
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に複数個の入力キーが備えられた本体と、
　前記本体の下面の中心線の両側の対向部分にそれぞれ水平方向に回動可能にヒンジ結合
され、全部分が本体に引き入れられた状態で折り畳まれ、ヒンジ結合部分を除いた残り部
分が本体から引き出された状態で広げられる第１補助キーボード及び第２補助キーボード
と、
　前記第１，２補助キーボードの上面に備えられ、本体に備えられた複数個の入力キーと
共に文字や数字などを入力させ得る複数個の補助入カキー
　 第１，２補助キーボードのうちのいずれか一側のヒンジ結合部分に形成される傾斜部
を有するガイド、及び前記ガイドに沿って回転移動しながら上下運動をするガイド突起に
よって、前記第１，２補助キーボードが折り畳まれた状態では本体の下面に重畳されて配
置され、広げた状態では互いに水平に支持可能な構成になっている

、
　本体の一側面から下面に一部分だけ繋がるように形成された第１ストッパー挿入溝と、
　第１補助キーボードの上面の本体側の面の一側に形成され、前記第１補助キーボードが
完全に折り畳まれている時、前記本体に形成された第１ストッパー挿入溝に挟まれて掛か
る第１キーボードストッパーと、
　前記第１補助キーボードの中第１キーボードストッパーと対向する側に側面から下面に
一部分だけ繋がるように形成された第２ストッパー挿入溝と、および
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前記第１，２補助キー
ボードの前記本体に対するヒンジ結合構造と



　第２補助キーボードの上面の第１補助キーボード側の面の一側に形成され、前記第１補
助キーボードが完全に折り畳まれている状態で第２補助キーボードが完全に折り畳まれて
いる時、前記第１補助キーボードに形成された第２ストッパー挿入溝に挟まれて掛かる第
２キーボードストッパー 、
　第１，２補助キーボードが完全に折り畳まれている状態ではその折り畳み方向への更な
る回動が行われないようにしたことを特徴とする移動端末機。
【請求項２】
　
　

　前記本体に形成された第１ストッパー挿入溝に第１補助キーボードに形成された第１キ
ーボードストッパーが挟まれている状態では 前記第１補助キーボードが第１挿入溝の傾
斜面及び第１ストッパー傾斜面によって本体にロッキングされるようにすることで、前記
本体から遠ざかる方向に移動することがないようにしたことを特徴とす 動端末機。
【請求項３】
　
　

　前記第１補助キーボードに形成された第２ストッパー挿入溝に第２補助キーボードに形
成された第２キーボードストッパーが挟まれている状態では、前記第２補助キーボードが
第２挿入溝の傾斜面及び第２ストッパー傾斜面によって第１補助キーボードにロッキング
されるようにすることで、前記本体から遠ざかる方向に移動することがないようにしたこ
とを特徴とす 動端末機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、無線携帯電話、個人用携帯情報端末機、ＩＭＴ－２０００端末機などを含む
移動端末機に関し、特に、文字や数字などのデータを容易に入力させ得るようにしたもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
　最近、移動通信の急激な発達に伴い、移動通信端末機の使用が一般化されており、前記
した移動通信端末機は地域や時間及び空間的な制約に関わらず使用が可能であることから
、その需要の爆発的な増加は勿論、関連技術の開発も急速に行われている実状にある。
【０００３】
　また、３世代移動通信と呼ばれるＩＭＴ－２０００などの移動端末機では文字情報は勿
論、画像情報まで送受信可能であるように機能の多様化が進められているが、端末機自体
の大きさは次第に小型化されつつあるので、移動端末機の限定された面積内に文字や数字
を入力するための多数個の入力キーを配列しなければならないことが移動端末機の製造業
体の立場から見ては大きな不具合であったと云わざるを得ない。
【０００４】
　従って、今までの移動端末機では、限定した数の入力キーとして複数個の数字や文字な
どを入力しなければならないため、一つの入力キーには複数個のアルファベット又はハン
グル語の子音及び母音、数字などが与えられており、実際にユーザが移動端末機を使用す
る過程では入力キーの入力回数（押す回数）に応じて所望のアルファベット、ハングル語
の子音及び母音又は数字などが選択されるようになっていて使用上不便であった。
【０００５】
　以下、従来の移動端末機について添付の図１を参照して説明する。
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請求項１記載の移動端末機において、
本体に形成された第１ストッパー挿入溝には第１挿入溝の傾斜面が形成され、第１補助

キーボードに形成された第１キーボードストッパーには第１ストッパー傾斜面が形成され
、

、

る移

請求項１記載の移動端末機において、
第１補助キーボードに形成された第２ストッパー挿入溝には第２挿入溝の傾斜面が形成

され、第２補助キーボードに形成された第２キーボードストッパーには第２ストッパー傾
斜面が形成され、

る移



【０００６】
　図１を参照すると、従来の実施形態による移動端末機は、大きく本体１と、前記本体の
後端に一端部が回動可能な状態でヒンジ結合されたフォルダ２とから区分され、前記本体
１はフロントファンネル部１ａと、バックファンネル部１ｂとが互いに結合して成ってい
る。
【０００７】
　前記本体１のフロントファンネル部１ａの上面には複数個の入力キー３が備えられてお
り、前記入力キーは必要なメニューを選択するためのキーと、必要な数字や文字を入力す
るためのキーなどからなっている。
【０００８】
　また、入力キー３のある本体１のフロントファンネル部１ａの上面には送信音を入力す
るためのマイク４が備えられ、前記本体１のバックファンネル部１ｂの下面には本体１に
電源を供給するためのバッテリ５が分離可能に結合されるが、前記バッテリは必ず本体１
のバックファンネル部１ｂに結合されるべきものではなく、必要に応じて、フォルダ２の
上面の外側面に結合されても良い。
【０００９】
　前記フォルダ２には下面の内側面に各種の情報やメッセージをディスプレイするための
液晶パネル６と共に受信音を出力するためのスピーカ（レシーバ）７がそれぞれ備えられ
る。
【００１０】
　この様な構造の従来の移動端末機は、未使用状態の際、本体１の後端に一端部が回動可
能な状態にヒンジ結合されているフォルダ２が閉められており、この状態では前記本体１
を成しているフロントファンネル部１ａの上面に備えられている各入力キー３がフォルダ
２により保護されている。
【００１１】
　この様に、本体１の後端に一端部が回動可能な状態にヒンジ結合されているフォルダ２
が閉められている状態でユーザが移動端末機を使用するためには、まず、前記フォルダ２
を人為的な力により回動させ、図１に示すように、開けなくてはならない。
【００１２】
　その後、本体１のフロントファンネル部１ａの上面に備えられている各入力キー３の中
必要な任意の入力キーを選択して移動端末機を使用するようになっており、この際に必要
な電源供給は本体１やフォルダ２に結合されているバッテリ５を介して成される。
【００１３】
　一方、移動端末機を用いて相手と通話する場合、送信音が本体１のフロントファンネル
部１ａの上面に備えられたマイク４を介して入力され、受信音はフォルダ２の下面の内側
面に備えられたスピーカ７を介して出力される。
【００１４】
　移動端末機を用いて相手とメッセージをやり取りする場合の前記メッセージはフォルダ
２の下面の内側面に備えられた液晶パネル６を介してディスプレイされる。
【００１５】
　しかしながら、従来のこの様な移動端末機においては次のような問題点があった。
【００１６】
　文字や数字を入力させるための入力キーの設置面積の制約があるため、前記入力キーの
数が限定されており、一つの入力キー当たり複数個の数字、文字（アルファベット又はハ
ングル語の子音及び母音）、記号などしか指定できない。
【００１７】
　そのため、特定の文字を入力するためにはそれぞれの入力キーを複数回入力しなければ
ならないので使用上不便である。特に、初心者の場合には、移動端末機のいろいろな機能
を十分活用できないことがある。
【００１８】
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【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上述した従来の移動端末機の抱えている問題点を解決するために成されたも
のである。
【００１９】
　本体に選択的に折り畳ませ得るよう補助キーボードを水平方向に回動可能に設置し、前
記補助キーボードには複数個の補助入力キーを備えることでユーザが移動端末機を使用す
る時、本体に備えられた入力キー及び補助キーボードに備えられた補助入力キーを複合的
に用いて文字や数字などの入力が容易に行えるようにした移動端末機を提供することにそ
の目的がある。
【００２０】
　本発明の付加的な特徴及び利点は、以下に述べる記述によって説明され、記述から明白
にされ、また、本発明を実施することによって理解されるであろう。本発明の目的および
他の利点は、発明の詳細な説明、特許請求の範囲および添付の図面の構成から理解され、
達成されるであろう。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明の移動端末機は、上面に複数個の入力キーが備えら
れた本体と、前記本体の下面の両側の対向部分にそれぞれ水平方向に回動可能にヒンジ結
合され、全部分が本体に引き入れられた状態で折り畳まれたり、ヒンジ結合部分を除いた
残り部分が本体から引き出された状態で広げられる第１補助キーボード及び第２補助キー
ボードと、前記第１，２補助キーボードの上面に備えられ、本体に備えられた複数個の入
力キーと共に必要な文字や数字などを入力させ得る複数個の補助入力キーとから構成され
ていることを特徴とする。
【００２２】
　上述した一般的な説明および以下に述べる詳細な説明は、例や説明であり、さらに特許
請求の範囲に述べられている本発明の説明のためのものであることが理解されるであろう
。
【００２３】
　添付の図面は、本発明のよりいっそうの理解のために用いられるものであり、本願明細
書に含まれ、その一部を構成するものであり、本願実施例を図解し、さらに記述とともに
本発明の原理を説明するために用いられる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　以下、上記目的を具体的に実現するための本発明の好ましい実施形態を添付の図面に基
づいて説明する。
【００２５】
　図２は本発明の実施形態による移動端末機を示す斜視図であり、図３は本発明の実施形
態による移動端末機を示す要部分解斜視図であり、図４は本発明の実施形態による移動端
末機を示す平面図であって、フォルダが開かれており、第１，２補助キーボードが完全に
広げられている状態図である。
【００２６】
　図５Ａ及び図５Ｃは本発明の実施形態による移動端末機を示す底面図であり、図６は本
発明の実施形態による移動端末機を示す要部縦断面図であって、本体にヒンジ結合された
第１，２補助キーボードが完全に折り畳まれた状態図であり、図７Ａ及び図７Ｂは図６の
I-I 線の要部断面図であり、図８は本発明の実施形態による移動端末機の要部を示す横断
面図である。
【００２７】
　そして、図９は図２の II-II 線の要部断面図であり、図１０は図２の III-III 線の要部
断面図であり、図１１は本発明の構成要素の と を示すために要部を切開して
示す分解斜視図であり、図１２は本発明の構成要素の と を示すため本体に形
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成された第２ 入溝の縁面を広げた状態を示す正面図である。
【００２８】
　本発明の移動端末機の構成の中従来と同様なものの説明は省略し、但し、図面上には従
来の符号をそのまま付する。
【００２９】
　以下、本発明の実施形態の構成を具体的に説明する。
　本体１をなすバックファンネル部１ｂの下面の中後方の両側の対向部分にそれぞれ水平
方向に回動可能に第１，２補助キーボード８，９がヒンジ結合され、前記第１，２補助キ
ーボードが本体１に全部分が引き入れられた状態で折り畳まれるか、本体でヒンジ結合部
分を除いた残り部分が引き出された状態で広げられるようにし、前記第１，２補助キーボ
ード８，９の上面にはそれぞれ複数個の補助入力キー１０，１１が備えられて、前記補助
入力キーが本体１のフロントファンネル部１ａの上面に備えられた入力キー３と共に必要
な文字や数字などを入力させ得るようにする。
【００３０】
　本体１のバックファンネル部１ｂの下面の中第１，２補助キーボード８，９の直後方に
下方に突出するよう第１本体ストッパー１２が形成され、前記第１，２補助キーボード８
，９が完全に広げられた状態ではその後方側の側面が前記第１本体ストッパー１２にそれ
ぞれ掛かることにより、前記第１，２補助キーボード８，９が一定の角度以上に広げられ
ないようにする。ここで、前記第１本体ストッパー１２の突出の高さは第１補助キーボー
ド８又は第２補助キーボード９の厚さと同じくすることが好ましく、これは、以後に第１
，２補助キーボード８，９を広げた状態で移動端末機の使用のために支持面に支持させる
時、前記第１本体ストッパー１２が第１，２補助キーボード８，９と同一の水平面を成し
つつ支持面に共に接触されるようにするためである。
【００３１】
　一方、本体１のフロントファンネル部１ａの上面に備えられた複数個の入力キー３と、
各補助キーボード８，９の上面にそれぞれ備えられた複数個の補助入力キー１０，１１は
コンピュータ用キーボードのような役割を果たす。前記本体１のフロントファンネル部１
ａに備えられた複数個の入力キー３は従来と同様な方式に配列され、前記第１，２補助キ
ーボード８，９にそれぞれ備えられた複数個の補助入力キー１０，１１は前記コンピュー
タ用キーボードで機能キー以外のキーが両分された状態に配列され、全体的に見て、前記
本体１に備えられた入力キー３と第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補
助入力キー１０，１１がコンピュータ用キーボードのキー配列と同じくなるようにするこ
とが好ましい。
【００３２】
　しかしながら、移動端末機の使用目的に従い、本体１に備えられた入力キー３と、第１
，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補助入力キー１０，１１との配列を多様
化できるのは理解可能である。
【００３３】
　また、第１，２補助キーボード８，９を広げた状態から再び折り畳む時、その最初に接
触する部分（ヒンジ結合部分と幅方向に向き合う部分）には前記第１，２補助キーボード
８，９の初期接触に従う干渉が防止されるよう、上下面にそれぞれ第１キーボード傾斜面
１３と第２キーボード傾斜面１４が形成され、前記第１補助キーボード８の第１キーボー
ド傾斜面１３の部分には、第１補助キーボード８が折り畳まれる時、第２補助キーボード
９のヒンジ部分に干渉されないよう避難溝１５が形成される。
【００３４】
　そして、本体１をなすバックファンネル部１ｂの下面の中後方の両側の対向部分に、既
に説明したように、前記本体１に全部分が引き入れられた状態で折り畳まれたり、本体で
ヒンジ結合部分を除いた残り部分が引き出された状態で広げられるよう第１，２補助キー
ボード８，９がそれぞれ水平方向に回動可能にヒンジ結合されるが、その中、第１補助キ
ーボード８が本体１のバックファンネル部１ｂに水平方向に回動可能にヒンジ結合される
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構造についてまず説明する。
【００３５】
　本体１には下面の第１，２補助キーボード８，９側が開放された状態で前記本体１の内
部に備えられた信号処理領域部とは分離されるよう第１凹入溝１６が形成され、前記第１
凹入溝内には先端の内側の縁部に第１支持段部１７ａを有する第１支持管１７が前記第１
凹入溝１６の縁面と離隔された状態で形成され、前記第１補助キーボード８の上面には本
体１に形成された第１凹入溝１６内に挟まるよう第１挿入管１８が形成され、前記第１挿
入管の内側には第１支持管１７に形成された第１支持段部１７ａに掛かって支持されるよ
うに、先端の外側に第１係止段部１９ａを有する第１係止片１９が複数個形成される。
【００３６】
　また、第２補助キーボード９が本体１のバックファンネル部１ｂに水平方向に回動可能
にヒンジ結合する構造であって、前記本体１には下面の第１，２補助キーボード８，９側
が開放された状態で本体１の内部に備えられた信号処理領域部とは分離されるように第２
凹入溝２０が形成され、前記第２凹入溝内には先端の内側の縁部に第２支持段部２１ａを
有する第２支持管２１が前記第２凹入溝２０の縁面から離隔された状態に形成され、前記
第２補助キーボード９の上面には本体１に形成された第２凹入溝２０内に挟まれるよう第
２挿入管２２が形成され、前記第２挿入管の内側には第２支持管２１に形成された第２支
持段部２１ａに掛かって支持されるように、先端の外側に第２係止段部２３ａを有する第
２係止片２３が複数個形成され、前記第２凹入溝２０の縁面には直線部２４ａと前記直線
部から上方側に傾斜するよう傾斜部２４ｂがスムースに繋がっている ２４が形成さ
れ、前記第２挿入管２２の外側の縁面の中互いに反対する部分には本体１の第２凹入溝２
０に形成された各 ２４に挟まれた状態でガイド突起２５が形成され、第２補助キー
ボード９の回動時に前記ガイド突起２５が ２４の直線部２４ａに沿って案内される
時は、前記第２補助キーボード９が本体１側及び本体の反対側に移動しないようにすると
共に、前記ガイド突起２５が ２４の傾斜部２４ｂに沿って案内される時は前記第２
補助キーボード９が本体１側及び本体の反対側に移動されるようにする。
【００３７】
　そして、本体１に形成された第２凹入溝２０の縁面の中各 ２４の間には前記

の傾斜部２４ｂと同一の傾斜角度を維持した状態で複数個の ２６が形成され、前
記第２補助キーボード９に形成された第２挿入管２２の外側縁面の中各ガイド突起２５の
間には ２６と同一の傾斜角度を維持した状態で複数個の支持突起２７が形成されて
いる。これは前記第２補助キーボード２が広げられるように回動する過程において、本体
１側の上方に移動する時は各支持突起２７が ２６に挟まれるようにすることで、前
記第２補助キーボード９が本体１側の上方に移動した状態でも前記本体に安定的に支持さ
れるようにすることにある。
【００３８】
　上記のように本体１の下面に第１補助キーボード８が水平方向に回動可能にヒンジ結合
されている構造は、前記第１補助キーボードが広げられるか折り畳まれるために回動する
時、上方の本体１側及び下方の本体の反対側への移動が必要なくなるようになっている構
造であり、本体１の下面に第２補助キーボード９が水平方向に回動可能にヒンジ結合され
ている構造は、前記第２補助キーボードが広げられるか折り畳まれるように回動する時、
前方の本体１側及び後方の本体の反対側への移動が必要であるようになった構造である。
前記第２補助キーボード９が折り畳まれている状態では下方の本体１の反対側に移動され
ているので、前記第２補助キーボード９の下面を第１補助キーボード８の下面と比較する
時、前記第２補助キーボード９の厚さだけ段差があるが、前記第２補助キーボードが広げ
られている状態では上方の本体１側に移動されているので、第２補助キーボード９の下面
を第１補助キーボード８の下面と比較する時、段差のないよう互いに平行している。
【００３９】
　一方、ユーザが本発明の移動端末機を使用する過程において、本体１の上面に備えられ
た入力キー３及び第１，２補助キーボード８，９の上面にそれぞれ備えられた補助入力キ
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ー１０，１１を選択した時、その選択された入力キー３及び補助入力キー１０，１１の信
号処理が行われるように、本体１と第１，２補助キーボード８，９はソフトウェア及び回
路的に連結され、その役割を果たすためには多数本の信号線２８が必要であるが、前記信
号線は第１，２補助キーボード８，９が回動されるべきであることを鑑みる時、コイル形
態として前記第１，２補助キーボード８，９のヒンジ結合部分の中空間部に位置し、その
一端は本体１内の信号処理領域部に連結されると共に、他端は第１，２補助キーボード８
，９内の信号処理領域部にそれぞれ連結される。
【００４０】
　また、ユーザが本発明の移動端末機を使用するため必要に応じて第１，２補助キーボー
ド８，９の中何れか一方を広げると他方の補助キーボードも共に広げられ得るよう互いに
連動することが好ましい。
【００４１】
　このための構造として本体１に形成された第１凹入溝１６と前記本体１の内部に備えら
れた信号処理領域部とを分離する隔壁部分に一定の角度の範囲内で水平方向に連通するよ
う連通孔２９が形成され、前記第１補助キーボード８に形成された第１挿入管１８の外側
の縁部には連通孔２９を介して本体１内に備えられた信号処理領域部に露出されるよう固
定リンク３０が形成され、本体１の第２凹入溝２０に形成された各 ２４の中本体１
内の信号処理領域部側に形成された一つの は前記本体１内の信号処理領域部と連通
し、前記第２補助キーボード９の第２挿入管２２に形成された一対のガイド突起２５の中
本体１内の信号処理領域部側に形成された一つの ２４に挟まれている一つのガイド
突起は前記本体１内に備えられた信号処理領域部に露出するように延長されるし、前記第
１挿入管１８に形成され、本体１内の信号処理領域部に露出されている固定リンク３０の
先端と、第２挿入管２２に形成され、本体１内の信号処理領域部に露出されているガイド
突起２５の先端には本体１の内部に備えられた信号処理領域部に位置した状態で連結リン
ク３１の両端がそれぞれヒンジ結合される。
【００４２】
　ここで、連結リンク３１とガイド突起２５とのヒンジ結合は、第２補助キーボード９が
広げられる過程では上方の本体１側に移動し、第２補助キーボード９が広げられる過程で
は下方の本体１の反対側に移動することを鑑みる時、前記第２補助キーボード９と共にガ
イド突起２５の移動が可能な状態になるべきであるが、このために前記連結リンク３１を
ガイド突起２５及び固定リンク３０にヒンジ結合するヒンジ軸の長さが第２補助キーボー
ド９の上下の移動距離だけ十分に確保されている。
【００４３】
　そして、第１，２補助キーボード８，９が本体１に回動可能にヒンジ結合された状態で
完全に折り畳まれている時は、前記第１，２補助キーボード８，９に人為的な力を加えて
も折り畳み方向にそれ以上回動できないようになっているが、このための構造として、前
記本体１の一側面から下面に一部分だけ繋がるよう第１ストッパー挿入溝３２が形成され
、第１補助キーボード８の上面の本体１の接触面の一側には前記第１補助キーボード８が
完全に折り畳まれている時、前記本体１に形成された第１ストッパー挿入溝３２に挟まれ
て掛かるよう第１キーボードストッパー３３が形成され、前記第１補助キーボード８の中
第１キーボードストッパー３３と対向する側には、側面から下面に一部分だけ繋がるよう
第２ストッパー挿入溝３４が形成され、第２補助キーボード９の上面の第１補助キーボー
ド８接触面の一側には前記第１補助キーボードが完全に折り畳まれている状態で第２補助
キーボード９が完全に折り畳まれている時、前記第１補助キーボード８に形成された第２
ストッパー挿入溝３４に挟まれて掛かるよう第２キーボードストッパー３５が形成される
。
【００４４】
　上記のように本体１に形成された第１ストッパー挿入溝３２の長手方向の両側面と幅方
向の内側の側面は本体１と遠ざかる方向へ行くほど内側に縮まるよう第１挿入溝の傾斜面
３２ａが形成され、第１補助キーボード８に形成された第１キーボードストッパー３３の
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長手方向の両側面と幅方向の内側の側面は、前記第１補助キーボード８と遠ざかる方向へ
行くほど外側に開かれるよう第１ストッパー傾斜面３３ａが形成されて、前記本体１に形
成された第１ストッパー挿入溝３２に第１補助キーボード８に形成された第１キーボード
ストッパー３３が挟まれている状態では前記第１挿入溝の傾斜面３２ａ及び第１ストッパ
ー傾斜面３３ａによって前記第１補助キーボード８が本体１にロッキングされるようにす
る。これは、移動端末機の使用過程で不注意によって第１補助キーボード８を本体１と遠
ざかる方向の下方に加圧させても実際に前記第１補助キーボード８の下方移動は起こらな
いようにするためである。
【００４５】
　また、第１補助キーボード８に形成された第２ストッパー挿入溝３４の長手方向の両測
面と幅方向の内側の側面は第１補助キーボード８と遠ざかる方向へ行くほど内側に縮まる
ように第２挿入溝の傾斜面３４ａが形成され、第２補助キーボード９に形成された第２キ
ーボードストッパー３５の長手方向の両側面と幅方向の内側の側面は、前記第２補助キー
ボード９と遠ざかる方向へ行くほど外側に開かれるように第２ストッパー傾斜面３５ａが
形成され、前記第１補助キーボード８に形成された第２ストッパー挿入溝３４に第２補助
キーボード９に形成された第２キーボードストッパー３５が挟まれている状態では前記第
２挿入溝の傾斜面３４ａと第２ストッパー傾斜面３５ａによって前記第２補助キーボード
９が第１補助キーボード８にロッキングされるようにするが、これは、移動端末機の使用
過程で不注意によって第２補助キーボード９を本体１と遠ざかる方向の下方に加圧させて
も実際に前記第２補助キーボード９の下方移動は起こらないようにするためである。
【００４６】
　そして、本体１の下面の中第１補助キーボード８のヒンジ結合部分と長手方向に向き合
う対角線部分に内側にやや入り込んでいる状態で第２本体ストッパー３６が形成され、前
記第１補助キーボード８が本体１に完全に折り畳まれている状態では前記第１補助キーボ
ード８の全面の一部が前記第２本体ストッパー３６の内側面に掛かってそれ以上折り畳み
方向への回動が不可能となるようにし、前記第２補助キーボード９の上面の中ヒンジ結合
部分と長手方向に向き合う部分に第３補助キーボード３７が形成され、前記第２補助キー
ボード９が本体１に完全に折り畳まれている状態では前記第２補助キーボード９に形成さ
れた第３キーボードストッパー３７が前記第２本体ストッパー３６の外側面に掛かってそ
れ以上折り畳み方向への回動が不可能となるようにする。
【００４７】
　ここで、本体１に形成された第２本体ストッパー３６の幅方向の内側面には本体１と遠
ざかる方向へ行くほど外側に開かれるよう第３ストッパー傾斜面３６ａが形成され、第１
補助キーボード８の全面の中前記第１補助キーボードが折り畳まれている時、第２本体ス
トッパー３６と向き合う部分には本体１と遠ざかる方向へ行くほど内側に縮まるように第
３キーボード傾斜面８ａが形成されて、前記第１補助キーボード８が完全に折り畳まれて
いる状態では前記第３ストッパー傾斜面３６ａと第３キーボード傾斜面８ａによって第１
補助キーボード９が本体１にロッキングされるようにする。これは、移動端末機の使用過
程で不注意によって第１補助キーボード８を本体１と遠ざかる方向の下方に加圧させても
実際に前記第１補助キーボード８の下方移動は全く行われないようにするためである。
【００４８】
　また、本体１に形成された第２本体ストッパー３６の幅方向の外側面には本体１と遠ざ
かる方向へ行くほど外側に開かれるよう第４ストッパー傾斜面３６ｂが形成され、第２補
助キーボード９に形成された第３キーボードストッパー３７の幅方向の内側面には第２補
助キーボード９と遠ざかる方向へ行くほど外側に開かれるよう第５ストッパー傾斜面３７
ａが形成されて、前記第２補助キーボード９が完全に折り畳まれている状態では前記第４
ストッパー傾斜面３６ｂと第５ストッパー傾斜面３７ａによって第２補助キーボード９が
本体１にロッキングされるようにする。これは、移動端末機の使用過程で不注意によって
第２補助キーボード９を本体１と遠ざかる方向の下方に加圧させても実際に前記第２補助
キーボード９の下方移動は全く行われないようにするためである。
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【００４９】
　一方、本体１の下面に形成された第２本体ストッパー３６はその高さを第１補助キーボ
ード８又は第２補助キーボード９の厚さと同じくすることが好ましいが、これは以後に第
１，２補助キーボード８，９を広げた状態にして移動端末機を使用する時、前記第２本体
ストッパー３６が第１，２補助キーボード８，９は勿論、第１本体ストッパー１２とも同
一な水平面を成しつつ支持面に共に接触されるようにするためである。
【００５０】
　以上説明したように、本発明による移動端末機には第１，２補助キーボード８，９が折
り畳まれているか広げてあるかを感知する感知スイッチ（図示せず）が備えられ、移動端
末機の動作を制御するマイコンと信号伝達が可能であるように連結されているが、前記感
知スイッチによって第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれていることが判断される
と、前記第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補助入力キー１０，１１へ
の静電圧供給を遮断して、多数個の補助入力キーの中何れかのものが押さえられてもその
信号を無視するようにする。
【００５１】
　この様に構成された本発明の移動端末機の使用過程を以下に具体的に説明する。
【００５２】
　本発明による移動端末機は第１，２補助キーボード８，９を折り畳めて全部分が本体１
に引き入れられた状態で使用するか、前記第１，２補助キーボード８，９を広げてヒンジ
結合部分を除いた残り部分が引き出された状態で使用するが、前者の過程は従来における
移動端末機の使用過程と同様であるので具体化せず、以下では前記第１，２補助キーボー
ド８，９を広げて使用する過程について具体的に説明する。
【００５３】
　本体１を成すバックファンネル部１ｂの下面の中後方の両側の対向部分にヒンジ結合さ
れた第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれている状態では前記第１，２補助キーボ
ードの中第１補助キーボード８が本体１の直下方に位置され、前記第２補助キーボード９
が第１補助キーボード８の直下方に位置されているが、この際、第１，２補助キーボード
８，９にそれぞれ備えられた補助入力キー１０，１１への静電圧供給が感知スイッチによ
り遮断され、前記補助入力キーの選択信号は無視される。
【００５４】
　従って、第１，２補助キーボード８，９が本体１に折り畳まれている状態では前記本体
の後端に一端部が回動可能な状態にヒンジ結合されたフォルダ２を開けて前記本体１のフ
ロントファンネル部１ａの上面に備えられた複数個の入力キー３の中所望の入力キーを押
して使用する。
【００５５】
　また、第１，２補助キーボード８，９が本体１に折り畳まれている状態で前記本体に備
えられた入力キー３と前記第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補助キー
ボード１０，１１をコンピュータ用キーボードのように利用したい場合には、前記第１，
２補助キーボード８，９を図４のように広げれば良いが、前記第１，２補助キーボードが
広げられた状態では本体１のフロントファンネル部１ａの上面に備えられた入力キー３の
選択に従う信号と、第１，２補助キーボード８，９の上面にそれぞれ備えられた補助入力
キー１０，１１の選択に従う信号とが共に認識可能な状態になり、この場合、前記本体１
のフロントファンネル部１ａの上面に備えられた入力キー３の選択信号は従来のように処
理されず、コンピュータ用キーボードの中央部分のキーの信号で認識して処理され、第１
，２補助キーボード８，９の上面にそれぞれ備えられた補助入力キー１０，１１の選択信
号はコンピュータ用キーボードの中央部分のキーを除いた残りのキーの信号で認識して処
理される。
【００５６】
　従って、第１，２補助キーボード８，９が広げられている状態ではユーザが本体１に備
えられた入力キー３と前記第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補助入力
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キー１０，１１の中必要なキーを選択して、コンピュータ用キーボードのように使用しな
がら所望の情報を得るか相手に各種のデータなどを伝送すれば良い。
【００５７】
　一方、既に説明したように、本体１に水平方向に回動可能にヒンジ結合された第１，２
補助キーボード８，９が折り畳まれている状態では、前記第１，２補助キーボードの中第
１補助キーボード８は本体１の直後方に位置されると共に、第２補助キーボード９は前記
第１補助キーボード８の直後方に位置され、結局、本体１と第１補助キーボード８、そし
て、第２補助キーボード９が上方から下方側に重畳されているが、以後、本体１に備えら
れた入力キー３と第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備えられた補助入力キー１０
，１１をコンピュータ用キーボードのように使用するため前記第１，２補助キーボード８
，９を広げると、その広げられるある瞬間、第２補助キーボード９は本体１側の上方に向
いて移動されてから前記第１，２補助キーボード８，９の広がりが完了する瞬間、第２補
助キーボード９の本体１側の移動は完了し、この状態では前記第１，２補助キーボード８
，９の下面が同一な水平面となる。
【００５８】
　上記のように第１，２補助キーボード８，９が水平方向に回動され、完全に広げられた
状態では第２補助キーボード９が本体１側に移動が完了し、前記第１，２補助キーボード
８，９の下面が同一な水平面になるようにしたのは、前記第１，２補助キーボード８，９
を広げて本体１に備えられた入力キー３と第１，２補助キーボード８，９にそれぞれ備え
られた補助入力キー１０，１１をコンピュータ用キーボードのように使用するため本発明
の移動端末機を地面に支持する時、前記第１，２補助キーボード８，９の下面の全部分が
共に地面に接触するようにして、より安定的に支持され得るようにするためである。
【００５９】
　一方、第１，２補助キーボード８，９の広がりが完了した状態では前記第１，２補助キ
ーボードの後方側の側面が本体１のバックファンネル部１ｂの下面の中前記第１，２補助
キーボード８，９の直後方に下方に突出して形成された第１本体ストッパー１２にそれぞ
れ掛かっているため更に広げられることはなく、前記第１，２補助キーボード８，９が完
全に広げられた状態は人体工学的な面でユーザが最も便利に使えるような角度を維持する
ようにすることが好ましい。その広がりの角度は、最初に折り畳まれた状態を基準にして
、各々９０°～１００°以内の角度を維持することが好ましい。
【００６０】
　上記のように本体１のバックファンネル部１ｂの下面に形成された第１本体ストッパー
１２の突出した高さは第１，２補助キーボード８，９の厚さと同じくすることが好ましい
。これは意匠的な美感を考慮したことは勿論、第１，２補助キーボード８，９を広げた状
態にして移動端末機を使用する時、前記第１，２補助キーボード８，９と第１本体ストッ
パー１２とが同一な水平面を成しつつ共に支持面に接触されるようにするためである。
【００６１】
　一方、既に説明したように、第１，２補助キーボード８，９を水平方向に回動させ広げ
るとき、その広げられるある瞬間、第２補助キーボード９が本体１側の上方に向いて移動
され、その広がりが完了した状態では前記第２補助キーボード９の下面が第１補助キーボ
ード８の下面と平行するようにすべきである。以下、前記第１，２補助キーボード８，９
が広げられるある瞬間第２補助キーボード９のみが本体１側の上方に向いて移動する過程
に対して詳細に説明するが、それに先立って、第１，２補助キーボード８，９が本体１に
水平方向に回動可能にヒンジ結合された状態について述べる。
【００６２】
　第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれた状態から広げられるためには、前記第１
補助キーボード８はヒンジ結合部分を基準にして図面上時計方向に回動すべきことは勿論
、第２補助キーボード９はヒンジ結合部分を基準に図面上半時計方向に回動すべきである
。前記第１補助キーボード８の回動は、本体１には下面の第１，２補助キーボード８，９
側が開放された状態で前記本体１の内部に備えられた信号処理領域部とは分離されるよう
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に第１凹入溝１６が形成されており、前記第１凹入溝内には先端の内側の縁部に第１支持
段部１７ａを有する第１支持管１７が前記第１凹入溝１６の縁面と離隔された状態で形成
されており、前記第１補助キーボード８の上面には本体１に形成された第１凹入溝１６内
に挟まれるよう第１挿入管１８が形成されており、前記第１挿入管の内側には第１支持管
１７に形成された第１支持端部１７ａに掛かって支持されるよう先端の外測に第１係止端
部１９ａを有する第１係止片１９が複数個形成されているので可能であり、前記第２補助
キーボード９の回動は、本体１には下面の第１，２補助キーボード８，９側が開放された
状態で前記本体１の内部に備えられた信号処理領域部とは分離するように第２凹入溝２０
が形成されており、前記第２凹入溝内には先端の内側の縁部に第２支持端部２１ａを有す
る第２支持管２１が前記第２凹入溝２０の縁面と離隔された状態で形成されており、前記
第２補助キーボード９の上面には本体１に形成された第２凹入溝２０内に挟まれるように
第２挿入管２２が形成されており、前記第２挿入管の内側には第２支持管２１に形成され
た第２支持端部２１ａに掛かって支持されるよう先端の外側に第２係止端部２３ａを有す
る第２係止片２３が複数個形成されているので可能である。
【００６３】
　さて、再び第１，２補助キーボード８，９が広げられるある瞬間、第２補助キーボード
９のみが本体１側の上方に向いて移動する過程について詳細に説明する。第２補助キーボ
ード９の図面上半時計方向の回動時には第２挿入管２２が本体１に形成された第２凹入溝
２０に挟まれた状態で第２支持管２１を中心に回転するが、この際、前記第２凹入溝２０
の縁面には直線部２４ａとその直線部から上方側に傾斜するよう傾斜部２４ｂがスムース
に繋がっている一対の ２４が互いに向き合うように形成されており、前記第２挿入
管２２の外側の縁面の中互いに反対する部分には本体１の第２凹入溝２０に形成された各

２４に挟まれた状態でガイド突起２５が形成されているので、前記第２挿入管２２
に形成されたガイド突起２５が第２凹入溝２０の縁面に形成された ２４の中直線部
２４ａの案内を受けた後自然に傾斜部２４ｂの案内を受けるようになり、前記ガイド突起
２５が ２４の傾斜部２４ｂに案内される過程では第２挿入管２２が本体１側の上方
へスムースに移動するようになるので、結局、第２補助キーボード９が前記本体１側の上
方に移動された状態で前記第２補助キーボード９の下面が第１補助キーボード８の下面と
同一な水平線上に位置するのである。
【００６４】
　一方、既に説明したように、第２補助キーボード９が広げられるよう水平方向に回動す
る過程において、本体１側の上方に移動しない状態は第２挿入管２２に形成されたガイド
突起２５が第２凹入溝２０に形成された ２４の直線部２４ｂに案内される時であり
、本体１側の上方に移動する状態は前記第２挿入管２２に形成されたガイド突起２５が第
２凹入溝２０に形成された ２４の傾斜部２４ｂに案内される時であるが、前記第２
補助キーボード９が回動だけを行っている瞬間までは第２凹入溝２０の縁面の中各
２４の間に形成された ２６に前記第２挿入管２２の外側の縁面に形成された支持突
起２７が挟まれることがなく、前記第２補助キーボード９が回動と共に本体１側に移動す
る瞬間からは前記支持突起２７が ２６に挟まれるので、結局、第２補助キーボード
９の広がりが完了した状態では前記支持突起２７が ２６に完全に挟まれて支持され
た状態にある。
【００６５】
　即ち、本体１の第２凹入溝２０の縁部に形成された ２６は ２４の傾斜部２
４ｂと同一な傾斜角度を維持しており、前記第２挿入管２２の縁部に形成された支持突起
２７は ２６と同一な傾斜角度を維持しているので、前記第２補助キーボード９が回
動だけを行っている状態では前記 ２６に支持突起２７が挟まれることはないが、前
記第２補助キーボード９が回動と同時に本体１側に移動する状態では前記支持突起２７が

２６に挟まれる。この様な設計は本体１の第２凹入溝２０に形成された ２４
及び、 ２６の位置と第２補助キーボード９の第２挿入管２２の縁部に形成されたガ
イド突起２５及び、支持突起２７の位置を適切に調節すればいくらでも可能であるので別
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に問題はない。
【００６６】
　上記のように第２補助キーボード９を広げる時、前記第２補助キーボードが本体１側の
上方に移動する瞬間から支持突起２７が ２６に挟まれるようにしたことは、第２補
助キーボード９が本体１側の上方に移動し始めると、前記第２補助キーボード９に形成さ
れた第２係止片２３の第２係止段部２３ａが本体１に形成された第２支持管２１の第２支
持段部２１ａにそれ以上掛かっていなくても前記第２補助キーボード９の支持が安定的に
行われ得るようにするためであるが、前記第２補助キーボード９が本体１側の上方に移動
し始める時からの第２補助キーボードの支持は、ガイド突起２５が ２４に案内され
ることによる支持や、支持突起２７が ２６に挟まれることによる支持である。
【００６７】
　従って、前記第１，２補助キーボード８，９を広げた状態で本発明の移動端末機を使用
するために前記本発明の移動端末機を支持面に支持させると、前記第１，２補助キーボー
ド８，９の下面が同一な水平面上に位置されていることを鑑みる時、前記第１，２補助キ
ーボード８，９が同時に支持面に支持されるので、前記移動端末機の支持が安定的に行わ
れるし、前記移動端末機が支持面に支持された状態では本体１の下面に形成された第１本
体ストッパー１２及び第２本体ストッパー３６が前記第１，２補助キーボード８，９と共
に支持面に支持されるので、結局、移動端末機は更に広い面積でより安定的に支持される
ことができる。
【００６８】
　上記のように第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれた状態から広げられるため本
体１とのヒンジ結合部分を基準に回動する時、前記第２補助キーボード９が本体１側の上
方に向いて移動する時点は、平面の底面から見て第１，２補助キーボード８，９が互いに
離隔する直前であるべきであり、これに合わせて本体１の第２凹入溝２０の縁部に形成さ
れた ２４の直線部２４ａ及び傾斜部２４ｂを適正な状態に調節すれば良い。
【００６９】
　一方、前記第２補助キーボード９の広がり方向の回動時、本体１側の上方に向いて移動
する時点が平面及び底面から見て第１，２補助キーボード８，９が互いに離隔する直前で
あるべきなのは、その以前に第２補助キーボード９が本体１側の上方に向いて移動を行う
と、平面及び底面から見た時、第１，２補助キーボード８，９が相当の部分互いに重なる
ようになり、この状態では第２補助キーボード９が例え本体１側の上方に移動力を有する
としても前記第１補助キーボード８に干渉されるため、実際に前記第２補助キーボード９
の本体１側の上方への移動は行われないからである。
【００７０】
　また、第１，２補助キーボード８，９を広げた状態にして本発明の移動端末機を使用す
る中、使用が完了されたか、それとも本体１に備えられた入力キー３のみを選択して単純
な用途として使用する場合には、前記広げられた第１，２補助キーボード８，９を広げる
時と逆方向に回動させて折り畳み、本体１と第１補助キーボード８、そして、第２補助キ
ーボード９が上方から下方に重畳するようにすべきであるが、この場合、図５ｂのように
折り畳まれる第１，２補助キーボード８，９の中最初に接触する部分（ヒンジ結合部と幅
方向に対向する部分）に上下に互いに向かいあう状態でそれぞれ第１，２キーボード傾斜
面１３，１４が形成されているので、前記第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれる
過程において初期接触による干渉が行われず、前記第１，２補助キーボード８，９がスム
ースに折り畳まれ得ることは理解可能であり、前記第１，２補助キーボード８，９の中第
１補助キーボード８が折り畳まれる過程では前記第１補助キーボードの第１キーボード傾
斜面１３の部分に形成されている避難溝１５に第２補助キーボード９のヒンジ部分が入り
込むので、前記第１補助キーボード８が第２補助キーボード９のヒンジ部分に干渉されな
い状態で完全に折り畳まれ得ることは理解可能である。
【００７１】
　一方、第１，２補助キーボード８，９が広げられた状態から再び折り畳まれるため回動

10

20

30

40

50

(12) JP 4024043 B2 2007.12.19

支持溝

ガイド
支持溝

ガイド



する時、前記第１，２補助キーボード８，９が最初に接触する部分、つまり、平面及び底
面から見て第１，２補助キーボード８，９が上下に位置しつつ重畳し始める初期部分まで
は、前記第２補助キーボード９は本体１の反対側の下方に移動してから重畳し始めた後か
らはそれ以上本体の反対側の下方への移動は行わず、続けて回動のみを行うが、これは第
２補助キーボード９の第２挿入管２２に形成されている各ガイド突起２５が本体１の第２
凹入溝２０の縁部に形成されている ２４に挟まれた状態で前記 の傾斜部２４
ｂに案内された後、続けて直線部２４ａに案内されることから可能である。
【００７２】
　上述した過程によって第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれた状態では、第１補
助キーボード８の上面の本体１の対向面の一側に形成されている第１キーボードストッパ
ー３３が前記本体１の一側面から下面に一部分だけ繋がるように形成されている第１スト
ッパー挿入溝３２に挟まれ、第２補助キーボード９の上面の第１補助キーボード８の対向
面の一側に形成されている第２キーボードストッパー３５が前記第１補助キーボード８の
中第１キーボードストッパー３３と対向する側の側面から下面に一部分だけ繋がるように
形成されている第２ストッパー挿入溝３４に挟まれるが、前記第１キーボードストッパー
３３が第１ストッパー挿入溝３２に挟まれた状態では前記第１ストッパー挿入溝の長手方
向の両側面と幅方向の内側の側面には本体１から遠ざかる側へ行くほど内側に縮まるよう
第１挿入溝の傾斜面３２ａが形成されており、前記第１キーボードストッパー３３の長手
方向の両側面と幅方向の内側の側面には、第１補助キーボード８と遠ざかる方向へ行くほ
ど外側に開かれるよう第１ストッパー傾斜面３３ａが形成されているので、結局、前記第
１挿入溝の傾斜面３２ａ及び第１ストッパー傾斜面３３ａによって前記第１補助キーボー
ド８が本体１にロッキングされる状態になり、ユーザが本発明の移動端末機の使用中或い
は携帯中に不注意によって前記第１補助キーボード８を本体１と反対側の下方に加圧させ
ても前記第１補助キーボード８が本体１と反対する下方側に移動することがなく、第２キ
ーボードストッパー３５が第２ストッパー挿入溝３４に挟まれた状態では前記第２ストッ
パー挿入溝の長手方向の両側面と幅方向の内側の側面には、前記第１補助キーボード９か
ら遠ざかる方向へ行くほど内側に縮まるよう第２挿入溝の傾斜面３４ａが形成されており
、前記第２キーボードストッパー３５の長手方向の両側面と幅方向の内側の側面には、第
２補助キーボード９から遠ざかる方向へ行くほど外側に開かれるよう第２ストッパー傾斜
面３５ａが形成されているので、結局、前記第２挿入溝の傾斜面３４ａ及び第２ストッパ
ー傾斜面３５ａによって前記第２補助キーボード９が第１補助キーボード８にロッキング
される状態になって、ユーザが本発明の移動端末機の使用中或いは携帯中に不注意によっ
て第１補助キーボード９を本体１と反対側の下方に加圧させても、実際に前記第２補助キ
ーボード９が本体１と反対側の下方に移動することはない。
【００７３】
　また、第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれた状態では前記第１補助キーボード
８の全面の一部が本体１の下部面の中第１補助キーボード８のヒンジ結合部分と長手方向
に向き合う対角線部分に内側にやや入り込んでいる状態で形成されている第２本体ストッ
パー３６の内側面に掛かるので、前記第１補助キーボード８の折り畳まれる方向の回動が
確実に防止され、前記第２補助キーボード９の下面の中ヒンジ結合部分と長手方向に向き
合う先端の部分に形成されている第３キーボードストッパー３７が前記第２本体ストッパ
ー３６の外側面に掛かるので、前記第２補助キーボード９の折り畳まれる方向の回動がよ
り完璧に防止される。前記第１補助キーボード８の全面の一部が本体１に形成された第２
本体ストッパー３６の内側面に掛かっている状態では前記第２本体ストッパーの幅方向の
内側面には本体１から遠ざかる方向へ行くほど外側に開かれるように第３ストッパー傾斜
面３６ａが形成されており、第１補助キーボード８の全面の中前記第１補助キーボードが
折り畳まれている時に第２本体ストッパー３６と向き合う部分には、本体１から遠ざかる
方向へ行くほど内側に縮まるよう第３キーボード傾斜面８ａが形成されているので、前記
第１補助キーボード８が完全に折り畳まれている状態では前記第３ストッパー傾斜面３６
ａと第３キーボード傾斜面８ａによって第１補助キーボード８が本体１にロッキングされ
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る状態となり、ユーザが本発明の移動端末機の使用中或いは携帯中に不注意によって前記
第１補助キーボード８を本体１と反対側の下方に加圧させても実際に前記第１補助キーボ
ード８が本体１と反対側の下方に移動することが全く生かせず、本体１に形成された第２
本体ストッパー３６の幅方向の外側面には本体１から遠ざかる方向へ行くほど外側に開か
れるよう第４ストッパーの傾斜面３６ｂが形成されており、第２補助キーボード９に形成
された第３キーボードストッパー３７の幅方向の内側面には第２補助キーボード９から遠
ざかる方向へ行くほど外側に開かれるよう第５ストッパー傾斜面３７ａが形成されている
ので、前記第２補助キーボード９が完全に折り畳まれている状態では前記第４ストッパー
傾斜面３６ｂと第５ストッパー傾斜面３７ａによって第２補助キーボード９が本体１にロ
ッキングされる状態となり、移動端末機の使用過程で不注意によって第２補助キーボード
９を本体１から遠ざかる方向側に加圧させても前記第２補助キーボード９が本体１と反対
側の下方に移動することが全く生じない。
【００７４】
　一方、本発明の作用において、ユーザが第１，２補助キーボード８，９を折り畳むか広
げる時、前記第１，２補助キーボードを別々に行わず、一方のみを折り畳むか広げても他
方のキーボードが共に連動するような構造を有している。
【００７５】
　以下、第１，２補助キーボード８，９の連動過程を具体的に説明する。
【００７６】
　図８において実線で示す状態は第１，２補助キーボード８，９が折り畳まれている状態
である。
【００７７】
　この状態でユーザが最も下方にある第２補助キーボード９を図面上半時計方向に回動さ
せ広げると、前記第２補助キーボードの上面に形成され、本体１の下面に形成された第２
凹入溝２０に挟まれた第２挿入管２２が図面上半時計方向に回転し、前記第２挿入管の図
面上半時計方向の回転時には前記第２挿入管２２に形成されている一対のガイド突起２５
の中本体１の信号処理領域部側にある一つのガイド突起が本体１の第２凹入溝２０に形成
された一対の ２４の中前記本体１の内部に備えられた信号処理領域部側にある

を介して前記本体１の信号処理領域部に露出された状態で別の干渉を受けず一点線のよ
うに移動するので、一端が前記ガイド突起２５の先端にヒンジ結合されている連結リンク
３１も一点線で示すように位置移動を行う。
【００７８】
　この様に第２補助キーボード９の図面上半時計方向の回動に従って本体１内の信号処理
領域部にある連結リンク３１が位置移動を行うと、第１補助キーボード８の上面には本体
１の下面に形成された第１凹入溝１６に挟まれるよう第１挿入管１８が形成されており、
前記第１挿入管１８には本体１に形成された第１凹入溝１６と前記本体１の内部に備えら
れた信号処理領域部とを分離する隔壁の連通孔２９を介して前記本体内に備えられた信号
処理領域部に露出されるよう固定リンク３０が形成されており、前記固定リンクの先端に
は一端がガイド突起２５にヒンジ結合されている連結リンク３１の他の一端がヒンジ結合
されていることにより、前記固定リンク３０が連通孔２９に沿って一点線で示すように位
置移動すると共に、第１挿入管１８が図面上時計方向に回転し、これにより、第１補助キ
ーボード８もヒンジ結合部を中心に図面上時計方向に回動して広げられるので、結局、第
１，２補助キーボード８，９が連動により広げられることになる。
【００７９】
　上記のように本体１に形成された第１凹入溝１６と前記本体１内部の信号処理領域部と
の間に形成された連通孔２９は第１挿入管１８に形成された固定リンク３０が移動する時
、干渉を受けないような形状を有するべきであるが、前記第１挿入管１８が形成されてい
る第１補助キーボード８は広げられる過程では勿論、折り畳まれる過程においても本体１
側及び本体の反対側への上下移動が全く生じないので、前記連通孔２９の形状は直線形で
あれば良い。
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【００８０】
　一方、上記では第１，２補助キーボード８，９が連動により広げられるものとして説明
されたが、連動により折り畳まれることも理解可能であろう。
【００８１】
　以上詳しく説明したように、本発明の実施形態における移動端末機ではフォルダ型の移
動端末機を実施形態として挙げているが、必ずしもこれに限定する必要はなく、フリップ
型やバー型など何れの形の移動端末機にも無理なく適用可能であり、特に、移動端末機の
分類に属する個人用携帯情報端末機やＩＭＴ－２０００端末機、ひいては電子手帳などに
も無理なく適用可能である。
【００８２】
【産業上の利用可能性】
　従って、本発明による移動端末機は従来の一般的な移動端末機のように使用したい場合
は、本体にヒンジ結合されている第１，２補助キーボードを折り畳み、前記本体に備えら
れている入力キーのみを使用すれば良く、コンピュータ用キーボードのように使用したい
場合には、前記本体にヒンジ結合されている第１，２補助キーボードを広げて本体に備え
られている入力キー及び第１，２補助キーボードに備えられている補助入力キーを共に使
用すれば良いので、一つのキーで複数個の文字や数字などを選択しなくても情報入力及び
各種のデータの送受信を便利に行うことができるという効果がある。
【００８３】
　本願発明についてその好ましい実施形態を参照して説明してきたが、本発明の精神又は
範囲から逸脱することなく種々の改良および変更をすることができることは当業者にとっ
て明白であろう。従って、本願発明は添付された特許請求の範囲およびそれらの均等物の
範囲内で本発明の改良および変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来の移動端末機をフォルダが開かれた状態で示す斜視図である。
【図２】　本発明の実施形態による移動端末機を示す斜視図である。
【図３】　本発明の実施形態による移動端末機を示す要部分解斜視図である。
【図４】　本発明の実施形態による移動端末機を示す平面図であって、フォルダが開かれ
ており且つ第１，２補助キーボードが完全に広げられている状態図である。
【図５Ａ】　本発明の実施形態による移動端末機を示す底面図であって、フォルダが開か
れており且つ第１，２補助キーボードが完全に広げられている状態図である。
【図５Ｂ】　本発明の実施形態による移動端末機を示す底面図であって、フォルダが開か
れており且つ第１，２補助キーボードが折り畳まれている状態図である。
【図５Ｃ】　本発明の実施形態による移動端末機を示す底面図であって、フォルダが開か
れており且つ第１，２補助キーボードが完全に折り畳まれている状態図である。
【図６】　本発明の実施形態による移動端末機を示す要部縦断面図であって、本体にヒン
ジ結合された第１，２補助キーボードが完全に折り畳まれた状態図である。
【図７Ａ】　図６の I-I 線要部断面図であって、第２補助キーボードが本体側の上方に移
動する直前の状態図である。
【図７Ｂ】　図６の I-I 線要部断面図であって、第２補助キーボードが本体側の上方に移
動した状態図である。
【図８】　本発明の実施形態による移動端末機の要部を示す横断面図である。
【図９】　図２の II-II 線要部断面図である。
【図１０】　図２の III-III 線要部断面図である。
【図１１】　本発明の構成要素の と を示すために要部を切開して示す分解斜
視図である。
【図１２】　本発明の構成要素の と を示すため本体に形成された第２ 入溝
の縁面を広げた状態を示す正面図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ５ Ｃ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ Ａ 】

【 図 ７ Ｂ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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