
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
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表示画面を支持する筐体を有する携帯型ディスプレイ・デバイスであって、
　前記筐体は、前記表示画面を取り囲む複数の筐体端部を有し、
　前記複数の筐体端部のうち、前記表示画面の１つの表示画面端部に隣接する可動端部セ
クションは、前記表示画面端部を露出するように、前記筐体の背面に向かって折り畳まれ
るように前記筐体に装着されており、
　前記露出された前記１つの表示画面端部に、他の携帯型ディスプレイ・デバイスの露出
された表示画面端部が接合される、携帯型ディスプレイ・デバイス。

前記筐体は、前記可動端部セクションが前記筐体の背面に向かって折り畳まれることに
よって露出する電気的コネクタをさらに有し、
　前記電気的コネクタが、他の携帯型ディスプレイ・デバイスの筐体が有する電気的コネ
クタと接合される、請求項１に記載の携帯型ディスプレイ・デバイス。

表示画面を支持する筐体を有する携帯型コンピュータ・デバイスであって、
　前記筐体は、前記表示画面を取り囲む複数の筐体端部を有し、
　前記複数の筐体端部のうち、前記表示画面の１つの表示画面端部に隣接する可動端部セ
クションは、前記表示画面端部を露出するように、前記筐体の背面に向かって折り畳まれ
るように前記筐体に装着されており、



【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
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　前記露出された前記１つの表示画面端部に、他の携帯型コンピュータ・デバイスの露出
された表示画面端部が接合される、携帯型コンピュータ・デバイス。

前記筐体は、前記可動端部セクションが前記筐体の背面に向かって折り畳まれることに
よって露出する電気的コネクタをさらに有し、
　前記電気的コネクタが、他の携帯型コンピュータ・デバイスの筐体が有する電気的コネ
クタと接合される、請求項３に記載の携帯型コンピュータ・デバイス。

第１の表示画面端部を有する第１の表示画面と、前記第１の表示画面端部に隣接する第
１の可動端部セクションを有する第１の筐体とを有し、前記第１の可動端部セクションは
前記第１の表示画面端部を露出するために、前記第１の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第１の筐体に装着されている、第１の携帯型ディスプレイ・デバイスと、
　第２の表示画面端部を有する第２の表示画面と、前記第２の表示画面端部に隣接する第
２の可動端部セクションを有する第２の筐体とを有し、前記第２の可動端部セクションは
前記第２の表示画面端部を露出するために、前記第２の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第２の筐体に装着されている、第２の携帯型ディスプレイ・デバイスと、を含
み、
　前記第１の可動端部セクションを前記第１の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第１の表示画面端部が露出され、
　前記第２の可動端部セクションを前記第２の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第２の表示画面端部が露出され、
　前記露出された第１の表示画面端部と前記露出された第２の表示画面端部とを接合させ
て、同一平面の単一表示画面を形成する、結合型の携帯型ディスプレイ・デバイス。

第１の表示画面端部を有する第１の表示画面と、前記第１の表示画面端部に隣接する第
１の可動端部セクションを有する第１の筐体とを有し、前記第１の可動端部セクションは
前記第１の表示画面端部を露出するために、前記第１の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第１の筐体に装着され、前記第１の筐体のうち前記第１の可動端部セクション
に隣接する箇所に第１の接合セクションが設けられている、第１の携帯型ディスプレイ・
デバイスと、
　第２の表示画面端部を有する第２の表示画面と、前記第２の表示画面端部に隣接する第
２の可動端部セクションを有する第２の筐体とを有し、前記第２の可動端部セクションは
前記第２の表示画面端部を露出するために、前記第２の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第２の筐体に装着され、前記第２の筐体のうち前記第２の可動端部セクション
に隣接する箇所に第２の接合セクションが設けられている、第２の携帯型ディスプレイ・
デバイスとを含み、
　前記第１の可動端部セクションを前記第１の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第１の表示画面端部及び前記第１の接合セクションが露出され、
　前記第２の可動端部セクションを前記第２の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第２の表示画面端部及び前記第２の接合セクションが露出され、
　前記露出された第１の表示画面端部と前記露出された第２の表示画面端部とを、前記露
出された第１の接合セクションと前記露出された第２の接合セクションを接合させて、同
一平面の単一表示画面を形成する、結合型の携帯型ディスプレイ・デバイス。

前記第１の筐体は、前記第１の可動端部セクションが前記第１の筐体の背面に向かって
折り畳まれることによって露出する第１の電気的コネクタをさらに有し、
　前記第２の筐体は、前記第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって
折り畳まれることによって露出する第２の電気的コネクタをさらに有し、
　前記第１の電気的コネクタが、前記第２の電気的コネクタと接合される、請求項５また
は６に記載の結合型の携帯型ディスプレイ・デバイス。



【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
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前記第１の接合セクションがオス型端部点であり、前記第２の接合セクションがメス型
ドッキング切欠部である、請求項６に記載の結合型の携帯型ディスプレイ・デバイス。

第１の表示画面端部を有する第１の表示画面と、前記第１の表示画面端部に隣接する第
１の可動端部セクションを有する第１の筐体とを有し、前記第１の可動端部セクションは
前記第１の表示画面端部を露出するために、前記第１の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第１の筐体に装着される、第１の携帯型コンピュータ・デバイスと、
　第２の表示画面端部を有する第２の表示画面と、前記第２の表示画面端部に隣接する第
２の可動端部セクションを有する第２の筐体とを有し、前記第２の可動端部セクションは
前記第２の表示画面端部を露出するために、前記第２の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第２の筐体に装着される、第２の携帯型コンピュータ・デバイスと、を含み、
　前記第１の可動端部セクションを前記第１の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第１の表示画面端部が露出され、
　前記第２の可動端部セクションを前記第２の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第２の表示画面端部が露出され、
　前記露出された第１の表示画面端部と前記露出された第２の表示画面端部とを接合させ
て、同一平面の単一表示画面を形成する、結合型の携帯型コンピュータ・デバイス。

第１の表示画面端部を有する第１の表示画面と、前記第１の表示画面端部に隣接する第
１の可動端部セクションを有する第１の筐体とを有し、前記第１の可動端部セクションは
前記第１の表示画面端部を露出するために、前記第１の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第１の筐体に装着され、前記第１の筐体のうち前記第１の可動端部セクション
に隣接する箇所に第１の接合セクションが設けられている、第１の携帯型コンピュータ・
デバイスと、
　第２の表示画面端部を有する第２の表示画面と、前記第２の表示画面端部に隣接する第
２の可動端部セクションを有する第２の筐体とを有し、前記第２の可動端部セクションは
前記第２の表示画面端部を露出するために、前記第２の筐体の背面に向けて折り畳まれる
ように前記第２の筐体に装着され、前記第２の筐体のうち前記第２の可動端部セクション
に隣接する箇所に第２の接合セクションが設けられている、第２の携帯型コンピュータ・
デバイスとを含み、
　前記第１の可動端部セクションを前記第１の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第１の表示画面端部及び前記第１の接合セクションが露出され、
　前記第２の可動端部セクションを前記第２の筐体の背面に向けて折り畳むことによって
、前記第２の表示画面端部及び前記第２の接合セクションが露出され、
　前記露出された第１の表示画面端部と前記露出された第２の表示画面端部とを、前記露
出された第１の接合セクションと第２の接合セクションを接合させて、同一平面の単一表
示画面を形成する、結合型の携帯型コンピュータ・デバイス。

前記第１の筐体は、前記第１の可動端部セクションが前記第１の筐体の背面に向かって
折り畳まれることによって露出する第１の電気的コネクタをさらに有し、
　前記第２の筐体は、前記第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって
折り畳まれることによって露出する第２の電気的コネクタをさらに有し、
　前記第１の電気的コネクタが、前記第２の電気的コネクタと接合される、請求項９また
は１０に記載の結合型の携帯型コンピュータ・デバイス。

前記第１の接合セクションがオス型端部点であり、前記第２の接合セクションがメス型
ドッキング切欠部である、請求項１０に記載の結合型の携帯型コンピュータ・デバイス。

前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスと前記第２の携帯型コンピュータ・デバイス



【請求項１４】
　

【請求項１５】
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とが結合されると、一体となった前記第１の表示画面及び前記第２の表示画面の各々が論
理的に再構成されて、前記前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスと前記第２の携帯型
コンピュータ・デバイスの単一の表示画面を提供することを特徴とする、請求項９または
１０に記載の結合型の携帯型コンピュータ・デバイス。

ドッキングするための第１の携帯型ディスプレイ・デバイス及び第２の携帯型ディスプ
レイ・デバイスであって、
　前記第１の携帯型ディスプレイ・デバイスは、第１の表示画面及び第１の電気的コネク
タを支持する第１の筐体を有し、該第１の筐体は、前記第１の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第１の可動端部セクションは、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第１の電気的コネクタを露出するように、前記第１の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第１の筐体に装着されており、
　前記第２の携帯型ディスプレイ・デバイスは、第２の表示画面及び第２の電気的コネク
タを支持する第２の筐体を有し、該第２の筐体は、前記第２の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第２の可動端部セクションは、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第２の電気的コネクタを露出するように、前記第２の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第２の筐体に装着されており、
　前記第１の表示画面の１つの表示画面端部に隣接する第１の可動端部セクションが前記
第１の筐体の背面に向かって折り畳まれることにより露出された前記第１の表示画面の１
つの表示画面端部及び前記第１の電気的コネクタと、前記前記第２の表示画面の１つの表
示画面端部に隣接する第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって折り
畳まれることにより露出された前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び前記第２の
電気的コネクタとがそれぞれ接合される、
前記ドッキングするための第１の携帯型ディスプレイ・デバイス及び第２の携帯型ディス
プレイ・デバイス。

ドッキングするための第１の携帯型コンピュータ・デバイス及び第２の携帯型コンピュ
ータ・デバイスであって、
　前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスは、第１の表示画面及び第１の電気的コネク
タを支持する第１の筐体を有し、該第１の筐体は、前記第１の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第１の可動端部セクションは、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第１の電気的コネクタを露出するように、前記第１の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第１の筐体に装着されており、
　前記第２の携帯型コンピュータ・デバイスは、第２の表示画面及び第２の電気的コネク
タを支持する第２の筐体を有し、該第２の筐体は、前記第２の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第２の可動端部セクションは、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第２の電気的コネクタを露出するように、前記第２の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第２の筐体に装着されており、
　前記第１の表示画面の１つの表示画面端部に隣接する第１の可動端部セクションが前記
第１の筐体の背面に向かって折り畳まれることにより露出された前記第１の表示画面の１
つの表示画面端部及び前記第１の電気的コネクタと、前記前記第２の表示画面の１つの表
示画面端部に隣接する第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって折り
畳まれることにより露出された前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び前記第２の
電気的コネクタとがそれぞれ接合される、
前記ドッキングするための第１の携帯型コンピュータ・デバイス及び第２の携帯型コンピ
ュータ・デバイス。



【請求項１６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に「タブレット」形状ファクタ・デジタル・デバイスに関する。特に、本
発明は、同様のデバイスと物理的に「ドッキング」することで、より大きく、かつより有
能なデバイスを形成することが可能な改良型の「タブレット」形状ファクタ・デジタル・
デバイスに関する。
【０００２】
【従来の技術】
タブレット形状ファクタは、ノートブック・コンピュータと比較してみると、一般に蝶番
式に取り付けられたキーボード部分を持たない「単一スラブ」デバイスであり、基本的に
は１次入力としてある種のタッチ・スクリーンを備えたスクリーン・デバイスである。現
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ドッキングするための第１の携帯型コンピュータ・デバイス及び第２の携帯型コンピュ
ータ・デバイスであって、
　前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスは、第１の表示画面及び第１の電気的コネク
タを支持する第１の筐体を有し、該第１の筐体は、前記第１の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第１の可動端部セクションは、前記第１の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第１の電気的コネクタを露出するように、前記第１の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第１の筐体に装着されており、
　前記第１の表示画面を取り囲む複数の筐体端部のうち、前記第１の可動端部セクション
の一端に隣接する箇所に第１のオス型端部点が設けられ、
　前記第１の表示画面を取り囲む複数の筐体端部のうち、前記第１の可動端部セクション
の他端に隣接する箇所に第１のメス型ドッキング切欠部が設けられ、
　前記第２の携帯型コンピュータ・デバイスは、第２の表示画面及び第２の電気的コネク
タを支持する第２の筐体を有し、該第２の筐体は、前記第２の表示画面を取り囲む複数の
筐体端部を有し、前記複数の筐体端部のうち、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第２の可動端部セクションは、前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び
前記第２の電気的コネクタを露出するように、前記第２の筐体の背面に向かって折り畳ま
れるように前記第２の筐体に装着されており、
　前記第２の表示画面を取り囲む複数の筐体端部のうち、前記第２の可動端部セクション
の一端に隣接する箇所に第２のオス型端部点が設けられ、
　前記第２の表示画面を取り囲む複数の筐体端部のうち、前記第２の可動端部セクション
の他端に隣接する箇所に第２のメス型ドッキング切欠部が設けられ、
　前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスの前記第１の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第１の可動端部セクションが前記第１の筐体の背面に向かって折り畳まれるこ
とにより露出された前記第１の表示画面の１つの表示画面端部及び前記第１の電気的コネ
クタと、前記第２の携帯型コンピュータ・デバイスの前記第２の表示画面の１つの表示画
面端部に隣接する第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって折り畳ま
れることにより露出された前記第２の表示画面の１つの表示画面端部及び前記第２の電気
的コネクタとがそれぞれ接合されると共に、
　前記第１の携帯型コンピュータ・デバイスの前記第１の表示画面の１つの表示画面端部
に隣接する第１の可動端部セクションが前記第１の筐体の背面に向かって折り畳まれるこ
とにより露出された前記第１のオス型端部点及び前記第１のメス型ドッキング切欠部と、
前記第２の携帯型コンピュータ・デバイスの前記第２ディスプレイの表示画面の１つの表
示画面端部に隣接する第２の可動端部セクションが前記第２の筐体の背面に向かって折り
畳まれることにより露出された前記第２のメス型ドッキング切欠部及び前記第２のオス型
端部点とがそれぞれ接合される、前記ドッキングするための第１の携帯型コンピュータ・
デバイス及び第２の携帯型コンピュータ・デバイス。



在、市場に出回っているものとして、例えば Fujitsuの「 Stylistic」シリーズのタブレッ
ト・コンピュータ（ Windows(R) 95, 98等に対応）や、より寸法が小さいものとして Palm 
Pilot及びハンドヘルド WinCEデバイスが挙げられる。
【０００３】
しばしば、そのようなタブレット形状ファクタ・デバイスを利用する仕事は、該デバイス
を用いるある種のタスク上で互いに協力し合う隣り合った２人以上の人が関与する。その
ような環境等、共同作業環境の多くは、データが「仮想ホワイトボード」上で共有される
何らかの方法（ＩＲ、無線、イーサーネット）でデバイスがデジタル的にリンクされる。
このホワイトボードは、重複して同一情報を各デバイスに表示するもので、それによって
各ユーザが各々のデバイス上で個別にデータの修正を行うことができる。
【０００４】
そのようなケースでは、追加のディスプレイ及び追加したデバイスのハードウェア全体が
それらの重複性によって無駄となる。また、携帯型の製品は、携帯性を高めるために（す
なわち、寸法及び重量を小さくするために）、一般に表示領域及びハードウェア性能を犠
牲にする。このようなケースにおいて各デバイスのリソース（ディスプレイ等）を一体化
することができないことから、著しい欠点が生ずる。
【０００５】
いままで、ＣＲＴ又はＬＣＤディスプレイを傾ける技術が明らかにされてきた。しかし、
すべての努力は、大きく、永久的で、かつ単一目的のディスプレイに焦点があてられてい
た。その技術に横たわるはっきりとした理由は、同等の大きさのディスプレイと比較して
、よりいっそう低価格のタイルド・ディスプレイ（ディスプレイの寸法を小さくすること
による経済性による）を作ることである。この分野で研究及び開発を行っている会社は、
Sharp Corp.及び Rainbow Displays, Inc.の２つである。
【０００６】
以下の米国特許は、複数のＬＣＤ画面を一緒に並べる方法、又は多数の同期した表示ユニ
ットに対する画像の表示について記載している。すなわち、米国特許第４，７６０，３８
８号、第４，８００，３７６号、第４，８４４，０６８号、第５，２７５，５６５号、第
５，８０５，１１７号、第５，８３８，４０５号、第５，９０３，３２８号、及び第５，
９５６，０４６号である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、たとえ上記文献に記載された従来技術の利点、特徴、及び優位性が明瞭であって
も、目前にあるタスクに応じてモジュール式ディスプレイおよびコンピュータ・デバイス
の寸法及び機能を増減することができる共同作業環境を達成可能なものはないという解決
すべき課題がある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
携帯型コンピュータ・デバイスの筐体上の１つ以上のセクションを選択的に取り除いたり
、又は折り畳むことで、電気的コネクタ及び構造的コネクタと同様に表示画面の自由端を
露出させる。該露出された表示画面の自由端が隣接するように、露出された電気的コネク
タ及び構造的コネクタを用いて、そのようなデバイスを２つ以上ドッキングさせる。ドッ
キングすると、デバイスは新たな構成を認識し、一体となったデバイスに合わせてディス
プレイのデスクトップ領域を単一のディスプレイとして再配置する。
【０００９】
本発明の一実施形態は、筐体の上端部又は側端部のいずれか、又は両方がデバイスの下部
に単に回転させることで、該デバイスの画面の端部を露出させる。
【００１０】
電気的及び構造的コネクタが同様に露出されることが好ましい。デバイスの端部は、急角
度に傾けることで、デバイスに対して何ら実質的な厚みを加えることなしに、該デバイス
自体の下に回転される。２つの折り畳み式側面セクションが４５度の角度で分かれること
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で、画面の端部に対する最大限の潜在的保護を与えながら、該側面セクションが個別に回
転することを可能にする。一方の側面が折り畳まれると、他方の端部が画面端部を越えて
延び、それによって対応する切欠領域を持つ接合対象となったデバイスに受け入れられな
ければならない。これらのオス型及びメス型形状は、どのようして２つのデバイスを接続
させるかについての視覚的な手がかりとなるという新たな利点を提供するものである。
【００１１】
さらに、別の実施形態では、２つのそのようなデバイスがドッキングする場合に、他のコ
ンピュータ・リソース、例えばＲＡＭやＣＰＵサイクルなどが共有される。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明を好ましい実施形態として図示及び説明するが、該デバイスを多くの異なる構成、
形態、及び材料で製造することも可能である。図示及び以下に詳細に説明する本発明の好
ましい実施形態は、本発明の原理及びその構成に対する材料の関連した機能的仕様を例示
するものであり、例証した実施形態に本発明を限定することを意図したものではないこと
がわかる。当業者は、本発明の範囲内で多くの別の可能な変形例を思い描くことができよ
う。
【００１３】
本発明の一部として、タブレット型ファクタ・コンピュータ・デバイス用の筐体／機能に
よって、該デバイスのディスプレイの端部を露出することが可能となる。ひとたび露出さ
れると、該ディスプレイは他の同様なデバイスの同様なディスプレイと隣接してより大き
なディスプレイ・メタ・デバイスを形成する。
【００１４】
本発明の一つの具現化は、デバイスのたった一つの側面が回転するデバイスである。実現
は容易ではあるが、それによって組合わさった画面の構成が単一の縦横比に制限される。
新たな低温ポリシリコンＬＣＤディスプレイの出現によって、ＬＣＤ画面はドライバ回路
に接続されたディスプレイの２つの端部のみを必要とし、それによって画面の隣接を遮る
物理的特徴から２つの側面が全く解放される。２つの側面が旋回できるように設計した場
合、２通りの縦横比が作られる。すなわち、（１）長くて薄い横長の表示画面と、（２）
より四角張った縦長の表示画面とが得られ、表示されたデータの形状に最もフィットする
形式の選択が可能である。また、１つ以上の側面を旋回可能とすることで、２つ以上のそ
のようなデバイスを繋げることができ、よりいっそう大きな結合したディスプレイ及びコ
ンピュータ・デバイスが可能となる。
【００１５】
図１は、本発明の一実施形態の正面図である。タブレット・デバイス１０４は、ディスプ
レイ１０８と複数の端部１００、１０２、１１２、及び１１６とを有する。これらの端部
のうち、２つの端部１００及び１０２は、タブレット・デバイス１０４が同様のデバイス
とドッキングして、どの側面を旋回させるかに応じて、２つの配向、横型及び縦型をとる
ことができるように、該タブレット・デバイス１０４の背面に折り畳まれた状態になるこ
とが可能である。又は、２つの配向を与えるだけではなく、両方の側面を一度に旋回させ
ることで２つ以上のそのようなデバイスを組み合わせることができる。端部１１２、１１
６は、タブレット・デバイス１０４の垂直方向に配向した側面に沿って固定され、かつ延
びている。一方、端部１００、１０２は、タブレット・デバイス１０４の垂直方向に配向
した別の側面に沿って延びている。折り畳み可能な端部１００、１０２が１１０と出合う
点で、端部１００、１０２が４５度の角度１１４で分かれる。また、端部１００、１０２
が１１０と出合う点（すなわち角部）は、矩形よりもむしろ、該端部１００、１０２の一
つがタブレット・デバイス１０４の背面に向けて折り畳まれた場合に、物理的形状がオス
型になるように成形される。折り畳み可能な端部１００、１０２と出合う固定端部１１２
、１１６の端部は、ドッキング用の切欠部１０６ａ、１０６ｂが提供されており、該端部
１００、１０２の一つがタブレット・デバイス１０４の背面に向けて折り畳まれた場合に
、メス型形状を提供するように成形される。可動端部セクション１００、１０２を用いる

10

20

30

40

50

(7) JP 3714619 B2 2005.11.9



ことは、タブレット・デバイス１０４が同様のデバイスと接合する場合に、露出されるデ
ィスプレイの端部及びコネクタを保護することができるという利点がある。
【００１６】
図２に示すように、折り畳まれた端部を有する別の類似したデバイス上の対応する切欠部
と端部点とに一致するように、折り畳み可能な端部の一つ、この図では端部１００がＬＣ
Ｄ画面の端部の下に延びるオス型端部点１１８の下に折り畳まれ、メス型ドッキング切欠
部１０６ａが露出される。端部１００、１０２が出合い、かつ端部の４５度分割部１１４
がＬＣＤ画面１０８の端部を越えて延びる、三角形の端部点１１８を備える。さらに、端
部１００が折り畳まれると、ドッキング切欠部１０６ａ及びＬＣＤ画面端部１２０が露出
されるようになる。
【００１７】
図３及び図４は、図１及び図２に示されるタブレット・デバイス１０４の背面を順次示し
た図であり、それぞれ折り畳まれていない端部と折り畳まれた端部とを有する。図に示す
ように、タブレット・デバイス１０４の側面２００が角付けされている。このようにして
、端部１００又は端部１０２は、タブレット・デバイス１０４の下に折り畳まれる。この
際、折り畳まれた端部１００又は端部１０２は、タブレット・デバイス１０４の厚みを増
すものではない。
【００１８】
図５は、オス型端部点１１８、メス型ドッキング切欠部１０６ａ、露出された画面端部１
２０を図示する、立体的に示した斜視図である。電気的コネクタ２０２が露出した端部１
２０に対称的に設けられており、それによって片側にあるオス型の電気的コネクタが他の
デバイスにあるメス型の電気的コネクタと接合する。電気的コネクタの完全に一致するタ
イプ（すなわち、物理的、光学的、ＲＦ等）及び構成は、タブレット・デバイス１０４の
寸法及びタイプによって決定される。電気的コネクタは、電源及びデータ・バスの両方を
含むものであってもよく、又は分離コネクタが電源及びデータ・バスを提供するものであ
ってもよい。
【００１９】
折り畳まれた対応の端部を有する接合セクション１０６ａ、１１８、及び１８０度回転し
た第２のデバイス３０２全体を利用することで、図６に示すように、２つのデバイスが互
いをドッキングすることができる。タブレット・デバイス１０４は、オス型端部点１１８
を露出する折り畳まれた端部１００と、メス型ドッキング切欠部１０６ａ、及び端部１２
０を有する。タブレット・デバイス３０２は、図面の裏側に向けて同様に折り畳まれた対
応の端部（不図示）を有し、該タブレット・デバイス３０２を１８０度回転させて、その
オス型端部点３０４がタブレット・デバイス１０４のメス型ドッキング切欠部１０６ａと
一直線上に合わさるようにする。電気的コネクタ２０２（図６では不図示）が露出された
端部に対称的に設けられており、一方のタブレット・デバイス１０４又は３０２に設けら
れたオス型の電気的コネクタが他方のタブレット・デバイス３０２又は１０４に設けられ
たメス型の電気的コネクタに接合する。タブレット・デバイス１０４及び３０２は、それ
らを一緒に物理的に押し付けることでドッキングする。ドッキングすると直ちに、ディス
プレイ１０８、３０８が結合することで、同一平面となって単一のディスプレイ面が形成
され、タブレット・デバイス１０４、３０２は新たな構成を認識し、各々のディスプレイ
のデスクトップ領域を単一のディスプレイ・デバイスへ再配置させる。ディスプレイの再
配置に関する仕様は、本発明を理解する上で重要な意味を持つものではない。２つ以上の
画面を一つの画面に再配置する既知の方法、及びこれから開発されるであろう方法のいず
れも本発明の範囲から逸脱することなく使用することができる。
【００２０】
２つのタブレット・デバイス１０４、３０２を単一のモノリシック・デバイスへ物理的か
つ構造的な結合によって、表示画面領域が２倍になるという利点が得られる。別の利点は
、ハードウェア構成要素、例えばＲＡＭ及びＣＰＵサイクルが共有される場合、並列処理
デバイスが生成され、各々のユニットが単独で行う場合よりもより多くの所望のソフトウ
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ェアを実行させることができるということである。さらに、物理的接続は、２つのタブレ
ット・デバイス１０４、３０２間で直ちに同期される共同セッションの間に、新たな情報
が生成されるのを可能にし、他のタブレット・デバイスに対して情報を「送出する」従属
的なステップを回避する。結合したタブレット・デバイス１０４、３０２の形状ファクタ
はまた、２人のユーザが向き合うのではなく並んだ状態となるので、２人のユーザが隣り
合って積極的に付き合うことを促すことから、共同環境条件が強化される。
【００２１】
図７及び図８は、本発明に従う２つのタブレット・コンピュータ・デバイスを示すもので
、それぞれの画面が再配置されて互いにドッキングすることで、結合したデバイスが１つ
の画面を有するものとなっている。図７では、横向きとなるなるように配置されたタブレ
ット・コンピュータ・デバイスがつくられることを示す。一方、図８では、縦向きとなる
なるように配置されたタブレット・コンピュータ・デバイスがつくられることを示す。
【００２２】
図９及び図１０は、コンピュータ・デバイスの一種である所謂「携帯情報端末」（ＰＤＡ
）に対する本発明の適用を説明するための図である。図９は、２つのＰＤＡを接続して横
向きに一体化したもの、図１０はそれらのデバイスを縦向きに一体化したもである。
【００２３】
本開示によって特定の構造及び形態、すなわち構造的ドッキング・ポイントが露出された
端部の対向する端部に位置し、オス型及びメス型の関係を有することを例証したが、本発
明はそのような開示によって限定されるべきものではない。特定のタブレット形態ファク
タに依存して、構造的リンクを提供する他の方法を利用することもできる。また、構造的
ドッキング・ポイントについては三角形状のものが例証されたが、利用される特定のタブ
レット形状ファクタ・デバイスにとって、有利なかたちで他の形状も使用することができ
る。
【００２４】
また、実施形態は結合した２つのデバイスのみを例証しているが、本発明はそれに限定さ
れるものではない。電気的及び構造的コネクタを有する１つ以上の端部が一度に露出され
るならば、１つ以上のデバイスを１つのデバイスと結合することが可能である。
【００２５】
ディスプレイの大きさ及びコンピュータの性能を高めるために、同様のデバイスとドッキ
ングすることが可能なタブレット形状ファクタ・デバイスを具体化するためのシステム及
び方法が上記の実施形態で示された。種々の実施形態が図示及び説明されているが、その
ような開示は本発明を制限するものではなく、むしろ、特許請求の範囲に定めるように、
全ての変形例及び変更された構成は本発明の精神及び範囲内であることを意図するもので
ある。
【００２６】
まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
（１）類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ
以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスであって、
ディスプレイの１つ以上の対応する端部を露出する１つ以上の外側面を持つ関連支持用キ
ャビネット構造を有するコンピュータ・ディスプレイと、
前記関連支持用キャビネット構造内に配置され、かつ前記１つ以上の外側面に近接し、前
記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスの対応する電気的コネクタと接合
関係にある、少なくとも１つの電気的コネクタとを含み、
１つ以上の露出されるディスプレイの端部は、前記電気的コネクタが接続されると、前記
類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスの対応する露出されたディスプレイ
の端部と実質的に接することを特徴とする、
携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（２）前記コンピュータ・ディスプレイは、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレ
イ・デバイスに接続されると、両方のデバイスのディスプレイから構成される単一のディ
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スプレイの部分となるように論理的に再構成されることを特徴とする、上記（１）に記載
の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上
の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記類似の携帯型コンピュ
ータ・ディスプレイ・デバイスに接続されると、処理用電源を共有することを特徴とする
、上記（１）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキング
するための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバ
イス。
（４）前記１つ以上の外側面は、２つの外側端部を有することを特徴とする、上記（１）
に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１
つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（５）前記ディスプレイは、実質的に矩形状であり、２つの外側面の第１の外側面が前記
ディスプレイの長さ方向に沿って延在し、前記２つの外側面の第２の外側面が前記ディス
プレイの幅方向に沿って延在することを特徴とする、上記（４）に記載の類似の携帯型コ
ンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクション
を有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（６）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記２つの外側面の第１の
外側面に沿って、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに接続される
ことで、縦型の配向をとるディスプレイを提供することを特徴とする、上記（５）に記載
の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上
の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（７）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記２つの外側面の第２の
外側面に沿って、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに接続される
ことで、横型の配向をとるディスプレイを提供することを特徴とする、上記（５）に記載
の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上
の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（８）前記１つ以上の露出されるディスプレイの端部は、前記１つ以上の露出されるディ
スプレイの端部を保護する前記１つ以上の外側面を取り除くことによって露出されること
を特徴とする、上記（１）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス
とドッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディス
プレイ・デバイス。
（９）前記１つ以上の露出されるディスプレイの端部は、前記１つ以上の露出されるディ
スプレイの端部を保護する前記１つ以上の外側面を前記支持用キャビネット構造の背面に
向けて折り畳むことによって露出されることを特徴とする、上記（１）に記載の類似の携
帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セク
ションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（１０）前記１つ以上の外側面は、１つ以上のヒンジを介して前記支持用キャビネット構
造に接続されることを特徴とする、上記（９）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディ
スプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コ
ンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（１１）接続された前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び前記類似の携
帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスによって処理されたデータは、前記デバイス
の各々の取り外しに先立って同期化されることを特徴とする、上記（１）に記載の類似の
携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セ
クションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（１２）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記類似の携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイスと構造的に接合するための１つ以上の構造的コネクタを
さらに有することを特徴とする、上記（１）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディス
プレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コン
ピュータ・ディスプレイ・デバイス。
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（１３）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスと前記類似の携帯型コンピュ
ータ・ディスプレイ・デバイスとが実質的に同一平面の配置をとることを特徴とする、上
記（１）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングする
ための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス
。
（１４）表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面
を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型
コンピュータ・デバイスであって、
前記ディスプレイを囲む上面と、底部支持面と、前記上面及び前記底部支持面と接続して
いる複数の側面とを有する筐体と、
１つ以上の固定面と１つ以上の可動面とから構成される前記複数の側面とを含み、
前記可動面を移動すると、前記携帯型コンピュータ・デバイスが前記類似の携帯型コンピ
ュータ・デバイスと接合されて前記単一の表示面を形成する、
携帯型コンピュータ・デバイス。
（１５）前記携帯型コンピュータ・デバイスが前記類似の携帯型コンピュータ・デバイス
を受け入れると、前記携帯型コンピュータ・デバイス及び前記類似の携帯型コンピュータ
・デバイスのディスプレイの各々が論理的に再構成されて、前記携帯型コンピュータ・デ
バイス及び前記類似の携帯型コンピュータ・デバイス用の単一の表示面を提供することを
特徴とする、上記（１４）に記載の表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示
面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接
合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（１６）前記ディスプレイは、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス
に接続されると、携帯型コンピュータ・デバイスと類似の携帯型コンピュータ・デバイス
のディスプレイから構成される単一のディスプレイの部分となるように論理的に再構成さ
れることを特徴とする、上記（１４）に記載の表示面を持つディスプレイを有し、各デバ
イスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デ
バイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（１７）前記１つ以上の可動面は、２つの可動面を有することを特徴とする、上記（１４
）に記載の表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示
面を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯
型コンピュータ・デバイス。
（１８）前記ディスプレイは、実質的に矩形状であり、前記２つの可動面の第１の可動面
が前記ディスプレイの長さ方向に沿って延在し、前記２つの可動面の第２の可動面が前記
ディスプレイの幅方向に沿って延在することを特徴とする、上記（１７）に記載の表示面
を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するよう
に、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・
デバイス。
（１９）前記携帯型コンピュータ・デバイスは前記２つの可動面の前記第１の可動面に沿
って、前記類似の携帯型コンピュータ・デバイスに接続されることで、縦型の配向をとる
ディスプレイを提供することを特徴とする、上記（１８）に記載の表示面を持つディスプ
レイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯
型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（２０）前記携帯型コンピュータ・デバイスは前記２つの可動面の前記第２の可動面に沿
って、前記類似の携帯型コンピュータ・デバイスに接続されることで、横型の配向をとる
ディスプレイを提供することを特徴とする、上記（１８）に記載の表示面を持つディスプ
レイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯
型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（２１）前記１つ以上の可動面は、取り外し自在であることを特徴とする、上記（１４）
に記載の表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面
を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型
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コンピュータ・デバイス。
（２２）前記１つ以上の可動面は、前記底部支持面に向けて折り畳み可能であることを特
徴とする、上記（１４）に記載の表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面
が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合
することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（２３）１つ以上の折り畳み可能な前記可動面は、１つ以上のヒンジを介して前記筐体に
接続されることを特徴とする、上記（２２）に記載の表示面を持つディスプレイを有し、
各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯型コンピュー
タ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（２４）前記携帯型コンピュータ・デバイスは、前記携帯型コンピュータ・デバイスと前
記類似の携帯型コンピュータ・デバイスとの取り外しに先立って、接合された前記携帯型
コンピュータ・デバイス及び前記類似の携帯型コンピュータ・デバイスによって処理され
たデータを同期化することを特徴とする、上記（１４）に記載の表示面を持つディスプレ
イを有し、各デバイスの表示面が機能的に単一の表示面を形成するように、類似の携帯型
コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュータ・デバイス。
（２５）類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１
つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスであって
、
対応する端部を露出する外側面を持ち、表示面を持つ関連支持用キャビネット構造を有す
るコンピュータ・ディスプレイと、
前記外側面に沿って、前記筐体上に配置される少なくとも１つの電気的コネクタと、
前記外側面に沿って、前記筐体上に配置される少なくとも１つの接合部材とを含み、
対応する露出されたディスプレイの端部を持つ類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ
・デバイスの側面に沿って配置された接合部材及び接合する電気的コネクタを介して、前
記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスが前記類似の携帯型コンピュータ・ディ
スプレイ・デバイスとドッキングされると、前記ディスプレイの端部の各々は実質的に接
し、前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び前記類似の携帯型コンピュー
タ・ディスプレイ・デバイスの表示面が実質的に同一平面にあるように、前記電気的コネ
クタ及び前記接合部材が配置されることを特徴とする、携帯型コンピュータ・ディスプレ
イ・デバイス。
（２６）接続された前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び前記類似の携
帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスのディスプレイは、論理的に再構成されるこ
とで、接続された前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び前記類似の携帯
型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス用の単一のディスプレイを提供することを特徴
とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとド
ッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレ
イ・デバイス。
（２７）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記類似の携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングされると、処理用電源を共有することを特
徴とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスと
ドッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプ
レイ・デバイス。
（２８）前記ディスプレイは、実質的に矩形状であり、前記携帯型コンピュータ・ディス
プレイ・デバイスが前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに接続され
ると、前記ディスプレイが縦型の配向をとるように、前記外側面が前記ディスプレイの長
いほうの端部に沿って延在すことを特徴とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コン
ピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを
有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（２９）前記ディスプレイは、実質的に矩形状であり、前記携帯型コンピュータ・ディス
プレイ・デバイスが前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに接続され
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ると、前記ディスプレイが横型の配向をとるように、前記外側面が前記ディスプレイの短
いほうの端部に沿って延在すことを特徴とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コン
ピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを
有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３０）前記露出されるディスプレイの端部は、前記ディスプレイの端部に沿って延在す
る支持用キャビネット・セクションを取り除くことによって露出されることを特徴とする
、上記（２５）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキン
グするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デ
バイス。
（３１）前記露出されるディスプレイの端部は、前記ディスプレイの端部に沿って延在す
る支持用キャビネット・セクションを前記支持用キャビネット構造の背面に向けて折り畳
むことによって露出されることを特徴とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを有
する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３２）折り畳まれる前記支持用キャビネット・セクションは、１つ以上のヒンジを介し
て前記支持用キャビネット構造に取り付けられていることを特徴とする、上記（３１）に
記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングするための１つ
以上の接合セクションを有する携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３３）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記携帯型コンピュータ
・ディスプレイ・デバイスと前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスと
の取り外しに先立って、接続した前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び
前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスによって処理されたデータを同
期化することを特徴とする、上記（２５）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプ
レイ・デバイスとドッキングするための１つ以上の接合セクションを有する携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３４）類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングすることによ
って、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとハードウェアを共有す
ることが可能な携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスであって、
関連支持用キャビネット構造の１つ以上の対応する外側端部に位置した１つ以上の可動セ
クションを含む、関連支持用キャビネット構造を有するコンピュータ・ディスプレイと、
前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに配置され、かつ１つ以上の前記可動
セクションの各々によって包まれた領域内に位置した電気的及び構造的コネクタとを含み
、
１つ以上の前記可動セクションが前記電気的及び構造的コネクタを露出するように動かさ
れると、前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記電気的及び構造的コ
ネクタを介して、類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングする
ことで、単一のディスプレイを形成することを特徴とする、
携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３５）前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスに接続されると、前記
ディスプレイが論理的に再構成され、前記接続された前記携帯型コンピュータ・ディスプ
レイ・デバイスと前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス用の単一のデ
スクトップ・ディスプレイが提供されることを特徴とする、上記（３４）に記載の類似の
携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキングすることによって、前記類似
の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとハードウェアを共有することが可能な
携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（３６）前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスは、前記類似の携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイスに接続されると、処理用電源を共有することを特徴とす
る、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキ
ングすることによって、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとハー
ドウェアを共有することが可能な携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
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（３７）結合された前記単一のデスクトップ・ディスプレイは、縦型の配向をとることを
特徴とする、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・ディスプ
レイ・デバイスとドッキングすることによって、前記類似の携帯型コンピュータ・ディス
プレイ・デバイスとハードウェアを共有することが可能な携帯型コンピュータ・ディスプ
レイ・デバイス。
（３８）結合された前記単一のデスクトップ・ディスプレイは、横型の配向をとることを
特徴とする、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス
とドッキングすることによって、前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイ
スとハードウェアを共有することが可能な携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス
。
（３９）前記可動セクションは、前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスから
取り外し自在であることを特徴とする、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ
・ディスプレイ・デバイスとドッキングすることによって、前記類似の携帯型コンピュー
タ・ディスプレイ・デバイスとハードウェアを共有することが可能な携帯型コンピュータ
・ディスプレイ・デバイス。
（４０）前記可動セクションは、前記支持用キャビネット構造の背面に向けて折り畳み可
能であることを特徴とする、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプ
レイ・ディスプレイ・デバイスとドッキングすることによって、前記類似の携帯型コンピ
ュータ・ディスプレイ・デバイスとハードウェアを共有することが可能な携帯型コンピュ
ータ・ディスプレイ・デバイス。
（４１）前記可動セクションは、１つ以上のヒンジを介して前記支持用キャビネット構造
に取り付けられることを特徴とする、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・
ディスプレイ・デバイスとドッキングすることによって、前記類似の携帯型コンピュータ
・ディスプレイ・デバイスとハードウェアを共有することが可能な携帯型コンピュータ・
ディスプレイ・デバイス。
（４２）接続された前記携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス及び前記類似の帯
型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスによって処理されるデータは、前記携帯型コン
ピュータ・ディスプレイ・デバイスと前記類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デ
バイスとの取り外しに先立って、各々のデバイスにおいて同期化されることを特徴とする
、上記（３４）に記載の類似の携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイスとドッキン
グすることによって、前記類似の携帯型コンピュータ・デバイスとハードウェアを共有す
ることが可能な携帯型コンピュータ・ディスプレイ・デバイス。
（４３）表示面を持つディスプレイを有し、各デバイスの表示面が単一の表示面を形成す
るように、類似の携帯型コンピュータ・デバイスと接合することが可能な携帯型コンピュ
ータ・デバイスであって、
前記表示面が見えるように露出される前記ディスプレイを囲む背面、及び少なくとも第１
、第２、及び第３の外側端部を有する筐体を含み、
前記筐体の第１の端部が前記ディスプレイの第１の端部に沿って延在し、前記筐体の第１
の端部の第１の終端が前記ディスプレイの第２の端部越えて延在する前記筐体の第２の端
部の部分と隣接し、前記筐体の第１の端部が前記ディスプレイの第１の端部を露出するた
めに背面に向けて折り畳み可能であり、
前記筐体の第１の端部が背面に向けて折り畳まれると、前記第２の端部の部分が特定の幾
何学的形状を持ち、前記ディスプレイの第２の端部を越えて延在し、前記第３の端部が前
記第１の終端と対向する前記筐体の第１の端部の第２の終端に隣接する前記第３の端部の
終端で、前記特定の幾何学的形状と実質的に同一の幾何学的形状を持つ往復接合セクショ
ンを有し、
前記第１の端部が前記背面に向けて折り畳まれると、前記帯型コンピュータ・デバイスは
、前記ディスプレイの第１の端部が第２の類似の携帯型コンピュータ・デバイスの露出さ
れたディスプレイ端部と隣接するように、前記ディスプレイの第２の端部を越えて延在す
る前記第２の端部の部分と前記往復接合セクションとを利用して、前記類似の携帯型コン
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ピュータ・デバイスと接合することが可能であることを特徴とする、
携帯型コンピュータ・デバイス。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にもとづく一実施形態の正面側の平面図である。
【図２】　１つの端部が折り畳まれた本発明にもとづく一実施形態の正面側の平面図であ
る。
【図３】　本発明にもとづく一実施形態の背面側の平面図である。
【図４】　１つの端部が折り畳まれた本発明にもとづく一実施形態の背面側の平面図であ
る。
【図５】　１つの端部が折り畳まれた本発明にもとづく一実施形態の背面側からみた斜視
図である。
【図６】　本発明の一実施形態である２つのデバイスのドッキングを示す。
【図７】　本発明の一実施形態であるドッキングした２つのデバイスの横型の配向を示す
。
【図８】　本発明の一実施形態であるドッキングした２つのデバイスの縦型の配向を示す
。
【図９】
ＰＤＡを利用した本発明の一実施形態であるドッキングした２つのデバイスの横型の配向
を示す。
【図１０】　ＰＤＡを利用した本発明の一実施形態であるドッキングした２つのデバイス
の縦型の配向を示す。
【符号の説明】
１００　　端部
１０２　　端部
１０４　　タブレット・デバイス
１０６ａ　メス型ドッキング切欠部
１０８　　ディスプレイ（ＬＣＤ画面）
１１２　　端部
１１６　　端部
１１８　　オス型端部点
１２０　　端部
３０２　　タブレット・デバイス
３０８　　ディスプレイ（ＬＣＤ画面）
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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