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(57)【要約】
【課題】本発明は、ユーザーの便宜及び満足を強化しな
がら、不要な空間の活用及びモバイル端末機のスリム化
により、従来のスリムなモバイル端末機の制限を克服で
きる、モバイル端末機を提供する。
【解決手段】本発明は、モバイル端末機であって、保持
部を定義する第１本体と、前記第１本体に対してスライ
ド可能な第２本体と、前記第１及び第２本体の一つに設
けられたディスプレイと、前記第１及び第２本体のもう
一つに設けられた入力装置と、前記保持部に設けられた
第１回路支持基板と、前記保持部に設けられた第２回路
支持基板とを含み、前記第１及び第２回路支持基板は、
重畳して配設されることを特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末機であって、
　保持部を定義する第１本体と、
　前記第１本体に対してスライド可能な第２本体と、
　前記第１及び第２本体の一つに設けられたディスプレイと、
　前記第１及び第２本体のもう一つに設けられた入力装置と、
　前記保持部に設けられた第１回路支持基板と、
　前記保持部に設けられた第２回路支持基板とを含み、
　前記第１及び第２回路支持基板は、重畳して配設されることを特徴とする、モバイル端
末機。
【請求項２】
　前記第１本体はディスプレイを含み、前記第１及び第２回路支持基板の一つは前記ディ
スプレイに連結されることを特徴とする、請求項１に記載のモバイル端末機。
【請求項３】
　前記第１及び第２回路支持基板は、前記ディスプレイ用回路支持基板の部分回路支持基
板であることを特徴とする、請求項２に記載のモバイル端末機。
【請求項４】
　前記第１及び第２回路支持基板は、メーン回路支持基板の部分回路支持基板であること
を特徴とする、請求項１に記載のモバイル端末機。
【請求項５】
　前記第１本体により定義された上部と、
　前記第１本体の上部に位置したアンテナとをさらに含むことを特徴とする、請求項１に
記載のモバイル端末機。
【請求項６】
　前記保持部は、前記第２本体と接する前記第１本体の背面上に形成されることを特徴と
する、請求項１に記載のモバイル端末機。
【請求項７】
　前記第１本体の背面上に形成されたスライディング部をさらに含み、前記第２本体は前
記スライディング部上でスライド可能であることを特徴とする、請求項６に記載のモバイ
ル端末機。
【請求項８】
　前記スライディング部は、前記保持部及び前記第２本体が実質的に整列されるように、
前記保持部から離隔されることを特徴とする、請求項７に記載のモバイル端末機。
【請求項９】
　前記第２本体を前記第１及び第２回路支持基板に電気的に連結するフレキシブル回路支
持基板をさらに含み、前記フレキシブル回路支持基板は、前記第２本体が前記第１本体に
対してスライドされる時に折り畳んだり展開されることを特徴とする、請求項７に記載の
モバイル端末機。
【請求項１０】
　前記フレキシブル回路支持基板が位置するスライディング部を覆うカバー部材をさらに
含むことを特徴とする、請求項９に記載のモバイル端末機。
【請求項１１】
　前記カバー部材は、前記第２本体が前記第１本体に対してスライドされる時、前記スラ
イディング部及び前記保持部を選択的に覆うように、前記第２本体上に設けられたカバー
部を含むことを特徴とする、請求項１０に記載のモバイル端末機。
【請求項１２】
　前記保持部は、受容部を含み、前記カバー部は、前記第２本体が前記保持部にスライド
する時に前記受容部に挿入可能であることを特徴とする、請求項１１に記載のモバイル端
末機。
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【請求項１３】
　前記カバー部材は、前記スライディング部を覆うように、前記保持部から延長されるカ
バー部を含むことを特徴とする、請求項１０に記載のモバイル端末機。
【請求項１４】
　前記カバー部が前記スライディング部を覆う時に露出され、前記カバー部が前記保持部
を覆う時に覆われる、前記保持部に設けられたカメラをさらに含むことを特徴とする、請
求項１０に記載のモバイル端末機。
【請求項１５】
　前記スライディング部は、前記第１本体を前記第２本体に連結するスライディング装置
を含むことを特徴とする、請求項７に記載のモバイル端末機。
【請求項１６】
　前記スライディング装置は、
　前記第１本体の背面に位置した板と、
　前記板上でスライド可能であり、前記第２本体に連結するスライド部材と、
　前記板と前記スライド部材との間に位置し、前記第２本体のスライドを補助する弾性装
置とを含むことを特徴とする、１５に記載のモバイル端末機。
【請求項１７】
　前記板は、その対向側面上に形成され、前記ディスプレイから延長される一対の突出部
を含み、前記スライド部材は、その対向側面上に形成された一対のレール部を含み、前記
レール部の各々は、対応する突出部に結合されることを特徴とする、請求項１６に記載の
モバイル端末機。
【請求項１８】
　前記第１本体は、前記背面上に形成された一対の溝を含み、前記レール部の各々は、前
記対応する溝内でスライド可能であることを特徴とする、請求項１７に記載のモバイル端
末機。
【請求項１９】
　前記保持部に設けられたカメラをさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載のモバ
イル端末機。
【請求項２０】
　前記第１及び第２本体の各々は、入力装置を含むことを特徴とする、請求項１に記載の
モバイル端末機。
【請求項２１】
　モバイル端末機であって、
　ケースと、前記ケースの前面部上に位置したディスプレイと、前記本体の背面に形成さ
れた保持部と、前記保持部に設けられた第１回路支持基板とを含む第１本体と、
　前記保持部に設けられ、前記第１支持基板及び前記第２支持基板が重畳して配設される
第２回路支持基板と、
　キーパッドを含む第２本体と、
　前記第１本体の背面上に設けられ、前記第２本体に連結して前記第２本体が前記第１本
体に対してスライドされるようにするスライディング部とを含むことを特徴とする、モバ
イル端末機。
【請求項２２】
　前記第１及び第２回路支持基板は、ディスプレイ用回路支持板の一部回路支持基板であ
ることを特徴とする、請求項２１に記載のモバイル端末機。
【請求項２３】
　前記第１及び第２回路支持基板は、メーン回路支持基板の一部回路支持基板であること
を特徴とする、請求項２１に記載のモバイル端末機。
【請求項２４】
　前記第１本体により定義される上部と、前記第１本体の上部に位置したアンテナとをさ
らに含むことを特徴とする、請求項２１に記載のモバイル端末機。
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【請求項２５】
　前記第２本体を前記第１及び第２回路支持基板に電気的に連結するフレキシブル回路支
持基板をさらに含み、
　前記フレキシブル回路支持基板は、前記スライディング部上に位置し、前記第２本体が
前記第１本体に対してスライドされる時に折り畳んだり展開されることを特徴とする、請
求項２１に記載のモバイル端末機。
【請求項２６】
　前記第２本体が前記第１本体に対してスライドされる時、前記維持部及び前記スライデ
ィング部を選択的に覆うように、前記第２本体上に設けられたカバーをさらに含むことを
特徴とする、請求項２１に記載のモバイル端末機。
【請求項２７】
　前記スライディング部は、
　前記第１本体の背面上に位置し、その対向側面上に形成されて前記ディスプレイから延
長する一対の突出部を含む板と、
　前記板上でスライド可能な前記第２本体に連結しており、その対向側面上に形成された
一対のレール部を含むスライド部材と、
　前記板と前記スライド部材との間に位置し、前記第２本体のスライドを補助する弾性装
置とを含むことを特徴とする、請求項２６に記載のモバイル端末機。
【請求項２８】
　前記ケースは、前記板に沿ってスライドするために、前記レール部に対する前記ケース
の両側面上に形成されたガイド溝を含むことを特徴とする、請求項２７に記載のモバイル
端末機。
【請求項２９】
　前記保持部に設けられたカメラをさらに含み、前記カメラは、前記カバー部が前記スラ
イディング部を覆う時に露出され、前記カバー部が前記保持部を覆う時に覆われることを
特徴とする、請求項２２に記載のモバイル端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末機に関し、特に、スリム且つユーザーの便宜を向上できるモバ
イル端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、モバイル端末機は、ユーザーが、多様な種類の情報、例えば映像、音声及びテ
キストメッセージを、無線通信を介して伝送／受信したり、或いは、所定のサーバーと接
続して色々なサービスを受信するために、伝達できるセルラー電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）などを意味する。
【０００３】
　モバイル端末機、特にセルラー電話は、初期のバー型から、消費者の要求及び技術の発
展に伴い、フリップ型、フォルダー型及びスライド型に開発されている。
【０００４】
　最近、モバイル端末機のスリム化に伴い、多様なマルチミメディア機能を楽しむと共に
、端末機上における通話のために大きい表示窓を有する、スリム且つ軽量のモバイル端末
機がユーザーにより要求されるため、このような要求を満足させることができるモバイル
端末機の技術開発が必要になった。
【０００５】
　図１及び図２は、従来のスライド型モバイル端末機を示す。図１及び図２は、従来のモ
バイル端末機が上下にスライドされる状態を示す側断面図である。
【０００６】
　図１及び図２に示すように、従来のスライド型モバイル端末機は、本体１０及びＬＣＤ
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部２０を含む。メーンＰＣＢ（ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）１２は、
モバイル端末機の上段から下段への横方向に埋設される。ＬＣＤ部２０は、本体１０の前
面においてスライド可能に設けられ、多様な種類の情報を表示するためのＬＣＤ（２２）
を備える。
【０００７】
　本体１０及びＬＣＤ部２０は、従来のモバイル端末機を上段から下段に二重分割する。
本体１０は、アンテナ、キーパッド１４及びバッテリー１５をさらに含む。アンテナは、
基地局から／基地局に信号を送信／受信する埋め込み型アンテナである。キーパッド１４
は、ユーザーがＬＣＤ部２０を上方にスライドすることにより露出される本体１０の下部
に設けられ、ユーザーがキーを使用可能であるようにする。バッテリー１５は、本体１０
の背面に装着され、従来のモバイル端末機内に提供された色々なサブアセンブリに電力を
供給する。ＬＣＤ部２０は、ＬＣＤ（２２）に電気的に連結しているＰＣＢ（２３）をさ
らに含む。
【０００８】
　また、ＦＰＣＢ（ｆｌｅｘｃｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ
）２４は、本体１０及びＬＣＤ部２０を貫通してメーンＰＣＢ（１２）をＬＣＤ（２２）
用ＰＣＢ（２３）に連結させる。図１及び図２には示されていないが、従来のモバイル端
末機は、本体１０とＬＣＢ部２０との間に設けられたスライディング装置を備え、ＬＣＤ
部２０を上方にスライドさせる。
【０００９】
　しかしながら、メーンＰＣＢ及びＬＣＤ用ＰＣＢがモバイル端末機の上段から下段への
垂直方向に提供されるため、モバイル端末機の全厚を減少させるのに困難さがある。
【００１０】
　図１及び図２に示すように、本体１０及びＬＣＤ部２０内には、部分的に不要な空間が
発生し得る。これにより、従来のモバイル端末機は、不適切な空間活用という問題を持つ
。
【００１１】
　さらに、従来のモバイル端末機は、アンテナが本体又はＬＣＤ部の何れか一つに設けら
れなければならないため、端末機のスリム化に困難さがある。
【００１２】
　また、従来のモバイル端末機は、ＬＣＤ部が上方にスライドされる場合、上部が下部よ
り比較的軽いため、衝撃からディスプレイを十分保護することができない。
【００１３】
　結局、従来のモバイル端末機は、本体とＬＣＤ部との間に別に設けられたスライディン
グ装置の厚さにより、端末機のスリム化に制限がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　よって、本発明の目的は、ユーザーの便宜及び満足を強化しながら、不要な空間の活用
及びモバイル端末機のスリム化により、従来のスリムなモバイル端末機の制限を克服でき
る、モバイル端末機を提供することにある。
【００１５】
　本発明の付加利点、目的及び特徴は、当業者にとって次の詳細な説明を介してより明ら
かである。本発明の目的及び他の利点は、次の詳細な説明、特許請求の範囲及び添付図面
に開示された構造により実現されて得られる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的及び他の利点を達成するために、本発明において、モバイル端末機は、保持部
を定義する第１本体と、第１本体に対してスライド可能な第２本体と、第１及び第２本体
の一つに設けられたディスプレイと、第１及び第２本体のもう一つに設けられた入力装置
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と、保持部に設けられた第１回路支持基板と、保持部に設けられた第２回路支持基板とを
含む。第１及び第２回路支持基板は、重畳して配設される。
【００１７】
　また、本発明において、第１本体はディスプレイを含み、第１及び第２回路支持基板の
一つはディスプレイに連結される。また、第１及び第２回路支持基板は、ディスプレイ用
回路支持基板の部分回路支持基板である。
【００１８】
　また、本発明において　モバイル端末機は、前記第１本体により定義された上部と、第
１本体の上部に位置したアンテナを含む。
【００１９】
　また、本発明において、保持部は、第２本体と接する第１本体の背面上に形成される。
また、スライディング部は第１本体の背面上に形成され、第２本体はスライディング部上
でスライド可能である。スライディング部は、保持部及び第２本体が実質的に整列される
ように保持部から離隔される。
【００２０】
　また、本発明において、フレキシブル回路支持基板は、第２本体を第１及び第２回路支
持基板に電気的に連結する。フレキシブル回路支持基板は、第２本体が第１本体に対して
スライドされる時に折り畳んだり展開される。フレキシブル回路支持基板が位置するスラ
イディング部を覆うカバー部材が提供される。カバー部材は、第２本体が第１本体に対し
てスライドされる時、スライディング部及び保持部を選択的に覆うように、第２本体上に
設けられたカバー部を含む。また、保持部は、第２本体が保持部にスライドする時にカバ
ー部が挿入可能な受容部を含む。代りに、カバー部材は、スライディング部を覆うように
保持部から延長されるカバー部を含む。
【００２１】
　また、本発明において、カメラは保持部に設けられる。カメラは、カバー部がスライデ
ィング部を覆う時に露出され、カバー部が前記保持部を覆う時に覆われる。
【００２２】
　また、本発明において、スライディング部は、第１本体を第２本体に連結するスライデ
ィング装置を含む。スライディング装置は、第１本体の背面に位置した板と、板上でスラ
イド可能であり、第２本体に連結するスライド部材と、板と前記スライド部材との間に位
置する弾性装置を含む。弾性装置は、第２本体のスライドを補助する。板は、その対向側
面上に形成され、ディスプレイから延長される一対の突出部を含む。スライド部材は、そ
の対向側面上に形成された一対のレール部を含み、レール部の各々は、対応する突出部に
結合される。第１本体は、背面上に形成された一対の溝を含み、レール部の各々は、対応
する溝内でスライド可能である。
【００２３】
　また、本発明において、前記第１及び第２本体の各々は入力装置を含む。
【００２４】
　また、本発明において、モバイル端末機は、ケースを含む第１本体と、ケースの前面部
上に位置したディスプレイと、本体の背面に形成された保持部と、保持部に設けられた第
１回路支持基板及び第２回路支持帰阪を含む。第１支持基板及び第２支持基板は重畳して
配設される。モバイル端末機は、キーパッドを含む第２本体と、第１本体の背面上に設け
られ、第２本体に連結して第２本体が第１本体に対してスライドされるようにするスライ
ディング部をさらに含む。
【００２５】
　前述した一般の説明及び後述する詳細な説明は、例示のためのものだけで、特許請求の
範囲に記載された発明を追加に説明するためのものであることを理解すべきである。
【００２６】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下の手段を提供する：
（項目１）
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　モバイル端末機であって、
　保持部を定義する第１本体と、
　前記第１本体に対してスライド可能な第２本体と、
　前記第１及び第２本体の一つに設けられたディスプレイと、
　前記第１及び第２本体のもう一つに設けられた入力装置と、
　前記保持部に設けられた第１回路支持基板と、
　前記保持部に設けられた第２回路支持基板とを含み、
　前記第１及び第２回路支持基板は、重畳して配設されることを特徴とする、モバイル端
末機。
（項目２）
　前記第１本体はディスプレイを含み、前記第１及び第２回路支持基板の一つは前記ディ
スプレイに連結されることを特徴とする、項目１に記載のモバイル端末機。
（項目３）
　前記第１及び第２回路支持基板は、前記ディスプレイ用回路支持基板の部分回路支持基
板であることを特徴とする、項目２に記載のモバイル端末機。
（項目４）
　前記第１及び第２回路支持基板は、メーン回路支持基板の部分回路支持基板であること
を特徴とする、項目１に記載のモバイル端末機。
（項目５）
　前記第１本体により定義された上部と、
　前記第１本体の上部に位置したアンテナとをさらに含むことを特徴とする、項目１に記
載のモバイル端末機。
（項目６）
　前記保持部は、前記第２本体と接する前記第１本体の背面上に形成されることを特徴と
する、項目１に記載のモバイル端末機。
（項目７）
　前記第１本体の背面上に形成されたスライディング部をさらに含み、前記第２本体は前
記スライディング部上でスライド可能であることを特徴とする、項目６に記載のモバイル
端末機。
（項目８）
　前記スライディング部は、前記保持部及び前記第２本体が実質的に整列されるように、
前記保持部から離隔されることを特徴とする、項目７に記載のモバイル端末機。
（項目９）
　前記第２本体を前記第１及び第２回路支持基板に電気的に連結するフレキシブル回路支
持基板をさらに含み、前記フレキシブル回路支持基板は、前記第２本体が前記第１本体に
対してスライドされる時に折り畳んだり展開されることを特徴とする、項目７に記載のモ
バイル端末機。
（項目１０）
　前記フレキシブル回路支持基板が位置するスライディング部を覆うカバー部材をさらに
含むことを特徴とする、項目９に記載のモバイル端末機。
（項目１１）
　前記カバー部材は、前記第２本体が前記第１本体に対してスライドされる時、前記スラ
イディング部及び前記保持部を選択的に覆うように、前記第２本体上に設けられたカバー
部を含むことを特徴とする、項目１０に記載のモバイル端末機。
（項目１２）
　前記保持部は、受容部を含み、前記カバー部は、前記第２本体が前記保持部にスライド
する時に前記受容部に挿入可能であることを特徴とする、項目１１に記載のモバイル端末
機。
（項目１３）
　前記カバー部材は、前記スライディング部を覆うように、前記保持部から延長されるカ
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バー部を含むことを特徴とする、項目１０に記載のモバイル端末機。
（項目１４）
　前記カバー部が前記スライディング部を覆う時に露出され、前記カバー部が前記保持部
を覆う時に覆われる、前記保持部に設けられたカメラをさらに含むことを特徴とする、項
目１０に記載のモバイル端末機。
（項目１５）
　前記スライディング部は、前記第１本体を前記第２本体に連結するスライディング装置
を含むことを特徴とする、項目７に記載のモバイル端末機。
（項目１６）
　前記スライディング装置は、
　前記第１本体の背面に位置した板と、
　前記板上でスライド可能であり、前記第２本体に連結するスライド部材と、
　前記板と前記スライド部材との間に位置し、前記第２本体のスライドを補助する弾性装
置とを含むことを特徴とする、１５に記載のモバイル端末機。
（項目１７）
　前記板は、その対向側面上に形成され、前記ディスプレイから延長される一対の突出部
を含み、前記スライド部材は、その対向側面上に形成された一対のレール部を含み、前記
レール部の各々は、対応する突出部に結合されることを特徴とする、項目１６に記載のモ
バイル端末機。
（項目１８）
　前記第１本体は、前記背面上に形成された一対の溝を含み、前記レール部の各々は、前
記対応する溝内でスライド可能であることを特徴とする、項目１７に記載のモバイル端末
機。
（項目１９）
　前記保持部に設けられたカメラをさらに含むことを特徴とする、項目１に記載のモバイ
ル端末機。
（項目２０）
　前記第１及び第２本体の各々は、入力装置を含むことを特徴とする、項目１に記載のモ
バイル端末機。
（項目２１）
　モバイル端末機であって、
　ケースと、前記ケースの前面部上に位置したディスプレイと、前記本体の背面に形成さ
れた保持部と、前記保持部に設けられた第１回路支持基板とを含む第１本体と、
　前記保持部に設けられ、前記第１支持基板及び前記第２支持基板が重畳して配設される
第２回路支持基板と、
　キーパッドを含む第２本体と、
　前記第１本体の背面上に設けられ、前記第２本体に連結して前記第２本体が前記第１本
体に対してスライドされるようにするスライディング部とを含むことを特徴とする、モバ
イル端末機。
（項目２２）
　前記第１及び第２回路支持基板は、ディスプレイ用回路支持板の一部回路支持基板であ
ることを特徴とする、項目２１に記載のモバイル端末機。
（項目２３）
　前記第１及び第２回路支持基板は、メーン回路支持基板の一部回路支持基板であること
を特徴とする、項目２１に記載のモバイル端末機。
（項目２４）
　前記第１本体により定義される上部と、前記第１本体の上部に位置したアンテナとをさ
らに含むことを特徴とする、項目２１に記載のモバイル端末機。
（項目２５）
　前記第２本体を前記第１及び第２回路支持基板に電気的に連結するフレキシブル回路支
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持基板をさらに含み、
　前記フレキシブル回路支持基板は、前記スライディング部上に位置し、前記第２本体が
前記第１本体に対してスライドされる時に折り畳んだり展開されることを特徴とする、項
目２１に記載のモバイル端末機。
（項目２６）
　前記第２本体が前記第１本体に対してスライドされる時、前記維持部及び前記スライデ
ィング部を選択的に覆うように、前記第２本体上に設けられたカバーをさらに含むことを
特徴とする、項目２１に記載のモバイル端末機。
（項目２７）
　前記スライディング部は、
　前記第１本体の背面上に位置し、その対向側面上に形成されて前記ディスプレイから延
長する一対の突出部を含む板と、
　前記板上でスライド可能な前記第２本体に連結しており、その対向側面上に形成された
一対のレール部を含むスライド部材と、
　前記板と前記スライド部材との間に位置し、前記第２本体のスライドを補助する弾性装
置とを含むことを特徴とする、項目２６に記載のモバイル端末機。
（項目２８）
　前記ケースは、前記板に沿ってスライドするために、前記レール部に対する前記ケース
の両側面上に形成されたガイド溝を含むことを特徴とする、項目２７に記載のモバイル端
末機。
（項目２９）
　前記保持部に設けられたカメラをさらに含み、前記カメラは、前記カバー部が前記スラ
イディング部を覆う時に露出され、前記カバー部が前記保持部を覆う時に覆われることを
特徴とする、項目２２に記載のモバイル端末機。
【発明の効果】
【００２７】
　よって、本発明は、従来の限界を克服して不要な空間を活用できるため、モバイル端末
機がよりスリムになる。
【００２８】
　また、スライドユニット（Ｓ）が下方にスライドされる時、モバイル端末機の上部は、
メーンユニット（Ｍ）がユーザーの信頼を提供し得る強度の重量を持つ。これにより、本
発明のモバイル端末機は、使用満足度がより向上される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。また、図におい
て、同一または類似な構成要素については同じ符号を付けて使用する。
【００３０】
　図３及び図４に示すように、本発明のモバイル端末機は、メーンユニット（Ｍ）及びメ
ーンユニット（Ｍ）の背面部１２０上でスライド可能なスライドユニット（Ｓ）を含む。
メーンユニット（Ｍ）は、所定の情報を示すために表示窓１１１が設けられた前面部１１
０と、モバイル端末機の上段を定義する上段部１３０と、モバイル端末機の背面を定義す
る背面部１２０とを含む。前面部１１０は、入力装置１１２、例えばタッチパッド、ナビ
ゲーションキー、ジョグホイール又は他の類似な入力装置をさらに含む。スライドユニッ
ト（Ｓ）は、スライド本体３１０、スライド本体３１０の前面に設置されたキーパッド３
１１及びスライド本体３１０の背面から取り外し可能なバッテリー（図示せず）を含む。
【００３１】
　メーンユニット（Ｍ）の背面部１２０は、上段部１３０から所定の距離だけ延長され、
保持部１２１、スライディング部１２３及び段差部（ｓｔｅｐｐｅｄ　ｐａｒｔ）１２２
を含む。保持部１２１は、所定のサブアセンブリを保持するための所定の空間を有する。
スライディング部１２３は、保持部１２１から前面部の方に段差があるため、スライドユ
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ニット（Ｓ）がスライディング部１２３上でスライド可能になるが、このようなスライデ
ィング部１２３についての詳細な説明は後述する。段差部１２２は、保持部１２１をスラ
イディング部１２３に連結するために所定の距離だけ段差をつける。カバー部３２０は、
スライドユニット（Ｓ）が上方にスライドされる時に保持部１２１をカバーし、スライド
ユニット（Ｓ）が下方にスライドされる時にスライディング部１２３上で段差部１２２及
びスライドユニット（Ｓ）により形成された背面空間をカバーするようにスライドユニッ
ト（Ｓ）上に形成される。
【００３２】
　図５～図１０は、図３に示すＶ－Ｖ線に沿う、多様な実施形態によるモバイル端末機の
断面を示す断面図である。図１３は、図３に示すＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿うモバイル端
末機の断面を示す断面図である。
【００３３】
　図５及び図６に示すように、メーンユニット（Ｍ）は、前面部１１０、背面部１２０及
び上段部１３０を含む。ディスプレイ２２０は、各種情報を表示窓１１１を介してユーザ
ーに表示するために前面部１１０に設けられる。アンテナ２３０は、無線信号を送受信す
るためにヘルド（ｈｅｌｄ）アンテナである上段部１３０に設置される。スピーカー２３
１は、アンテナ２３０の前面に設けられる。また、モバイル端末機の背面部１２０は、モ
バイル端末機の上段から下段に延長されるように定義される。
【００３４】
　保持部１２１は、ディスプレイ２２０の背面の第１部分上に設けられる。スライディン
グ部１２３は、スライドユニット（Ｓ）に対する保持部１２１から段差をつけたディスプ
レイ２２０が背面の第２部分上に設けられ、スライドユニット（Ｓ）上でスライドされる
。
【００３５】
　ディスプレイ２２０の背面の第１部分はディスプレイ２２０の背面の上部であり、ディ
スプレイ２２０の背面の第２部分はディスプレイ２２０の背面の下部であることが分かる
。以下、本発明では、ディスプレイ２２０の背面の第１部分はディスプレイ２２０の背面
の上部を示し、ディスプレイ２２０の背面の第２部分はディスプレイ２２０の背面の下部
を示す。
【００３６】
　図５及び図６に示すように、前面部１１０、上段部１３０、保持部１２１及び段差部１
２２は、メーンユニット（Ｍ）のケースに形成される。保持部１２１、段差部１２２及び
スライディング部１２３は、モバイル端末機の上段部１３０から下段部の順に設けられる
。
【００３７】
　保持部１２１は、ディスプレイ２２０の背面の第１部分に提供された空間２５０を定義
する。段差部１２２は、背面部１２０に設けられた保持部１２１とスライディング部１２
３との間に形成され、保持部１２１の厚さがスライディング部１２３の幅より厚い。その
結果、所定の内部空間、すなわち空間２５０は、背面部１２０の保持部１２１に形成され
、所定の外部空間はスライディング部１２３の外部に形成される。
【００３８】
　複数の回路支持基板２００は、保持部１２１内の空間２５０に設けられ、スライドユニ
ット（Ｓ）は、スライディング部１２３により形成された外部空間でスライドされる。
【００３９】
　回路支持基板２００は保持部１２１に設けられる。従来のモバイル端末機における一つ
のメーン回路支持基板は、従来のモバイル端末機の上段から下段への横方向に設けられる
。しかしながら、本発明のモバイル端末機では、従来のモバイル端末機の一つのメーン回
路支持基板よりも長さの短い複数の回路支持基板２１０、２１１が、空間２５０で重畳さ
れる程度に互いに隣接することになる。これにより、前面部１１０とスライディング部１
２３との間の厚さは、回路支持基板２００が延長されないため、よりスリムになる。
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【００４０】
　保持部１２１の設置部分、すなわち段差部１２２の厚さが、スライドユニット（Ｓ）の
厚さとほぼ類似しているため、空間の効率は全般的に強化される。また、モバイル端末機
の効率は、不要な空間を活用できるため、モバイル端末機の厚さがよりスリムになる。そ
の結果、本発明のモバイル端末機の機能は従来のモバイル端末機の機能と同一であっても
、本発明のモバイル端末機の全体の厚さはよりスリムになる。
【００４１】
　また、保持部１２１及びスライドユニット（Ｓ）がディスプレイ２２０の背面上に実質
的に整列されることが好ましい。
【００４２】
　こうした第１の実施形態において、複数の回路支持基板２００は、従来のモバイル端末
機で使用されるメーン回路支持基板を代える部分回路支持基板である。すなわち、メーン
回路支持基板が従来のモバイル端末機の全体の長さに渡って設けられるため、不要な空間
が発生し得るという問題があった。これを解決するために、メーン回路支持基板は、不要
な空間に適切に設けられた部分回路支持基板として採択される。モバイル端末機に設けら
れたメーン回路支持基板又は全ての回路支持基板、例えばディスプレイ用回路支持基板は
、部分回路支持基板である。
【００４３】
　また、アンテナ２３０が保持部１２１上の前面部１１０でメーンユニット（Ｍ）の上段
部１３０に設けられるため、従来技術で発見されるアンテナ設置空間などの制限がなくな
り、アンテナ２３０の設置空間は、従来のモバイル端末機がアンテナ用補助空間により厚
くなるという問題を解決するように位置する。
【００４４】
　一方、前面部１１０とスライディング部１２３との間に設けられたディスプレイ２２０
は、連結部材２２１を介して回路支持基板２００に電気的に連結される。連結部材２２１
は、フレキシブル回路支持基板であることが好ましい。従来のモバイル端末機でメーン回
路支持基板及びＬＣＤを連結するのに要求される素子とは異なり、ＬＣＤ部及び本体部を
貫通し、本体部に対してＬＣＤ部の動きが可能であるようにより長い必要がある本発明の
連結部材２２１は、ディスプレイ２２０を回路支持基板２００に連結するために、メーン
ユニット（Ｍ）内の上部に形成された余分の空間に設けられる。これにより、モバイル端
末機は、内部構造が単純になり、スリムになる。
【００４５】
　スライディング部１２３上でスライド可能なスライドユニット（Ｓ）は、スライド本体
３１０、キーパッド３１１及びバッテリー３１２を含む。スライド本体３１０はスライド
ユニット（Ｓ）の外部を定義し、キーパッド３１１はユーザーがキーを作動できるように
スライド本体３１０の表面に設けられる。バッテリー３１２は、電源をモバイル端末機に
供給するために、スライド本体３１０の他の表面で取り外し可能に設けられる。
【００４６】
　ケースの背面は、スライディング部１２３を形成するメーンユニット（Ｍ）の外部を定
義し、スライドユニット（Ｓ）がメーンユニット（Ｍ）に設けられたケースの背面上でス
ライドしながら移動する。
【００４７】
　半自動スライド用スライディング装置がケースの背面とスライドユニット（Ｓ）との間
に設けられると、モバイル端末機は厚くなる。したがって、メーンユニット（Ｍ）に設け
られたケースの背面が除去される場合、スライディング装置がケースの背面を形成するこ
とが好ましい。すなわち、スライディング装置は、メーンユニット（Ｍ）の背面を定義し
、図５及び図６に示すように、スライディング部１２３になる。
【００４８】
　図５及び図６に示すように、スライディング部１２３は、板４１０、スライド部材４２
０及び弾性装置４３０（図示せず、図１３及び図１４参照）を含むスライディング装置で
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ある。スライド部材４２０は板４１０の背面上でスライドされ、弾性装置はスライド部材
４２０と板４１０との間に設けられる。スライディング部１２３として形成されたスライ
ディング装置についての詳細な説明は、図１３を参照して後述する。
【００４９】
　図１３に示すように、表示窓１１１は、本発明により前面部１１０に設けられ、モバイ
ル端末機の前面を定義する。ディスプレイ２２０は表示窓１１１に設けられ、板４１０は
ディスプレイ２２０の背面に設けられる。
【００５０】
　すなわち、板４１０は、ディスプレイ２２０の背面の下部に設けられる。板４１０は、
ディスプレイ２２０から突出された両方の対向側面を有する。板４１０の幅はディスプレ
イ２２０の幅より大きい。
【００５１】
　スライド部材４２０は、板４１０の背面上でスライド可能である。スライド部材４２０
は、スライドユニット（Ｓ）に連結している連結部４２２を有し、一対のレール部４２１
は、スライド部材４２０の対向側端４１１上に設けられ、板４１０の側端４１１でスライ
ドされる。レール部４２１の側端はディスプレイ２２０の側面に隣接して位置する。
【００５２】
　レール部４２１の各々は、板４１０の各端部４１１を覆うように曲げられて、スライド
部材４２０が板４１０の側端４１１に沿って上方／下方にスライドする。
【００５３】
　スライド部材４２０がスライドユニット（Ｓ）のスライド本体３１０に連結しているた
め、スライドユニット（Ｓ）は、スライド部材４２０と共に板４１０上でスライドされる
。レール部４２１が、ディスプレイ２００の背面ではなく側面上でスライドされるため、
モバイル端末機はよりスリムになる。これは、図５～図１０の側端面図から分かるように
、スライド部材４２０が、ディスプレイ２２０の側面上でスライドしながら移動する。
【００５４】
　示された実施形態において、ガイド溝１１２は、前面部１１０の両側面上に形成され、
レール部４２１がガイド溝１１２でスライドされる。
【００５５】
　このようなスライド動作は、モバイル端末機の背面の図１１及び図１２に示され、図１
４は、後述するディスプレイ２２０の背面上に設けられたスライディング装置を示す。
【００５６】
　図１１及び図１２に示すモバイル端末機の背面構造に基づき、図５及び図６に示す本発
明の第１の実施形態を説明する。フレキシブル回路支持基板５００は、段差部１２２とス
ライド本体３１０の上段部との間に配設され、複数の回路支持基板２１０、２１１の少な
くとも一つをスライドユニット（Ｓ）に連結する。フレキシブル回路支持基板５００は、
キーパッド３１１、スライドユニット（Ｓ）のバッテリー３１２及び回路支持基板２００
間で電気信号を伝送／処理し、スライドユニット（Ｓ）のスライド動作により折り畳み／
展開を繰返す。すなわち、スライドユニット（Ｓ）が下方にスライドされる時（図５及び
図６参照）、フレキシブル回路支持基板５００は展開される。スライドユニット（Ｓ）が
上方にスライドされる時、段差部１２２は所定の距離だけスライド本体３１０から離隔さ
れて、フレキシブル回路支持基板５００を保持するのに必要な最小限の空間を提供する。
【００５７】
　図５～図１０に示すように、フレキシブル回路支持基板５００は、段差部１２２、スラ
イディング部１２３及びスライド本体３１０により形成された背面空間に設けられる。カ
バー部は、背面を覆うように提供され、フレキシブル回路支持基板５００が外部に露出さ
れるのを防止する。
【００５８】
　カバー部は実施形態により変化する。図５及び図１１はカバー部の第１の実施形態を示
す。カバー部は、スライドユニット（Ｓ）のスライド本体３１０から上段部１３０の方に
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延長されるカバー部３２０として具現される。カバー部３２０は、スライドユニット（Ｓ
）のスライド本体３１０に固定されたり、或いは、スライド本体３１０と一体形成される
。スライドユニット（Ｓ）が上方にスライドされる時（図５及び図６参照）、カバー部３
２０はメーンユニット（Ｍ）の保持部１２１を覆う。スライドユニット（Ｓ）が下方にス
ライドされる時（図６及び図１２参照）、カバー部３２０は段差部１２２、スライディン
グ部１２３及びスライド本体３１０により形成された背面空間を覆う。
【００５９】
　図５及び図６に示すように、本発明の第１の実施形態によるモバイル端末機のカメラ２
４０は、外部に露出される保持部１２１に設けられる。安着ホール（ｓｅａｔｉｎｇ　ｈ
ｏｌｅ）２４１は、カメラ２４０が外部に突出されるのを防止するために設けられる保持
部１２１の一部分に形成される。カメラ２４０は、保持部１２１の内部に突出される。カ
メラ２４０が高いピクセル数を持つと、その厚さが厚くなる。その結果、ホール（図示せ
ず）は、カメラ２４０の突出部に挿入するために保持部１２１に隣接した少なくとも一つ
の回路支持基板２１１上に形成される。カメラ２４０があまり厚くないと、カメラ２４０
はホールなしに設けられることができる。
【００６０】
　カメラ２４０が外部に突出されないため、カバー部３２０は、何らの干渉なくスライデ
ィングしながら移動することができる。スライドユニット（Ｓ）が上方にスライドすると
、カバー部３２０がカメラ２４０を覆い、カメラ２４０は使用不可能になる（図５及び図
１１参照）。スライドユニット（Ｓ）が下方にスライドされると、カメラ２４０は露出さ
れて使用可能になる（図６及び図１２参照）。カメラ２４０は写真、動画、特定効果の写
真及び全ての可能な写真を撮影することができる。
【００６１】
　図７及び図８は、本発明によるモバイル端末機のカバー部材の第２の実施形態を示す。
カバー部１２４は、保持部１２１から所定の距離だけ下方に延長される。
【００６２】
　すなわち、第２の実施形態において、メーンユニット（Ｍ）の背面部１２０は、保持部
１２１から延長されたカバー部１２４をさらに含む。
【００６３】
　好ましくは、スライドユニット（Ｓ）が下方にスライドされる時、スライド本体３１０
の上段は、カバー部１２４の下段から抜け出されない。スライディング装置がこれを制御
し、或いは、補助ストッパが設けられる。
【００６４】
　図７及び図８に示す第２の実施形態の他の構成は、第１の実施形態と同様である。特に
、前面部１１０、上段部１３０、ディスプレイ２２０、アンテナ２３０、カメラ２４０、
回路支持基板２００を含むメーンユニットの構成及びスライドユニット（Ｓ）の構成は、
第１の実施形態で提案されたカバー部３２０を除いては、第１の実施形態と同様である。
板４１０、スライド部材４２０及び弾性装置４３０を含むスライディング部１２３の構成
は、カメラ２４０がカバー部１２４により覆われるものではなく、常に露出されることを
除いては、第１の実施形態と同様である。
【００６５】
　図９及び図１０に示す第３の実施形態において、スライドユニット（Ｓ）は、　第１の
実施形態と類似に、スライド本体３１０、キーパッド３１１、バッテリー３１２及びカバ
ー部３２０を含む。メーンユニット（Ｍ）は、第１の実施形態と類似に、前面部１１０、
上段部１３０、ディスプレイ２２０、アンテナ２３０、カメラ２４０及び回路支持基板２
００を含む。ところで、メーンユニット（Ｍ）の一部１２０の構成において差異がある。
ホール１２５ａは、カメラ２４０を露出させるために、カメラ２４０の挿入部１２５上に
形成される。
【００６６】
　すなわち、第３の実施形態によるモバイル端末機の背面部１２０は、保持部１２１、段
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差部１２２及びスライディング部１２３を含む。挿入部１２５は、保持部１２１の上段か
ら延長されてスライドユニット（Ｓ）のカバー部３２０の挿入を許容する。
【００６７】
　図９に示すように、スライドユニット（Ｓ）が上方にスライドされる時、スライドユニ
ット（Ｓ）は、挿入部１２５にカバー部３２０を完全に挿入するように上方にスライドし
ながら移動する。図１０に示すように、スライドユニット（Ｓ）が下方にスライドされる
時、スライドユニット（Ｓ）は、挿入部１２５からカバー部３２０を部分的に除去するよ
うに下方にスライディングしながら移動する。
【００６８】
　この場合、スライドユニット（Ｓ）が図１０に示すように下方にスライドされる時、カ
バー部３２０の上段は、スライディング装置又は補助ストッパにより挿入部１２５の下段
の外に強制的に抜け出されないように制御される。
【００６９】
　図１４に示すように、例示的な実施形態のスライディング装置は、後述する。スライド
部材４２０は、スライドしながら移動するために板４１０の背面上に設けられる。レール
部４２１は、板４１０の対向側端を覆うようにスライド部材４２０の両対向側端で曲げら
れ、スライド部材４２０が板４１０上にスライドされるようにする。連結ホール４２２は
、スライドユニット（Ｓ）の連結部３１３（図５～図１０参照）と連結されるスライド部
材４２０の背面に設けられる。
【００７０】
　弾性装置４３０は、板４１０とスライド部材４２０との間に設けられる。弾性装置は、
板４１０の側面に回転自在に固定された第１部材４３１と、スライド部材４２０に回転自
在に固定された第２部材４３２とを含み、第１部材４３１及び第２部材４３２の所定部分
が重畳されるように交互に配置される。また、弾性部材４３３は、弾性装置４３０の第１
部材４３１及び第２部材４３２を連結し、所定の弾性を持つ。
【００７１】
　したがって、スライド部材４２０が上方又は下方の何れか一つにスライドされるように
、外部の力により所定の距離だけ移動する時、弾性装置４３０の第１部材４３１及び第２
部材４３２はさらに重畳され、弾性部材４３３は弾性復元を最大化するための最大弾性を
受容する。弾性部材４３３が最大弾性に到達する時、上方又は下方への追加動作は、弾性
部材４３３により支援され、予め弾性を持った状態に復帰する。
【００７２】
　図１１及び図１２を参照して、本発明によるモバイル端末機のスライド動作を説明する
。図１１及び図１２は、半自動スライド動作を示す。ユーザーが、図１１に示す閉鎖状態
から下方にスライドユニット（Ｓ）をスライドするための所定の外部の力を印加する場合
、弾性装置４３０は、弾性復元によってスライドユニット（Ｓ）が図１２に示す開放状態
に移動することを支援する。
【００７３】
　本発明に対する各種修正及び変形は、本発明の範囲及び精神から逸脱しないことは明ら
かである。したがって、本発明は、添付された特許請求の範囲内及びその均等物で提供さ
れる本発明の修正及び変形をカバーする。
【００７４】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】従来のモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示す側断面図である。
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【図２】従来のモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示す側断面図である。
【図３】本発明のモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示す斜視図である。
【図４】本発明のモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の第１の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示
す側断面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示
す側断面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示
す側断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示
す側断面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を示
す側断面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態によるモバイル端末機が上下にスライドされる状態を
示す側断面図である。
【図１１】図５及び図６の状態においてモバイル端末機の背面を示す図である。
【図１２】図５及び図６の状態においてモバイル端末機の背面を示す図である。
【図１３】図３のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿うモバイル端末機の断面図である。
【図１４】本発明のモバイル端末機に設けられたスライディング装置を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１１０　前面部
　１１２　ガイド溝
　１２０　背面部
　１３０　上段部
　１２１　保持部
　１２２　段差部
　１２３　スライディング部
　２００　回路支持基板
　２２０　ディスプレイ
　２２１　連結部材
　２３０　アンテナ
　３１０　スライド本体
　３１１　キーパッド
　３１２　バッテリー
　４３０　弾性装置
　５００　フレキシブル回路支持基板
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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