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(57)【要約】
　上側カバー部１０と下側カバー部２０と、第１端部３
１及び第２端部３２を有する第１長尺アームセット３０
と、第１端部５１及び第２端部５２を有する第２のアー
ムセット５０と、を備えた携帯無線通信装置１であって
、第１長尺アームセット３０の第１端部３１は、第１ジ
ョイントセット４１によって上側カバー部１０に接続さ
れ、第１長尺アームセット３０の第２端部３２は、第２
ジョイントセット４２によって下側カバー部２０に接続
され、第２アームセット５０の第１端部５１は、第３ジ
ョイントのセット６１によって上側カバー部１０に接続
され、第２アームセット５０の第２端部５２は、第４ジ
ョイントセット６２によって下側カバー部２０に接続さ
れ、ジョイント４１、４２、６１、６２は、アーム３０
、５０とカバー部１０、２０との間で、少なくとも３つ
の回転軸Ａ、Ｂ、Ｃをなす。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側カバー部（１０）と、
　下側カバー部（２０）と、
　第１端部（３１）および第２端部（３２）を有する第１長尺アームセット（３０）と、
　第１端部（５１）および第２端部（５２）を有する第２のアームセット（５０）と、
　を備えた携帯無線通信装置（１）であって、
　前記第１長尺アームセット（３０）の前記第１端部（３１）は、第１ジョイントセット
（４１）によって前記上側カバー部（１０）に接続され、前記第１長尺アームセット（３
０）の前記第２端部（３２）は、第２ジョイントセット（４２）によって前記下側カバー
部（２０）に接続され、
　前記第２アームセット（５０）の前記第１端部（５１）は、第３ジョイントのセット（
６１）によって前記上側カバー部（１０）に接続され、前記第２アームセット（５０）の
前記第２端部（５２）は、第４ジョイントセット（６２）によって前記下側カバー部（２
０）に接続され、
　前記ジョイント（４１、４２、６１、６２）は、前記アーム（３０、５０）と前記カバ
ー部（１０、２０）との間で、少なくとも３つの回転軸（Ａ、Ｂ、Ｃ）をなし、
　前記ジョイントのうち２つ（６１、４２）が共通の軸（Ｅ）を形成するように重ねられ
ることを特徴とする携帯無線通信装置（１）。
【請求項２】
　前記第１アームセット（３０）が、前記下側カバー部（２０）の表面（２１）より隆起
している点で前記下側カバー部（２０）に接続されていることを特徴とする請求項１に記
載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項３】
　前記第１アームセットが、前記下側カバー部（２０）の側面（２３）と平行に配置され
ているフランジ（２５）によって前記下側カバー部（２０）に接続されており、前記側面
（２３）および前記フランジ（２５）の間に空間（２６）が形成されていることを特徴と
する請求項２に記載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項４】
　前記ジョイント（４１、４２、６１、６２）が、前記アーム（３０、５０）と前記カバ
ー部（１０、２０）との間に４つの回転軸（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ）を提供することを特徴とす
る請求項１に記載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項５】
　前記上側と前記下側カバー部（１０、２０）との間の電気的接続１１０が、少なくとも
前記第２のアームセット（５０）を通して配置されていることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれか１項に記載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項６】
　１セットのジョイント（６２）が、カバー部（２０）と前記第２のアームセット（５０
）との間でスライド運動を可能にするために配置されていることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか１項に記載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項７】
　電気的接続１１０が、前記第１のアームセット（３０）の中の少なくとも１つのアーム
を通して、前記（複数の）カバー部（１０、２０）の間で提供されることを特徴とする請
求項１又は２に記載の携帯無線通信装置（１）。
【請求項８】
　電気的接続１１０が、光学的結合または無線リンクによって、前記カバー部（１０、２
０）の間に提供されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の携帯無線
通信装置（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ヒンジ利用型携帯無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯無線通信装置は、複雑さが増すのに伴い、増え続ける機能を含むようになってきて
おり、携帯無線通信装置のカバーに、たとえばカメラ、ディスプレイ、キーパッド、ボタ
ン、通信ポート、センサー及びレンズ等のガジェット用のスペース及び開口部を必要とす
る。したがって、携帯無線通信装置の表面積がさらに高い機能性を有する（即ち、アクセ
スしやすい）表面積であるべきことは明らかである。同時に、装置はできるだけ小型でな
ければならない。
【０００３】
　したがって、ヒンジ利用型携帯無線通信装置（たとえば、２つのヒンジ利用型カバー部
を含む、クラムシェルのように開放可能なクラムシェル型の装置）が広く使われている。
このような装置は、一般に、一部にはメインディスプレイを有し、「クラムシェル」の内
側の他の部分にはメインキーパッドを有し、装置が開いた状態でなければユーザは主要な
機能を操作できないようになっている。
【０００４】
　しかしながら、機能の増加により、たとえば付加的なディスプレイ、キーパッド、又は
カメラレンズは、装置が閉じた状態における、外側の表面に配置されなければならない。
そのため、装置が開いた状態では、これらの機能は装置の「裏面」に存在することになり
、装置を反転しなければ使用／アクセスできない。しかしそうすると、装置の「内面」に
ある機能を制御できなくなる。
【０００５】
　また、当技術分野において知られているものとして、ジャックナイフ型の携帯無線通信
装置がある。この装置も２つのカバー部を含むが、これらのカバー部は、閉じた状態では
重なっており、１つの共通の回転軸を有するジョイントの周りを回転することで互いに相
対的に横向きに（すなわち、装置の前面部に平行な平面に向けられるように）移動するこ
とによって開く。このような装置のカバー部を、互いに相対的に回転した場合、最前部の
機能的特徴は裏返しになる。全てのボタン、接続部、又は他の特徴の配置位置は、カバー
部が開いた状態であるか閉じた状態であるかによって異なる。そうすると、重要な特徴、
ボタン、又は付属物を、装置の側面又は底面に配置することが難しくなる。更に、カバー
部は、互いに、部分的に重なっており、互いに回転可能に接続されている。この状態では
、カバー部の重なっている表面は使用できず、装置の使用可能な表面は限定されている。
【０００６】
　更に、従来のクラムシェル型の装置のように、第１の回転軸の周りを回転可能にヒンジ
利用型、２つのカバー部を有する携帯無線通信装置が当技術分野で知られている。このよ
うなヒンジは、第１の回転軸に垂直に配置された第２の回転軸を有する。この第の２回転
軸は、開いた状態の装置の縦軸に平行である。このような装置は、欧州特許出願公開１４
６９６５６号明細書に記載されている。このヒンジは余り安定しておらず、上側カバー部
を、第２の回転軸を中心として回転させる際、どの方向へ回転させれば良いのかを示す、
分かり易い標識がないため、カバー部を１８０ｏより大きい角度、回転させてしまう恐れ
がある。従って、回転しすぎると電気的接続が切断されてしまうリスクがある。
【０００７】
　当技術分野で更に知られているものとして、ソニーエリクソンが製造している、ヒンジ
を用いた携帯無線通信装置がある。この装置では、２つのカバー部（上側カバー部及び下
側カバー部）が、２つのアームセットによって接続され、各アームが各カバー部に回転可
能に接続されている。この装置では、ヒンジによって、上側カバー部を、下側カバー部に
対して自由に回転させることができる。しかしながら、この装置では、各カバー部の間で
ヒンジが捩れるのを防ぐため、両方のアームは、常に各カバー部に対して同時に同じ角度
になるようにカバー部を介して互いに接続されていなければならない。このようにヒンジ
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が捩れると、アームを介して設けられたカバー部間の電気的接続がダメージを受け得るた
め、又はヒンジ自体がダメージを受け得るため、好ましくない。アームセット間の接続は
、カバー部の中で大きな空間を要し、装置の小型化を妨げるため望ましくない。この接続
を取り除いた場合、カバー部の間のヒンジを構成する部分が非常に重い材料で作られてい
ない限り、ヒンジが捩れてしまうため、装置は不安定になる。また、電気的接続は、アー
ムを介して行われるため、アームに対してカバー部が制限なく回転することを防ぐように
アーム及び／又はカバー部にストッパーを設ける必要がある。そうしなければ、電気的接
続は最終的に切断されてしまう。一方で、このようにアームが設計されていると、ストッ
パーは容易に乗り越えられ、装置を分解しない限り、カバー部が、アームに対して、どの
回転位置にあれば良いのかを判断できなくなる。
【特許文献１】欧州特許出願公開１４６９６５６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、先行技術の問題を解決するヒンジ利用型携帯無線通信装置を提供する
ことである。
【０００９】
　本発明の目的は、裏返しにしなくても表面の構成にアクセスでき、手で保持した際、装
置の少なくとも一部分が一定の位置にありつつ、装置の全ての表面及び装置の複数の表面
の組合せに容易にアクセスできるような、小型のヒンジ利用型携帯無線通信装置を提供す
ることである。本発明の目的は、また、特徴、機能、及びボタンなどのために全ての表面
を使用できる装置を提供することである。
【００１０】
　本発明の他の目的は、別のヒンジ利用型携帯無線通信装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の目的は、上側カバー部と、下側カバー部と、第１端部及び第２端部を有する第
１長尺アームセットと、第１端部及び第２端部を有する第２のアームセットと、を備えた
携帯無線通信装置であって、前記第１長尺アームセットの前記第１端部は、第１ジョイン
トセットによって前記上側カバー部に接続され、前記第１長尺アームセットの前記第２端
部は、第２ジョイントセットによって前記下側カバー部に接続され、前記第２アームセッ
トの前記第１端部は、第３ジョイントのセットによって前記上側カバー部に接続され、前
記第２アームセットの前記第２端部は、第４ジョイントセットによって前記下側カバー部
に接続され、前記ジョイントは、前記アームと前記カバー部との間で、少なくとも３つの
回転軸をなし、前記ジョイントのうち２つが共通の軸を形成するように重ねられることを
特徴とする携帯無線通信装置を提供することによって達成される。
【００１２】
　これによって、安定した他の開口機構を得ることができる。
【００１３】
　本発明の一実施形態では、前記ジョイントのうち２つが共通の軸を形成するように重ね
られる。
【００１４】
　それによって、装置を２つの異なる方法によって操作することができる。１つの方法は
、「クラムシェル」のように、２つの部分が、１つの共通の回転軸を中心に回転できるよ
うに操作する方法であって、この方法により、装置が開いた状態で、ユーザが、装置の２
つの新しい表面にアクセスできる。もう１つの方法は、「ジャックナイフ」型の装置のよ
うに、装置の両部分を、各部分の同じ面がユーザに向いたまま開く方法である。したがっ
て、上部を下部に対して裏返しにでき、そうすることで、装置の２つの「閉」状態におい
て、上部の両側を前面として使用できる。したがって、本発明の装置は、従来の装置より
も容易に使用でき、ユーザのニーズや要望により適している。
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【００１５】
　本発明の別の実施形態において、ジョイントは、アームとカバー部との間に４つの回転
軸を提供するものである。このジョイントによって、非常に安定した平行四辺形のダブル
アクションヒンジが得られる。
【００１６】
　また、本発明の別の実施形態において、１セットのジョイントが、カバー部と前記第２
アームセットとの間でスライド可能に配置される。
【００１７】
　本明細書中で用いられる「備える／含む／有する」という用語は、記載される特徴、数
値、工程又は構成要素の存在を特定することを目的としたものであるが、その他１つ以上
の特徴、数値、工程、構成要素又はそれらの組合せの存在又は追加を除外するものではな
い。
【００１８】
　「電子装置」という用語は、携帯無線通信装置を含む。「携帯無線通信装置」という用
語（以下に「携帯無線端末」とも呼ぶ）は、携帯電話、ポケットベル、コミュニケータ（
すなわち、電子手帳）、スマートフォン等の装置を全て含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　まず図１を参照する。図１Ａは、本発明の一実施形態における携帯無線通信装置１の斜
視図を示す。携帯無線通信装置１は、上側カバー部１０及び下側カバー部２０を備える。
下側カバー部２０は、前面２１、背面２２、側面２３、及び端面２４を有する。これに対
して、上側カバー部１０は、第１前面１１、第２前面１２、側面１３、及び端面１４を有
する。
【００２０】
　カバー部１０、２０は、好ましくは、多くの電気部品を含み、これらの電気部品は、通
常、カバー部１０、２０内のプリント基板に実装される。カバー部１０、２０の外側の表
面には、ユーザが装置１の機能を制御するための一連の通信手段が配置されている。この
ような通信手段としては、１つ以上のキーパッド１００、１つ以上のディスプレイ１０１
、複数のマイクロホン、複数のラウドスピーカー１０２、複数のトラックボタン、複数の
トラックボール、複数のジョイスティック、複数の他のナビゲーションツール１０３、機
能ボタン、又はカメラ１０４が、通常、含まれる。これらの通信手段は、通常、下側カバ
ー部２０の前面２１に配置され、及び／又は、上側カバー部１０の第１前面１１及び第２
前面１２に配置される。たとえば、電池を充電するため、又は携帯無線通信装置１をコン
ピュータ等に接続するための電線用導管を取り付けるためのシステム接続ポート１０５は
、通常、下側カバー部２０の端面２４に配置される。上述の例示的なもの意外に他の通信
手段及び要素が加えられ得る。通常、電池及びカバー部２０の中のＳＩＭカードにアクセ
スすることを可能にする蓋として、下側カバー部の背面２２は使用される。
【００２１】
　以下に、図１Ｂ～Ｆについて説明する。図１Ａに示す携帯無線通信装置１は、上側カバ
ー部１０と下側カバー部２０とを接続する第１長尺アームセット３０を備える。図１Ｂ～
Ｆは、携帯無線通信装置１の側面を示すものである。したがって、第１アームセット３０
の２つのアームのうち１つのみが表されている。図１Ｇに第２アームセットを示す。図面
に示す好適な実施形態における携帯無線通信装置１には、両側にアームが備えられている
。しかしながら、装置の片側のみにアームを施しても発明を実施することができる。
【００２２】
　アーム３０は、アーム３０の第１端部３１で、ジョイント４１によって上側カバー部１
０に接続されている。これに対応して、アーム３０は、アーム３０の第２端部３２で、ジ
ョイント４２によって下側カバー部２０に接続されている。
【００２３】
　図１Ａと図１Ｇとを比較すれば理解できるように、ジョイント４１は、上側カバー部１
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０に対してアーム３０が回転軸Ａを中心に回転できるように構成されている。
【００２４】
　図１Ａと図１Ｇとを比較すれば理解できるように、ジョイント４２は、下側カバー部２
０に対してアーム３０が回転軸Ｂを中心に回転できるように構成されている。
【００２５】
　上側カバー部１０とアーム３０とを接続するジョイント４１は、好ましくは、図３に示
すように、アーム３０の第１端部３１上の円筒型タップによって構成される。ここで、タ
ップは、上側カバー部の円形開口部と連結するように構成されている。あるいは、タップ
をカバー部１０に設け、開口部をアーム３０に設けても良い。
【００２６】
　下側カバー部１０及びアーム３０を接続するジョイント４２は、好ましくは、アーム３
０の第２端部３２の円筒型タップによって構成されている。ここで、円筒型タップは、上
側カバー部２０の円形開口部と連結するように構成されている。この開口部は、隙間又は
スペース２６を側面２３の間に形成するように、下側カバー部２０の側面２３から延長す
るフランジ２５に配置されている。したがって、図３に示すように、フランジ２５の円形
開口部と連結するように構成されたタップは、アーム３０の、アーム３０の第１端部の上
述のタップに対して反対側に配置されている。あるいは、タップをカバー部３０に設け、
開口部をアーム３０に設けても良い。
【００２７】
　上側カバー部１０及びアーム３０を接続する第１ジョイントセット４１は、好ましくは
、上側カバー部１０の側面１３の中程に配置されている。フランジ２５は、好ましくは、
ジョイント４２が下側カバー部２０の側面２３に沿った、下側カバー部２０の端部に位置
するように配置されている。しかしながら、ジョイント４２は、好ましくは、下側カバー
部２０の前面２１よりも上側に突出した位置に配置される。
【００２８】
　第１長尺アームセット３０は、図１Ｂ及び図１Ｆのように上側カバー部１０及び下側カ
バー部２０を互いに近接させた場合のジョイント４１、４２の距離と同じだけの長さを有
することが望ましく、そのようにすると、下側カバー部２０及び上側カバー部１０のそれ
ぞれの端面１４、２４がほぼ同じ位置に揃う。ここで、下側カバー部及び上側カバー部は
、基本的に同じ長さ及び幅を有するものである。したがって、第１長尺アームセット３０
の長さは、好ましくは、上側カバー部１０及び下側カバー部２０の側面１３、２３の約半
分の長さを有する。
【００２９】
　図１に示す携帯無線通信装置１は、上側カバー部１０及び下側カバー部２０を接続する
ための第２長尺アームセット５０を更に有している。上述の第１アームセット３０と同様
に、第２アームセット５０は、好ましくは、上側カバー部１０及び下側カバー部２０のそ
れぞれの側面１３、２３のアームを含むが、１つの側面１３、２３に位置する１つのアー
ムを含み得る。
【００３０】
　図１に示すアーム５０は、第３ジョイントセット６１によってアーム５０の第１端部５
１で上側カバー部１０に接続されている。これに対して、アーム５０は、アーム５０の第
２端部５２で、第４ジョイントセット６２によって下側カバー部２０に接続されている。
【００３１】
　図１Ａと図１Ｇとを比較すれば理解できるように、第３ジョイントセット６１は、上側
カバー部１０に対してアーム５０が回転軸Ｃを中心に回転できるように構成されている。
【００３２】
　図１Ａと図１Ｇとを比較すれば理解できるように、第４ジョイントセット６２は、下側
カバー部２０に対してアーム５０が回転軸Ｄを中心に回転できるように構成されている。
【００３３】
　上側カバー部１０とアーム５０とを接続するジョイント６１は、好ましくは、図４に示
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すように、アーム５０の第１端部５１上の円筒型タップによって構成されている。ここで
、タップは、上側カバー部１０の円形開口部と連結することに適しているものである。あ
るいは、タップをカバー部１０に設け、開口部をアーム５０に設けても良い。
【００３４】
　同様に、上側カバー部２０とアーム５０とを接続するジョイント６２は、好ましくは、
図４に示すように、アーム５０の第２端部５２上の円筒型タップによって構成される。こ
こで、タップは、上側カバー部２０の円形開口部と連結することに適しているものである
。あるいは、タップをカバー部２０に設け、開口部をアーム５０に設けても良い。
【００３５】
　上側カバー部１０及びアーム５０を接続する第３ジョイントセット６１は、好ましくは
、上側カバー部１０の端面１４に近い側面１３の１部に配置されている。
【００３６】
　下側カバー部２０及びアーム５０を接続する第４ジョイントセット６２は、好ましくは
、上側カバー部１０の端面１４に近い側面１３の１部に配置されている。
【００３７】
　図１Ｂ及び図１Ｆに示すとおり、好ましくは、下側カバー部２０及び上側カバー部１０
のそれぞれの端面１４、２４が、ほぼ同じ位置に揃う。第２長尺アームセット５０は、上
側カバー部１０及び下側カバー部２０が互いに近い位置になった状態での、ジョイント６
１、６２間の長さと同じ長さを有している。したがって、好ましくは、第１長尺アームセ
ット３０の長さは、上側カバー部１０及び下側カバー部２０の側面１３、２３の約半分の
長さを有している。
【００３８】
　携帯無線通信装置１の機能を説明する。図１Ｂは、閉状態での携帯無線通信装置１を示
す。この位置では、下側カバー部２０の背面２２が下方へ向いており、上側カバー部１０
の第２前面１２が上方へ向いている。下側カバー部２０の前面２１、及び上側カバー部の
第１前面１１は、ユーザに見えないようにこの位置でカバー部の間で互いに向き合ってい
る。この位置では、第２前面１２の機能的特徴がユーザに利用可能である。
【００３９】
　上側カバー部１０を右及び上方（図１Ｂ及び図１Ｃに示すとおり）に押すことによって
、図１Ｄに示す位置に向かって、アームセット３０、５０の、ジョイント４２及び６２に
定義される軸Ｂ，Ｄの周りの時計回りの動きが開始される。上側カバー部１０の第２前面
１２の加えて、下側カバー部２０の前面はこの位置でユーザに利用可能になる。この動作
パターンは、下側カバー部２０の前面２１及び上側カバー部１０の第２前面１２が本質的
に平行なままで、このパターンに沿って動いているときに少なくとも同じ方向（上方）を
向いているため、Ｚ型の動きであると言える。
【００４０】
　下側カバー部２０に対して上側カバー部１０を右に動かし続けることによって、携帯無
線通信装置１を図１Ｄに示す状態にすることができる。この状態を中間状態と言うことが
できる。この状態で、第２アームセット５０と上側カバー部１０との間のジョイント６１
の回転軸Ｃは、下側カバー部２０と第１アームセット３０との間のジョイント４２の回転
軸Ｂと揃った位置になる。第２アームセット５０は、下側カバー部２０の側面２３及びフ
ランジ２５の間のスペース２６に入り込む。
【００４１】
　上側カバー部１０及び下側カバー部２０が図１Ｄに示す中間状態にあるとき、図１Ｅ及
び図１Ｆに示すように、携帯無線通信装置１をクラムシェル型の装置のように動作させる
ことができる。このとき、図１Ａに示すように、第２アームセット５０と上側カバー部１
０との間のジョイント６１の回転軸Ｃ、及び、下側カバー部２０と第１アームセット３０
との間のジョイント４２の回転軸Ｂ、が同じ位置に配置され、共通の回転軸Ｅとなる。
【００４２】
　共通の回転軸Ｅに対して反時計回りに上側カバー部１０を回転することによって、（携



(8) JP 2008-533887 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

帯無線通信装置１が図１Ｄのように配置されているとき）図１Ｆに示すように携帯無線通
信装置１は、図１Ｅに示す位置を通過し、第２の閉状態へ移動することができる。第２の
閉状態では、上側カバー部の第１前面１１の機能がユーザに利用可能である。
【００４３】
　したがって、２つのアームセット３０、５０は、２つの異なる動作パターンを実現し得
るように２つの独立したヒンジの組み合わせのように機能する。２つのヒンジは、中間状
態で相互作用し、この中間状態で共通した回転中心で連結させられる。
【００４４】
　ダブルアクションヒンジは、携帯無線通信装置１を極端な位置にすることを可能にする
。ここで、上側カバー部は、固定された下側カバー部２０に対して裏返しになり得る。上
側カバー部１０の両側は、外側に向けることができ、ユーザの入出力に使用され得る。
【００４５】
　ヒンジは、動作パターンの完全なセットのとき、カバー部１０、２０に接続されるため
、上側カバー部１０及び下側カバー部２０は連続的に、電気的かつ機械的に接続すること
ができる。
【００４６】
　図４に示すように、本実施形態において、片方のカバー部からもう片方のカバー部にデ
ータ及び／又は電力を供給するために、電子的接続１１０が、第２長尺アームセット５０
のうち片方又は両方のアームに提供され得る。電子的接続１１０は、好ましくは長尺アー
ム５０の中を伸びるケーブル中に形成される電子的導管のセットを備えている。長尺アー
ム５０内の端部５１、５２のそれぞれには、ケーブルが、ジョイント６１、６２の一部を
形成する円筒型タップの中に入り、タップの中を１回又は２回巻かれ、円筒型タップの底
を出て行き、電子的接続１１０の各端部に形成されるコネクタ１１１、１１２に入る。各
端部に形成されるコネクタ１１１、１１２は、各カバー部１０、２０の要部への簡単な接
続を可能にする。
【００４７】
　２つのアームセットの配置位置によって、下側カバー部２０に対して上側カバー部１０
が１回だけ回転又は反転できるように、自然なストッパーが形成される。したがって、電
気的接続は、複数回ねじれて切断されないようになる。
【００４８】
　図２に示す別の実施形態において、上述のとおり、第２長尺アームセット５０は、上側
カバー部１０に回転的に接続され、スライドするように下側カバー部２０に接続されてい
る。図１に示す複数の要素は、図２にも用いられているため、多少の違いはあるとしても
同一の部分には同一の参照番号が用いられている。図１にも用いられている携帯無線通信
装置１の要素の説明はこれ以上しない。アーム５０と下側カバー部２０との間のスライド
接続は、側面２３の縦軸に沿って携帯無線通信装置１のアーム５０のスライドを可能にす
るジョイント６２によって形成される。これからのジョイント６２は、長尺アーム５０の
スライド手段及び下側カバー部２０の長尺スライド手段６３によって形成されている。ジ
ョイント６２は、好ましくは、長尺アームのスライド手段が、下側カバー部２０の長尺ス
ライド手段６３を構成する長尺スロット内へ延びるタップによって提供される。長尺スロ
ットは、携帯無線通信装置１の側面２３の中及び沿って形成される。あるいは、ジョイン
ト６２は、側面２３の片方又は両方の上の、又はそれに沿ったレールによって形成され、
アーム５０は、Ｔ字形のレールを把持する手段（たとえば、Ｕ字形のグリップ）を含む。
あるいは、長尺スライド手段６３は、側面２３及び前面２１の上又はそれらの間にあるエ
ッジの中に、又は、携帯無線通信装置１の前面２２の中又はその上に形成され得る。
【００４９】
　本実施形態において、第２アームセット５０のアームの長さは、ジョイント６１の回転
軸Ｃの、前面２１までの距離が、ジョイント４２の回転軸Ｂの前面２１までの距離と同じ
であるようになっている。しかしながら、回転軸Ｃの前面２１までの距離が、回転軸Ｂと
同じ距離を有する必要はない。しかし、動きは、距離が正しく、共通の回転軸Ｅが可能に
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なる点で終わらなければならない。
【００５０】
　第２長尺アームセット５０と下側カバー部２０との間のジョイント６２は、図２Ａ～Ｄ
に示すように、第２アームセット５０及び上側カバー部１０の間の、回転可能なジョイン
ト６１の位置を携帯無線通信装置１の１つの端面２４ａからもう１つの端面２４ｂに翻訳
することができるように配置されていることが好ましい。１つの端面２４ｂの位置におい
て、ジョイント６１の回転軸Ｃが、ジョイント４２の回転軸Ｂと一致するように持ってこ
られる。本実施形態において、フランジ２５は、ジョイント６１、４２が一致するように
、アーム５０又は少なくともその部分が側面２３及びフランジ２５の間の隙間又はスペー
ス２６内のフランジ２５の中をスライドすることができるように構成されている。
【００５１】
　図２Ａの位置に示すように、第２前面１２へのアクセスがユーザに提供される。上側カ
バー部１０を右方向（図２Ｂ及び図２Ｃに示すように）にスライドすることによって、上
側カバー部１０は、回転し始め、上側カバー部１０の第２前面１２及び下側カバー部２０
の前面の組合せにアクセスを提供するようになる（図２Ｂ、２Ｃ，及び２Ｄ）。上側及び
下側カバー部３０、５０が図２Ｄに示す中間状態にあるとき、この２つの面にフルアクセ
スがユーザに提供される。
【００５２】
　図２Ｄに示すように、ジョイント６１の回転軸Ｃがジョイント４２の回転軸Ｂと一致す
るように持ってこられたとき、携帯無線通信装置がクラムシェル型装置として機能し得る
。ここで、上側カバー部は、図２Ｆに示す閉状態に到達するまで共通の回転軸の周りを反
時計回りに、図２Ｅに示すように、回転することができる。この位置で、上側カバー部の
第１前面１１にアクセスが提供される。
【００５３】
　本実施形態では、必要とする電気的接続は、図３に関連した記載の形に対応して第１ア
ームセット３０の片方又は両方のアームを通して成し遂げられる。しかしながら、この場
合、電気的接続は、アーム３０の１端にあるアーム３０の片側にある円筒形タップの底を
通り、アーム３０の反対の端にあるアーム３０の反対側を通り、更に下部のフランジ２５
を通る。
【００５４】
　したがって、上述の実施形態の両方が、固定した回転中心あるいは固定した回転中心と
スライド接続との組合せを有する、２つのヒンジの組合せを備えることを理解できる。い
ずれにしても、２つのヒンジは、中間状態で共通した回転中心と相互作用し、２つの異な
る動作パターンで動作する。
【００５５】
　アーム３０、５０は、ポリマー又は金属（たとえば、アルミニウム又はスチール）のよ
うな材料で形成されても良い。
【００５６】
　上述の上側カバー部と下側カバー部との間の電気的接続の代わりに、又は、この電気的
接続に加え、２つの部分間の通信は、光学的結合又はブルーツース等の無線リンクに提供
され得る。
【００５７】
　上述の装置１の下側カバー部２０の下面又は背面２２は、従来技術のように、当然、特
徴／機能、ボタン、及び／又はカメラを配置するために使用され得る。しかしながら、そ
の場合、このような特徴にアクセスするためには、装置全体を回転させなければならない
。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１Ａ】本発明の一実施形態における携帯無線通信装置の中間状態での斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおける携帯無線通信装置を異なる状態で示す側面図である。
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【図１Ｃ】図１Ａにおける携帯無線通信装置を異なる状態で示す側面図である。
【図１Ｄ】図１Ａにおける携帯無線通信装置を異なる状態で示す側面図である。
【図１Ｅ】図１Ａにおける携帯無線通信装置を異なる状態で示す側面図である。
【図１Ｆ】図１Ａにおける携帯無線通信装置を異なる状態で示す側面図である。
【図１Ｇ】図１Ｃに示す状態に対応する状態での図１Ａの携帯無線通信装置の他の斜視図
である。
【図２Ａ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図２Ｂ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図２Ｃ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図２Ｄ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図２Ｅ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図２Ｆ】本発明のもう１つの実施形態における携帯無線通信装置の異なる状態での側面
図である。
【図３】図１及び図２に示す両方の実施形態に適した第１長尺アームセットの長尺な接続
アームの斜視図である。
【図４】図１Ａ～Ｇに示す実施形態に適した、電気的接続手段の実施形態を含む第２長尺
アームセットの接続アームの斜視図である。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】

【図１Ｅ】
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【図１Ｇ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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