各基板に取り付けた各種ス
イッチを前記スライド面３０１を囲むように第１と第２の筐体のバンパー部に設けて、ス
イッチの使い勝手や意匠性、組立性を向上することができる。
【００６７】
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　また、この実施の形態では、前記第１の基板１３１と液晶装置１３０との間に形成され
る隙間を利用してメモリカード１１５ａを収納して前記第１の基板１３１に直接装着する
ことができる。
【００６８】
　また、この実施の形態では、２つの筐体が、前記スライド面３０１に沿って互いに移動
するため、前記２つの基板を平行に配置すると、この２つの基板の結線が容易となる。つ
まり、図１３及び図１４（ａ）図に示すように、この実施の形態では、２つの基板を長さ
にゆとりのある２本の帯状の配線２３７で連結し、引き伸ばした第２の状態でも縮めた第
１の状態でも断線が起きないようにしている。
【００６９】
　また、図１４（ａ）（ｂ）図に示すように、前記モード切り替えスイッチ２１４、設定
キー２１８、外部接続端子カバー２１６で覆われた外部接続端子を基板２３０に直接取り
付けても、これらスイッチ類が前記バンパー部２２４に配置されるので、組み立て性や意
匠性、取り扱い性を向上させることができる。
【００７０】
　また、前記カメラ装置１３４の両側には、一対の前記第２のスピーカ部１０６部が配置
される。この実施の形態では、筐体１０の長手方向が上下となる姿勢を基本としているが
、第１の実施の形態のように、筐体１０の長手方向を左右方向とする姿勢でカメラの撮影
や前記表示部１１０による映像の鑑賞や前記第２のスピーカ部１０６による音楽を聴くこ
とができる。この横姿勢では図１２の（ｄ）図を上方とする姿勢を基本とする。このよう
な横姿勢では、一対の前記第２のスピーカ部１０６が上下となるので良好なステレオ効果
を得ることができない。そこで、図１４の（ｂ）図に示すように、この実施の形態では、
第２のスピーカ装置１０６ａの前部に設けた放音穴１０６ｂを互い違いに形成している。
例えば、（ｂ）図において左側の放音穴１０６ｂは上方に形成し、左側の放音穴１０６ｂ
は下方に形成している。これにより、ステレオ効果を得ることができる。
【００７１】
　（第４の実施形態）
  次に、図１５から図１６を参照して、第４の実施形態に係る携帯電話機６を説明する。
図１５は携帯電話機の第１の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）図が右側面
図、（ｃ）図が背面図、（ｄ）図が上面図、（ｅ）図が底面図である。図１６は第２の状
態の外観図であり、（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正面図、（ｃ）図が背面図である。
なお、前記実施の形態と同様な部分や方向は同一符号をもって示し、重複した説明を省略
する。
【００７２】
　この実施の形態は、第３の実施形態と同様に、上下方向Ｈにずれて配置される第１の筐
体１００と第２の筐体２００とを前後関係を成すように、第１の筐体１００の後方に第２
の筐体２００を重ねて配置している。したがって、前記第３の実施の形態と同様な作用効
果を得ることができる。
【００７３】
　そして、この実施の形態の大きな特徴の１つは、第１の状態で常に重なっている部分の
幅方向Ｗの横幅Ｗ１を他の横幅Ｗ２より大きくした点にある。即ち、この実施の形態では
、第１の状態における筐体１０の下方の横幅Ｗ１を筐体１０の中央部分の横幅Ｗ２より大
きくした点にある。この実施の形態では、図１５の（ａ）図と（ｃ）図に示すように、フ
ァンクションキー部１１１を備えた前記傾斜面１２４の両側面を両側に張り出して形成さ
れる。この張り出し形状は、傾斜面１２４のほぼ中央部分の両側を頂点Ｐとして、山形に
張り出して形成される。この実施の形態では、前記頂点Ｐから筐体１０の上部に向かって
マイナスアールで形成され、前記頂点Ｐから筐体１０の下部に向かって膨らみのあるアー
ル形状で形成される。前記頂点Ｐ近傍は、前記２つの筐体が常にラップする部分であるた
め、この２つの筐体は、共に下部が両側に張り出した形状を備えている。
【００７４】
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　この形状を備えた携帯電話機６によれば、図１６に示すように、２つの筐体を引き伸ば
して第２の状態に変化させると、第１の筐体１００の下部両側に張り出した部分（Ｐ１近
傍）と、前記第２の筐体２００の下部両側に張り出した部分（Ｐ２近傍）との間に横幅の
狭い部分（Ｐ３近傍）が構成される。
【００７５】
　この造形により、使用者は２つの張り出し部に挟まれた横幅の狭い部分（Ｐ３近傍）を
親指の付け根と他の指で挟むように保持することができる。したがって、第２の状態にお
ける携帯電話機１は上下の張り出し部分によって、片手に確り保持されるので、落下の危
険性を軽減することができる。しかも、このような保持姿勢であれば、筐体１０を確り保
持しながら親指を使って前記ファンクションキー部１１１を操作することができる。
  加えて、第１の状態においても両側の張り出し部分（Ｐ近傍）により手のひらに収まる
ので落下の危険性を軽減できる。加えて、第１の状態では、筐体１０の下部が尖った形状
となるので、ポケットなどに挿入し易い形状である。
【００７６】
　（その他の実施形態）
  次に、図１７から図２４を参照して、第５の実施形態から第８の実施形態を説明する。
ここで、以下の説明では、前記実施の形態と同様な部分や矢印などは重複した説明を省略
する。特に、第２の筐体２００は、第３あるいは第４の実施形態と同様であるため図面を
破線で示し、その説明を省略する。即ち、以後の実施形態の外観図面は特徴的な部分（部
分意匠）を実線で示し、前記実施形態と同様な部分については破線で示す。もちろん、破
線部分を前記特徴的な部分と同様に実線で示して構成される全体形状も新規な部分である
が、説明を分かりやすくするためである。
【００７７】
　（第５の実施形態）
  先ず、図１７と図１８を参照しながら第５の実施形態を説明する。図１７は、第５の実
施形態に係る携帯電話の第１の状態の外観図であり、（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正
面図、（ｃ）図が背面図、（ｄ）図が平面図、（ｅ）図が底面図である。また、図１８は
第２の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）図が右側面図、（ｃ）図が背面図
、（ｄ）図がカメラ装置部分の縦断面図である。
【００７８】
　図１７と図１８において、この第５の実施形態の携帯電話機７は、第３の実施形態と同
様な構造を備えているものであるが、カメラ装置１３４を回転可能に設けた点に相違点を
備えている。したがって、この回転するカメラ装置１３４以外の作用効果は前記第３の実
施形態と同様な作用効果を得ることができる。
  この携帯電話機５は、第１の状態でも第２の状態でも第２の筐体２００と重ならない第
１の筐体１００の一部１０１にカメラ装置１３４を備え、このカメラ装置１３４を筐体の
幅方向Ｗと同じ方向の回転軸Ｐを介して回転可能に設けている。
【００７９】
　図１８の（ｄ）図は、同図の（ａ）図の断面図を示したものである。この状態であれば
、使用者を前記カメラ装置１３４で撮影した画像を前記表示部１１０で確認しながら撮影
できるので、誤操作なく自画像を撮影することができる。一方、（ｄ）図において矢印の
方向にカメラ装置１３４を回転させることにより、カメラ装置１３４の撮影方向を１８０
度反転させて筐体１０の背面側に向けることができる。この状態であれば、使用者の前方
の被写体を前記カメラ装置１３４で撮影し、その画像を前記表示部１１０で確認しながら
撮影できるので、誤操作なく被写体を撮影することができる。
【００８０】
　このように、この実施の形態では、第１の状態及び第２の状態でも２つの筐体が重なら
なく、しかも筐体１０の奥行方向Ｄの長さが取れる部分に前記カメラ装置１３４を配置し
たので、１つの大型のカメラ装置１３４で使用者の自画像や、これと対向する被写体の画
像を確認しながら撮影することができる。
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  なお、カメラ装置１３４の周囲には、指かけようの凹部１３４ａを設けて、カメラ装置
１３４を回転させる際のすべりなどを改善している。
【００８１】
　（第６の実施形態）
  図１９と図２０を参照しながら第６の実施形態を説明する。図１９は、第６の実施形態
に係る携帯電話機の第１の状態の外観図であり、（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正面図
、（ｃ）図が背面図、（ｄ）図が平面図、（ｅ）図が底面図である。また、図２０は第２
の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）図が右側面図、（ｃ）図が背面図であ
る。
  図１９と図２０において、この第６の実施形態の携帯電話機８は、第３の実施形態と同
様な構造を備えており、前記第３の実施形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００８２】
　この携帯電話機８は、前記ファンクションキー部１１１を、逆台形状の中央に配置され
るカーソル決定キー１１１ａと、その両側に形成される一対の選択キー１１１ｂ、１１１
ｃ、１１１ｄとから構成される。カーソル決定キー１１１ａは、円形状のキー形状を備え
、リング状の４方向の辺側を押下することで表示部１１０に表示されるカーソルを押下し
た方向に移動させることができ、また中央を押下することでカーソルで選択された各種ア
イコンや機能キーに割り当てられた機能を実行させることができる。
  一方、一対の選択キー１１１ｂは、表示部１１０に表示された機能を決定するキーであ
り、１１１ｃはメニューキーとクリアキーであり、１１１ｄは、通話開始キーと、通話終
了キーである。
【００８３】
　（第７の実施形態）
  図２１と図２２を参照しながら第７の実施形態を説明する。図２１は、第７の実施形態
に係る携帯電話機の第１の状態の外観図であり、（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正面図
、（ｃ）図が背面図、（ｄ）図が平面図、（ｅ）図が底面図である。また、図２２は第２
の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）図が右側面図、（ｃ）図が背面図であ
る。
  図２１と図２２において、この第７の実施形態の携帯電話機９は、第３の実施形態と同
様な構造を備えており、前記第３の実施形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００８４】
　この携帯電話機９は、前記ファンクションキー部１１１を、中央に配置されるカーソル
決定キー１１１ａとその両側に形成される一対の選択キー１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄ
とから構成される。カーソル決定キー１１１ａは、円形状のキー形状を備え、リング状の
４方向の辺側を押下することで表示部１１０に表示されるカーソルを押下した方向に移動
させることができ、また、中央を押下することでカーソルで選択された各種アイコンや機
能キーに割り当てられた機能を実行させることができる。
【００８５】
　一方、前記選択キー１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄは、中央側が操作板と連結され、両
側が開放された自由端となる構造を備えており、前記自由端を押すこと、この自由端が操
作基板と接触したりあるいは弾性を利用して復元したりすることで、操作を行うことがで
きる。なお、その機能は、前記第６の実施形態と同様である。
【００８６】
　（第８の実施形態）
  図２３と図２４を参照しながら第８の実施形態を説明する。図２３は、第８の実施形態
に係る携帯電話機の第１の状態の外観図であり、（ａ）図が正面図、（ｂ）図が右側面図
、（ｃ）図が背面図、（ｄ）図が平面図、（ｅ）図が底面図である。また、図２４は第２
の状態を示す外観図であり、（ａ）図が左側面図、（ｂ）図が正面図、（ｃ）図が背面図
である。
  図２３および図２４において、この第８の実施形態の携帯電話機は、第４の実施形態と
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同様な構成を備え、前記第４の実施形態と同様な作用効果を得ることができる。
【００８７】
　この携帯電話機１６は、第１の筐体１００の広い面（正面）１０３の中央に表示部１１
０が配置され、この表示部１１０の下方に形成された傾斜面１２４にファンクションキー
１１１を配置している。
  このファンクションキー１１１は、中央に配置される円形のカーソル決定キー１１１ａ
とその周囲に配置される一対の選択キー１１１ｂ、１１１ｃとから構成される。
  カーソル決定キー１１１ａは、円形状のキー形状を備え、リング状の４方向の辺側を押
下することで、例えば、表示部１１０にメニュー画面等の機能選択画面を表示することが
できる。そして、リング状の４方向の辺側をさらに押下することで、例えば、機能選択画
面上に表示されたカーソルを押下した方向に移動させることができ、また中央を押下する
ことで、カーソルが当てられた機能を実行することができる。
  一方、選択キー１１１ｂ、１１１ｃには、インターネットやメール等の各種機能を実行
するための機能が設定されるようになっており、選択キー１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄ
、１１１ｅから任意の選択キーを選択することで、所望の機能を実行することができるよ
うになっている。
【００８８】
　（その他の変形）
  前記第１の実施形態では、正面側と背面側にそれぞれ他の筐体の一部１０４または２０
４を残すようにしたが、背面側または正面側の一方にのみ他の筐体の一部を残すようにし
ても良い。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の外観図である。
【図２】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の断面図である。
【図３】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の筐体を縮めた状態の外観図である。
【図４】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の筐体を引き伸ばした状態の外観図であ
る。
【図５】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）のスライド機構を示す断面図である。
【図６】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の筐体を引き伸ばした状態の保持姿勢の
説明図である。
【図７】本発明に係る携帯情報端末（携帯電話）の筐体を縮めた状態のカメラ撮影姿勢の
説明図である。
【図８】本発明に係る第２の実施形態の携帯情報端末（携帯電話）の外観図である。
【図９】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１０】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１１】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１２】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１３】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の断面図である。
【図１４】本発明に係る第３の実施形態の携帯電話機の断面図である。
【図１５】本発明に係る第４の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１６】本発明に係る第４の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１７】本発明に係る第５の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図１８】本発明に係る第５の実施形態の携帯電話機の断面図である。
【図１９】本発明に係る第６の実施形態の携帯電話機の断面図である。
【図２０】本発明に係る第６の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図２１】本発明に係る第７の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図２２】本発明に係る第７の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図２３】本発明に係る第８の実施形態の携帯電話機の外観図である。
【図２４】本発明に係る第８の実施形態の携帯電話機の外観図である。
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【符号の説明】
【００９０】
１…携帯電話、１０…筐体、１００…第１の筐体、１０１…厚みのある一端側、１０２…
薄い他端側、１０３…第１の筐体の広い面、１０４…一部、１０５…第１のスピーカ部、
１０６…第２のスピーカ部、１１０…表示部、１１１…ファンクションキー部、１１１ａ
…カーソル決定キー、１１１ｂ、１１１ｃ…一対の選択キー、１１２…撮影窓、１１３…
レンズ部、１１４…撮影照明用フラッシュ、１１５…メモリカード挿入部、１１５ａ…メ
モリカード、１２０…内カバー、１２１…外カバー、１２２…ベース筐体、１２３…化粧
カバー、１２４…傾斜面、１２５…バンパー部、１３０…液晶装置、１３１…第１の基板
を、１３２…操作基板、１３３…スピーカ装置、１３４…カメラ装置、１３５…基板部品
、２００…第２の筐体、２０１…厚みのある一端側、２０２…薄い他端側、２０３…第２
の筐体の広い面、２０４…一部、２０５…第２のスピーカ部、２１０…マイク部、２１２
…文字・数値入力キー部、２１３…シャッタスイッチ、２１４…モード切り替えスイッチ
、２１５…マナーモード設定キー、２１６…外部接続端子カバー、２１７…充電端子部、
２１８…一対の設定キー、２２０…内カバー、２２１…外カバー、２２２…ベース筐体、
２２３…バッテリーカバー、２２４…バンパー部、２３０…第２の基板、２３１…バッテ
リー部、２３２…外部接続端子部、２３３…基板部品、２３４…スピーカ装置、２３５…
マイク装置、２３６…アンテナ、２４０…通話ＯＮ／ＯＦＦキー、２４１クリアーキー、
２４２……通話キー、２４３…数値文字キー、３００…スライド機構部、３０１、３０１
ａ、３０１ｂ…スライド面、３１０スライド突起部、３１１…スライド溝部、Ｄ…奥行方
向、Ｈ…高さ方向、Ｗ…幅方向。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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