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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末の上端部と下端部に設けた溝（６及び７）と嵌合させる複数の突起（１１及び
１８）を有する携帯端末用クレードル装置であって、
　前記携帯端末の上端部の溝（６）に、前記携帯端末用クレードル装置の突起（１１）を
嵌合させ、なおかつ、前記携帯端末の下端部の溝（７）に対する前記携帯端末用クレード
ル装置の残りの突起（１８）の嵌合を、回転とスライドを組み合わせた回転スライド機構
（１７）によって行い保持することを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯端末用クレードル装置において、前記携帯端末の上端部の溝（６
）に、前記携帯端末用クレードル装置の突起（１１）を嵌合させると同時に、前記携帯端
末のコネクタ（３）と接続を行なうコネクタ接続部（８）で携帯端末との電気的接続を行
うことを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
【請求項３】
　携帯端末の上端部と下端部に設けた溝（６及び７）と嵌合させる複数の突起（１１及び
１８）を有する携帯端末用クレードル装置であって、
　前記携帯端末のモニタ（１）及び操作面（２）より前面への前記携帯端末用クレードル
装置の突出がなく、前記携帯端末への装着状態での該携帯端末の操作がし易く、前記携帯
端末への装着状態で前記携帯端末に設けられた首からの吊り下げ紐を利用して、首から吊
り下げた状態での使用が可能としたことを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
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【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の携帯端末用クレードル装置において、さらに、前記
回転スライド機構をロックする機構として、前記回転スライド機構のスライドプレート（
１７ｄ）に設けたL字状の折り曲げ部（１７ｈ）にロックブロック（１７及び１７ｆ）を
摺動させ、ヒンジ（１７ａ）に設けたL字状の折り曲げ部(１７ｊ)を固定、開放する機構
を有することを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
【請求項５】
　携帯端末の上端部に設けた溝（６）と嵌合させる突起（１１）を有する携帯端末用クレ
ードル装置であって、
　前記携帯端末の上端部の溝（６）に、前記携帯端末用クレードル装置の２箇所の突起（
１１）を嵌合させ、回転部部分として前記携帯端末用クレードル装置が有する回転スライ
ドカバー（１６）を利用して前記携帯端末用クレードル装置を立たせた状態でスタンドと
しても使用可能であることを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
【請求項６】
　請求項１または５のいずれかに記載の携帯端末用クレードル装置において、前記携帯端
末の上端部と下端部にそれぞれ２箇所の溝（６及び７）と嵌合させる突起（１１及び１８
）を４隅に有することを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
【請求項７】
　携帯端末及び、請求項１から６のいずれかに記載の携帯端末用クレードル装置に設けた
溝及び突起を嵌合させることにより、前記携帯端末及び前記携帯端末用クレードル装置を
装着することを特徴とする携帯端末と携帯端末用クレードル装置との組合せ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、携帯電話等の携帯端末が装着されるクレードル装置に関し、特に、携帯性に
優れたクレードル装置に関する。
【背景技術】
　近年、携帯電話や携帯情報端末など、携帯端末の多機能化が急速に進み、これらの携帯
端末と他の機器との接続の要望や、使用時間の増大などによる消費電力拡大に対応するた
め、電池容量の増加が望まれている。一方で、携帯端末は、その装置としての性格上、携
帯性としての軽量化や小型化の要望も依然強い。
　これらの相反する要望を満足させるための手段として、本体機能に付随する部分の機能
（例えば、データ通信用のコネクタなどの機能）を元来、本体充電時の据置台であった、
クレードル装置側に持たせる例がある。
　クレードル装置側の機能が増えるに連れて、クレードル装置も携帯する必要性が出てく
る。例えば、特開２００１－１０１１４０号公報（文献１）及び特開２００３－１１０６
７７号公報（文献２）では、クレードル自身を折り畳み可能な構造とし、携帯性を付加す
ることを特徴としている。また、特許第２７１１７８４号公報（文献３）では、バッテリ
パックの充電器の携帯性を向上させることを主眼としている。
　しかしながら、これらのクレードル装置にはいくつかの問題がある。
　第１の問題点は、これらの例では、クレードル単体での携帯性に主眼が置かれており、
クレードル装置に携帯端末が接続された状態での携帯性については考慮されていない点で
ある。クレードル装置に携帯端末本体にない付加機能がある場合、クレードル装置を携帯
端末に接続した状態での携帯性も向上される必要がある。
　第２の問題点は、これらクレードル装置は機械的信頼性が低いということである。本体
との接続容易性は考慮されているが、携帯電話に代表される携帯時における高度な機械的
信頼性が、クレードル装置との接続状態では考慮されていない。
【発明の開示】
　本発明の目的は、携帯端末である本体と同等に携帯し易く、小型で機械的信頼性に優れ
た携帯端末用クレードル装置を提供することを提供することにある。
　本発明による携帯端末用クレードル装置及び本発明による携帯端末と携帯端末用クレー
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ドル装置との組合せは、以下のとおりである。
　１．　携帯端末の４隅に設けた溝（６及び７）と嵌合させる突起（１１及び１８）を４
隅に有することを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
　２．　上記パラグラフ１に記載の携帯端末用クレードル装置おいて、前記携帯端末の上
端部の２箇所の溝（６）に、前記携帯端末用クレードル装置の２箇所の突起（１１）を嵌
合させると同時に、前記携帯端末のコネクタ（３）と接続を行なうコネクタ接続部（８）
で携帯端末との電気的接続を行ない、なおかつ、前記携帯端末の下端部の２箇所の溝（７
）に対する前記携帯端末用クレードル装置の残りの２箇所の突起（１８）の嵌合を、回転
とスライドを組み合わせた回転スライド機構（１７）によって行い保持することを特徴と
する携帯端末用クレードル装置。
　３．　上記パラグラフ２に記載の携帯端末用クレードル装置において、さらに、前記回
転スライド機構をロックする機構として、前記回転スライド機構のスライドプレート（１
７ｄ）に設けたＬ字状の折り曲げ部（１７ｈ）にロックブロック（１７及び１７ｆ）を摺
動させ、ヒンジ（１７ａ）に設けたＬ字状の折り曲げ部（１７ｊ）を固定、開放する機構
を有することを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
　４．　上記パラグラフ１に記載の携帯端末用クレードル装置において、前記携帯端末の
モニタ（１）及び操作面（２）より前面への前記携帯端末用クレードル装置の突出がなく
、前記携帯端末への装着状態での該携帯端末の操作がし易く、前記携帯端末への装着状態
で前記携帯端末に設けられた首からの吊り下げ紐を利用して、首から吊り下げた状態での
使用が可能としたことを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
　５．　上記パラグラフ２に記載の携帯端末用クレードル装置において、前記携帯端末の
上端部の２箇所の溝（６）に、前記携帯端末用クレードル装置の２箇所の突起（１１）を
嵌合させるだけで、前記携帯端末の下端部の２箇所の溝（７）に対する前記携帯端末用ク
レードル装置の残りの２箇所の突起（１８）の嵌合は行わずに、回転部部分として前記携
帯端末用クレードル装置が有する回転スライドカバー（１６）をロックせずに該回転スラ
イドカバー（１６）を利用して前記携帯端末用クレードル装置を立たせた状態でスタンド
としても使用可能であることを特徴とする携帯端末用クレードル装置。
　６．　携帯端末及び携帯端末用クレードル装置の各々の４隅に設けた溝及び突起を嵌合
させることにより、前記携帯端末及び前記携帯端末用クレードル装置を装着することを特
徴とする携帯端末と携帯端末用クレードル装置との組合せ。
【図面の簡単な説明】
　図１は本発明の一つの実施の形態のクレードル装置の斜視図である。
　図２は図１のクレードル装置の反対面から見た斜視図である。
　図３は図１のクレードル装置の分解図である。
　図４は図１のクレードル装置を装着する携帯端末の斜視図である。
　図５は前記携帯端末の背面からの斜視図である。
　図６は前記携帯端末に図１のクレードル装置を装着した図である。
　図７は図６の背面図である。
　図８は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図９は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１０は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１１は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１２は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１３は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１４は上記実施の形態の動作を表す図である。
　図１５Ａ、図１５Ｂ、及び図１５Ｃは上記実施の形態の回転スライド機構の動作を表す
図である。
　図１６は上記実施の形態の回転スライド機構の動作を表す図である。
　図１７は上記実施の形態のクレードル装置の別の使用例を表す図である。
【符号の説明】
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　１　モニタ；　２　正面操作部；　３　多機能コネクタ；　４　カメラ；
　５　側面操作部；　６　上部溝；　７　下部溝；　８　コネクタ接続部；
　９　摺動テープ；　１０　外部接続多機能コネクタ；　１１　突起；
　１２　回路基板；　１３　内蔵電池；　１４　上ケース；　１５　アンダー
　カバー；　１６　回転スライドカバー；　１７　回転スライド機構
【発明を実施するための最良の形態】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
　本発明のクレードル装置は、携帯端末の上部に外部との電気的接続をとるためのコネク
タを配し、外形の四隅に溝を設けてこの溝を保持できる構造とした携帯端末と接続するク
レードル装置で、携帯端末をスライドさせ、コネクタ部および本体に設けた溝を確実に嵌
合させる構造を有し、コネクタと対局面には回転スライドさせる機構を有し、本体に設け
た溝と確実に勘合させる構造を有することを特徴とする。
　本発明においては、携帯端末をクレードル装置の突起に沿って嵌合させると、携帯端末
上部の把持を行なうとともにコネクタ同士の接続が完了する。さらに、スライド回転部分
を約８０°回転させ、更にスライドさせることで携帯端末に設けた溝と回転スライド部分
に設けた突起とが嵌合して携帯端末下部の把持を行い、さらにロックスイッチによって通
常使用時に誤ってクレードルと携帯端末を分離してしまうことを防ぐ。
　図１を参照すると、本発明の一つの実施の形態としてクレードル装置の斜視図が示され
ている。図２は図１のクレードル装置の反対面からの斜視図である。図３は図１のクレー
ドル装置の分解図である。図４は図１のクレードル装置を装着する携帯端末である。図５
はその携帯端末の背面からの斜視図である。図６はその携帯端末に図１のクレードル装置
を装着した図であり、図７は図６の背面図である。
　携帯端末は、図４において、モニタ１、正面操作部２、多機能コネクタ３、図５におい
て、カメラ４、側面操作部５を有する。また、図４において、上部両側に上部溝６が、下
部両側に下部溝７が設けられている。図４の多機能コネクタ３は充電用ケーブル接続、イ
ヤホンマイク接続、データ通信ケーブル接続など、各種の機能を有するコネクタである。
　クレードル装置は、図１において、コネクタ接続部８、摺動テープ９、図２において、
２箇所の外部接続多機能コネクタ１０、携帯端末の上部溝６と嵌合するための突起１１（
図１）、図３において、回路基板１２、内蔵電池１３、上ケース１４、アンダーカバー１
５、回転スライドカバー１６、回転スライド機構１７を有する。図２において、回転スラ
イドカバー１６には、携帯端末の下部溝７と嵌合する突起１８が設けられている。図２の
ように、外部接続多機能コネクタ１０が２箇所設けられているのは、携帯端末のみでは数
種類ある機能のうち常に一機能しか使用することができないが、本クレードル装置を装着
することによって同時に二機能を使用することが可能となる。
　次に図８に示す、回転スライド機構１７について説明する。回転スライド機構１７は回
転動作を行なうヒンジ１７ａ、回転軸となるシャフト１７ｂ、ヒンジ１７ａを支える、ヒ
ンジホルダ１７ｃ、ヒンジ１７ａに対して回転スライドカバー１６と共に直線方向の運動
を支えるスライドプレート１７ｄ、スライドプレート１７ｄに対して直交方向に動作し、
その位置によってヒンジ１７ａとスライドプレート１７ｄが直線方向のスライド動作を可
能したり、閉位置での固定を行なったりする、ロックブロック１７ｅ、ロックブロック１
７ｅを操作するロックブロック１７ｆからなる。
　次に、図９から図１６を参照して第１の実施の形態の動作の説明する。
　図９のように、初期状態としてクレードル装置の回転スライドカバー１６が開放してい
る状態において、図１０のように携帯端末をモニタ１及び正面操作部２を上向きにして、
矢印の方向から挿入する。携帯端末はまず、上部溝６が突起１１と嵌合し、それに続き多
機能コネクタ３（図４）にコネクタ接続部８のコネクタが挿入される。コネクタ接続部８
には、両者の寸法公差を吸収するため、微小な自由度を設けている。
　図１１のように携帯端末を挿入した後、回転スライドカバー１６を回転させ、回転スラ
イドカバー１６の突起１８が本体の下部溝７と平行になった状態（図１２）で、さらに回
転スライドカバー１６をスライドさせて下部溝７と突起１８を嵌合させる。この時、上ケ
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め、仮に携帯端末を装着しなくてもスライドさせることで回転スライドカバー１６を上ケ
ース１４に固定される。この結果、携帯端末の四隅に設けられた溝と本クレードル装置の
４箇所の突起が嵌合することによって、本クレードル装置と携帯端末は極めて強固に接続
されることになる。さらに、図１３及び図１４に示すように、ロックスイッチ１００でロ
ックすることで、容易に開放されることはない。
　次に、図８において、回転スライド機構１７の動作について説明する。ヒンジ１７ａは
シャフト１７ｂを回転軸として、自由に回転できる。ヒンジ１７ａには板ばね１７ｇが造
りこまれており、板ばね１７ｇの突起がスライドプレート１７ｄの穴にはまることでスラ
イドを２位置で停止させるようにしている。本機構では、図１５Ａのように、さらに、こ
のスライドプレート１７ｄＤ折り曲げ、垂直に立たせた部分を凸形状のレール１７ｈにし
て、（図８のロックブロック１７ｅ及び１７ｆを有する）スライドブロック（ロックスイ
ッチ）１００がスライドブロックに設けた溝１７ｉによって左右に移動する。スライドプ
レート１７ｄのレールは中央部分が切れており、この部分に、図１５Ｂ及び図１５Ｃのよ
うに、ヒンジ１７ａのストッパ爪１７ｊが前後するようになっている。すなわち、スライ
ドプレート１７ｄに対してヒンジ１７ａが伸長している状態、スライドプレート１７ｄと
ヒンジ１７ａが離れる方向の位置で停止している時、図１６で示すようにロックスイッチ
を左右に移動させることができない。一方、スライドプレート１７ｄに対してヒンジ１７
ａを収縮させた状態、スライドプレート１７ｄとヒンジ１７ａが近づく方向の位置で停止
している時、ロックスイッチは移動可能となり、ロックスイッチを移動させると、ロック
スイッチ内の溝に沿ってヒンジ１７ｄのストッパ爪がロックスイッチの溝にはまる仕組み
である。
　また、本発明による携帯端末用クレードル装置は、図１７に示すように上部溝のみを嵌
合させて、回転スライド部を固定せずに、スタンドとして使用することも可能である。
　なお、上記実施の形態において、ロックスイッチによって固定するのではなく、携帯端
末の溝と、クレードル装置の突起の双方に段差を設け、簡易ロックとすることも可能であ
る。
発明の効果
　本発明による第１の効果は、携帯端末本体接続時の携帯性に優れたクレードル装置が得
られることである。
　本発明による第２の効果は、簡単な機構でかつ容易な操作によって、携帯端末の四隅を
確実に保持することで、落下衝撃時に本体を確実に本体を保護することができることであ
る。
　本発明による第３の効果は、各々四隅に設けた、携帯端末の溝と、クレードル装置の突
起とを嵌合させるため、携帯端末の前面側にクレードル装置の筐体をまわりこませる必要
がないため、クレードル装置を接続した状態で携帯端末を使用する時、クレードル装置が
邪魔になることがない。
　本発明による第４の効果は、回転部を固定しない状態で、据置台としての使用も可能な
ことである。
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