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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々のディスプレイが備わった本体パネルハウジングと副パネルハウジング、そして前
記本体パネルハウジングと副パネルハウジングを結合及び分離することができる結合手段
を含み、パネルハウジングの結合時、本体パネルハウジングのディスプレイと副パネルハ
ウジングのディスプレイの少なくとも一辺が隣接するように構成されると共に、
隣接する前記一辺に沿う各パネルハウジングの一側面に、各ディスプレイの一側面が露出
する携帯用マルチ表示装置であって、
　各ディスプレイの一側面を保護する保護手段をさらに含み、
　前記保護手段は、開閉自在に各パネルハウジングに設けられ、各パネルハウジングが結
合される時には開き、閉じてディスプレイの一側面を保護する時には該保護手段の高さが
ディスプレイ表面よりも高くなることを特徴とする携帯用マルチ表示装置。
【請求項２】
　前記本体パネルハウジングに分離式また折綴式覆いをさらに形成することを特徴とする
請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項３】
　前記本体パネルハウジングと副パネルハウジングが結合される時、本体ディスプレイと
副ディスプレイの中で少なくとも一つのディスプレイがスライディング移動してディスプ
レイの一辺が隣接されることを特徴とする請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項４】
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　前記本体パネルハウジングの後面または前面に副パネルハウジングを積層構造に結合す
ることを特徴とする請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項５】
　前記保護手段は折綴できる保護覆いであることを特徴とする請求項１記載の携帯用マル
チ表示装置。
【請求項６】
　前記パネルハウジングに保護手段を収納する覆い収納空間が形成されていることを特徴
とする請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項７】
　前記パネルハウジングの少なくとも一側面の上段にディスプレイを置くことを特徴とす
る請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項８】
　ディスプレイ及びディスプレイ駆動回路を包むシャーシを通じてディスプレイをパネル
ハウジングに固定し、前記シャーシは固定部材を備えることを特徴とする請求項７記載の
携帯用マルチ表示装置。
【請求項９】
　前記シャーシは一体形に形成され、パネルハウジングの繋ぎ目部でディスプレイの側面
のみを包むことを特徴とする請求項８記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１０】
　二つのディスプレイの一辺が隣接して生じる非表示領域が３．２ｍｍ以下であることを
特徴とする請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１１】
　前記ディスプレイは上板と下板及び上板と下板を組み立てるシーラントが備わり、前記
シーラントは繋ぎ目部で電極に接するように位置することを特徴とする請求項７または１
０記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１２】
　前記パネルハウジングの結合状態を感知する結合感知手段及び前記結合感知手段または
モード選択信号に従って前記ディスプレイの中の一つまたは二つ以上を選択して駆動する
中央処理装置を含む請求項１記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１３】
　前記パネルハウジングの間の結合を堅固に維持する固定手段をさらに含む請求項１記載
の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１４】
　前記固定手段に閉ざし装置を形成することを特徴とする請求項１３記載の携帯用マルチ
表示装置。
【請求項１５】
　各々のディスプレイが備わった本体パネルハウジングと副パネルハウジング、そして前
記本体パネルハウジングと副パネルハウジングを結合及び分離することができる結合手段
を含み、パネルハウジングの結合時、本体パネルハウジングのディスプレイと副パネルハ
ウジングのディスプレイの少なくとも一辺が隣接するように構成されると共に、
隣接する前記一辺に沿う各パネルハウジングの一側面に、各ディスプレイの一側面が露出
する携帯用マルチ表示装置であって、
　前記各パネルハウジングを積層して形成し、前記ディスプレイが互いにスライディング
移動して画面を拡張し、前記ディスプレイの少なくとも一辺が隣接して一つの画面を形成
することにおいて、ディスプレイが隣接される部分であるディスプレイの繋ぎ目部の一側
面をカバーする保護覆いをさらに含み、
　前記保護覆いは、
前記各パネルハウジングが積層された時にはディスプレイの一側面をカバーし、
前記ディスプレイが互いにスライディング移動して画面を拡張した時にはパネルハウジン
グと共に連動して動き、ディスプレイの一側面をカバーしないことを特徴とする携帯用マ
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ルチ表示装置。
【請求項１６】
　前記ディスプレイが積層状態で位置する時は、回路的に互いに連結されなく、前記ディ
スプレイの一辺が隣接される時は、回路連結手段によって前記ディスプレイが互いに回路
的に連結されることを特徴とする請求項１５記載の携帯用マルチ表示装置。
【請求項１７】
　三つ以上のディスプレイが積層されて形成され、前記ディスプレイが左右方向にスライ
ディング移動して画面を拡張することを特徴とする請求項１５記載の携帯用マルチ表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチ表示装置に関するもので、特に各々のディスプレイが装着された本体
パネルハウジング及び副パネルハウジングとそれらを結合する結合手段を備え、パネルハ
ウジング間の結合及び分離ができる携帯用マルチ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二つ以上のディスプレイを用いて一つの大画面を構成する方法は大型表示装置に適用さ
れて用いられている。一般的に携帯用表示装置には平板ディスプレイが用いられ、平板デ
ィスプレイとしてはＬＣＤ(Liquid Crystal Display)、ＦＥＤ(Field Emission Display)
、ＰＤＰ(Plasma Display Panel)、ＥＬ(Electro Luminescent)などがある。
【０００３】
　最近は、携帯用表示装置でも無線インターネットなどの機能が付加されて性能が向上さ
れることに従って、ディスプレイ手段において大画面の必要性は増加されたが、このよう
な携帯用表示装置で大画面は機器の大きさとか移動などの携帯的な特性を生かすことがで
きないので、折畳式ディスプレイを採用したマルチ表示装置が提案された。
【０００４】
　しかし、このような折畳式マルチ表示装置においては、二つ以上のディスプレイが常に
連結された構造を有して折綴はできるが、結合及び分離が不自由である。例えば、使用者
がマルチ表示装置の中で一つのディスプレイのみを携帯しようとする時には移動及び携帯
の便宜という携帯用装置の本来の特性を完全に満足させない問題点がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するために発明されたことで、本
発明は各々のディスプレイが装着された本体パネルハウジングと副パネルハウジングに結
合手段を備えてパネルハウジングの結合及び分離ができ、パネルハウジングを結合した場
合には、各々のパネルハウジングに備わった二つのディスプレイ間の境界線である繋ぎ目
が最小化されて二つのディスプレイを一つの画面を見るように駆動させることができる携
帯用マルチ表示装置を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　前記目的を達成するために、本発明の携帯用マルチ表示装置は、各々のディスプレイ
が備わった本体パネルハウジングと副パネルハウジング、そして前記本体パネルハウジン
グと副パネルハウジングを結合及び分離することができる結合手段を含み、パネルハウジ
ングの結合時に本体パネルハウジングのディスプレイと副パネルハウジングのディスプレ
イの少なくとも一辺が隣接するように構成されると共に、隣接する前記一辺に沿う各パネ
ルハウジングの一側面に、各ディスプレイの一側面が露出する。
【０００７】
　前記本体パネルハウジングの側面と本体ディスプレイの側面は同一線上にあるようにす
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る。
【０００８】
　前記本体パネルハウジングは、分離できるように形成された覆いをさらに含むことがで
き、前記覆いはその外部に入力キーをさらに含む。また、前記覆いは折綴式（foldable）
に形成されることもできる。
【０００９】
　前記本体パネルハウジングと副パネルハウジングが結合される時、本体ディスプレイと
副ディスプレイの中で一つのディスプレイがスライディング移動して二つのディスプレイ
の一辺が隣接されるようにすることができる。
【００１０】
　前記副パネルハウジングは、外部結合手段をさらに含んで外部の電子機器と結合される
ことができ、外部電子機器としてはデスク用モニターなどが利用されることができ、モニ
ターの上段に結合することができる。
【００１１】
　前記本体パネルハウジングは、覆いを覆う場合にも見える補助ディスプレイを前面にさ
らに備えることができる。
【００１２】
　また、前記副パネルハウジングは、本体パネルハウジングの後面若しくは前面に積層構
造に結合されることができ、このためにパネルハウジングの前面若しくは後面に結合手段
を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して本発明の望ましい実施の形態を説明する。本発明は少なくと
も二つ以上の平板ディスプレイを相互隣接するように連結して一つの画面を見ることがで
きる効果を有する組立形態の携帯できるマルチ表示装置を提供する。平板ディスプレイパ
ネルとしては、ＬＣＤ、ＦＥＤ、ＰＤＰ、電子紙(Electric Paper)などを使用することが
できる。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明の携帯用マルチ表示装置を表す図面である。
　図１に示したように、本発明のマルチ表示装置は、本体パネルハウジング２０とディス
プレイ２を備えており、情報の送受信ができるようにアンテナ１４０を備えることもでき
る。前記ディスプレイ２は本体パネルハウジング２０の一つの側面まで位置するように構
成される。
【００１５】
　また、前記本体パネルハウジング２０の側面には、副パネルハウジングを結合及び分離
することができる一対の結合手段２２、２２'が形成され、この結合手段を通じて副パネ
ルハウジングと結合することができる。
【００１６】
　本発明のマルチ表示装置には、前記ディスプレイ２を覆う覆い１００が本体パネルハウ
ジング２０に備わっている。前記覆い１００の外部には、入力キー１１０及び覆い窓１０
０ａが形成されており、覆い１００がディスプレイ２を覆う場合には覆い窓１００ａがデ
ィスプレイの一部を見ることができる役割をする。前記覆い１００はディスプレイの側面
部も覆い、覆い１００がディスプレイを覆う形態を図１に二点砕線で示した。
【００１７】
　図２は本体パネルハウジングに結合できる副パネルハウジングを表す図面である。
　図２に示したように、本体パネルハウジング２０と結合できる副パネルハウジング４０
には、本体パネルハウジング２０と結合できる一対の結合手段４４、４４'が形成されて
おり、前記結合手段４４、４４'はレバー４２によってパネルハウジング４０の外部に突
出及び内部に挿入できる構造を有する。
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【００１８】
　図３は本体パネルハウジングと副パネルハウジングが結合された状態を表す図面である
。
　図３の通り、本体パネルハウジング２０と一つの副パネルハウジング４０が結合される
と、第１ディスプレイ２と第２ディスプレイ４が互いに隣接される。従って、二つのディ
スプレイ間の境界線である繋ぎ目が最小化されて二つのディスプレイを一つの画面を見る
ように駆動させることができる。
【００１９】
　一方、覆い１００と本体パネルハウジング２０を連結する覆い結合手段はその軸を雌雄
構造として覆い１００自体も本体パネルハウジング２０と分離されるようにすることもで
きる。
【００２０】
　前記副パネルハウジング４０には、他の情報機器と結合することができる外部結合手段
３３をさらに装着することもできる。前記外部結合手段３３によって図４に示したように
、本発明の表示装置は他の情報機器であるモニタ３００の上段に結合することができる。
このためにはモニタ３００の上段にも外部の情報機器と結合分離ができる結合手段が備え
るべきである。
【００２１】
　図５は覆いの分離構造を表す図面である。
　図５に示した通り、覆い１００とパネルハウジング２０を連結する軸を突起軸１０２と
キャップ軸１０１で設けて、覆い１００の結合時にキャップ軸１０１を突起軸１０２に被
せることができる。また、キャップ軸１０１と突起軸１０２は結合時に回転運動ができる
ように円形になっている。
【００２２】
　図６は本発明の携帯用表示装置の他の実施形態を表す図面である。
　本実施形態において、携帯用表示装置は、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジ
ング４０が結合される時、第１ディスプレイ２と第２ディスプレイ４の中で一つのディス
プレイがスライディング移動して両のディスプレイの一辺が隣接されるようにするもので
ある。本体パネルハウジング２０にはスライディング溝２８が備われ、第１ディスプレイ
２には突起（図示省略）が形成されて、前記スライディング溝２８を通じて第１ディスプ
レイ２がスライディング移動ができるようにする。
【００２３】
　図７はパネルハウジングの結合形態の他の実施形態を表す図面である。
　本実施形態は、本体パネルハウジング２０の後面若しくは前面に副パネルハウジング４
０を積層構造に結合したことである。図７に示した通り、副パネルハウジング４０の前面
に結合溝４８を形成し、この結合溝４８を通じて本体パネルハウジング２０の後面に結合
することである。図面では便宜上省略したが、本体パネルハウジング２０の後面には副パ
ネルハウジング４０の結合溝４８と結合ができる結合突起が備われている。
【実施例２】
【００２４】
　図１に示した通り、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０を分離する場
合には、少なくともパネルハウジング２０、４０の一つの側面でディスプレイ２、４の側
面が露出される。本実施例ではこの露出されたディスプレイ２、４の側面を保護するため
に保護手段をパネルハウジング２０、４０の側面に備わることを特徴とする。
【００２５】
　図８ａ及び図８ｂは本体パネルハウジング２０の保護手段を表すことで、図８ａは保護
覆い２３が閉じる状態、図８ｂは開く状態を表す図面である。本実施例では保護手段とし
て保護覆い２３、４３を用いた。
【００２６】
　本体パネルハウジング２０の保護覆い２３は折綴できるようにされており、保護覆い２
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３は二つの軸部分に分離ができ、覆い軸２３ａは保護覆い２３と働きを共にし、パネルハ
ウジング軸２３ｂはパネルハウジング２０に固定される。
【００２７】
　前記保護覆い２３の上部にはグルーブ(groove)がストライプ形態になっているハンドル
(grib)２６が備われて保護覆い２３の開閉が便利になっている。また、保護覆い２３を本
体パネルハウジング２０に閉める時には、保護覆い２３に備わった結合突起２５が本体パ
ネルハウジングの結合溝２１と結合されて保護覆い２３が本体パネルハウジング２０に堅
固に結合されるようにする。
【００２８】
　一方、保護覆い２３があるパネルハウジング２０の側面には、覆い受納空間２７が備わ
れて、後述する副パネルハウジング４０の保護覆い４３を受納することができ、副パネル
ハウジング４０と結合するための結合手段２２、２２'も形成されている。
【００２９】
　図９ａ及び図９ｂは副パネルハウジング４０の保護手段を表すもので、図９ａは副パネ
ルハウジング４０の保護覆い４３が開く状態の図面で、図９ｂは閉じる状態の図面である
。
【００３０】
　副パネルハウジング４０の保護覆い４３にもグルーブ形態のハンドル４６と結合突起４
５がおり、パネルハウジング４０には結合溝４１が備わっている。また、副パネルハウジ
ング４０の下段には本体パネルハウジング２０の保護覆い２３を受納するための覆い受納
空間４７が備わっている。前記保護覆い４３の覆い軸４３ａは保護覆い４３と働きを共に
し、パネルハウジング軸４３ｂはパネルハウジング４０に固定される。
【００３１】
　図１０は覆い受納空間を詳細に表す図面である。
　覆い受納空間は図８ｂのように、パネルハウジングの側面に備わっており、図１０のよ
うにパネルハウジングの下段に備わることもできる。前記覆い受納空間４７には、ガイド
レール４７ａが備わって本体パネルハウジング２０の保護覆い２３がスライディング移動
できるようにしながら保護覆い２３を固定する役割をする。
【００３２】
　図１１はパネルハウジングが結合された状態の断面図である。
　パネルハウジングの内部には中央処理装置と回路基板などの各種部品２９、４９が備わ
っている。
【００３３】
　本体パネルハウジング２０の保護覆い２３は副パネルハウジング４０の覆い受納空間４
７に受納され、副パネルハウジング４０の保護覆い４３は本体パネルハウジング２０の覆
い受納空間２７に受納される。
【００３４】
　一方、本実施例はパネルハウジングが二つである場合を図示したが、結合されるパネル
ハウジングが三つ若しくはその以上である時にも同一な原理に適用されることができる。
図１２ａ及び図１２ｂは保護覆い２３、４３の断面を表す図面として、図１２ａは保護覆
いを閉める状態、図１２ｂは開ける状態を表す。
【００３５】
　本実施例では保護覆い２３、４３が開く時、パネルハウジング２０、４０の角度を一定
角度以上に、即ち側面と９０°以上に折れないようにする掛り手段を提供する。前記掛り
手段としては、覆い軸２３ａ、４３ａの一つの部分の断面模様を直角に形成する。また、
保護覆い２３、４３を閉める時、保護覆い２３、４３の高さはディスプレイ２、４の表面
より高くしてディスプレイ２、４を保護する効果を極大化する。
【００３６】
　図１３ａ及び図１３ｂは保護覆いの結合突起と結合溝の他の実施形態を表す図面で、図
１３ａは凹構造を表す結合突起２５、４５を、図１３ｂは閉ざし装置を表す図面である。
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本実施形態では、結合突起２５、４５が凹構造を有するようにし、結合溝２１、４１の内
に閉ざし装置２１ａ、４１ａを備える。前記閉ざし装置２１ａ、４１ａは弾性力によって
結合突起２５、４５を固定するようになっている。
【００３７】
　図１４ａと図１４ｂは本発明の保護手段の他の実施形態として、保護覆い２３、４３を
閉める時はパネルハウジング２０、４０の側面に露出されたディスプレイ２、４の側面を
保護し、前記保護覆い２３、４３を開ける時はパネルハウジングの下段に保護覆いが位置
する。
【００３８】
　図１４ａは保護覆い２３、４３を閉める時の状態、図１４ｂは開ける時の状態を表す図
面である。図示した通り、本発明の保護手段である保護覆い２３、４３は引き出し式で開
閉して保護覆い２３、４３をパネルハウジングの下段に受納することができる。
【００３９】
　保護覆い２３、４３を開けて受納空間２７、４７に受納する時には、保護覆い２３、４
３がパネルハウジング２０、４０側面の延長線より内側に安全に受納される構造を有する
べきである。これは、二つのパネルハウジングの側面が互いに隣接して結合される時、結
合を妨害しないためである。
【００４０】
　図１５ａ及び図１５ｂは保護手段の他の実施形態の断面図である。
　本実施形態では、保護手段である保護覆い２３、４３を回転してパネルハウジングの下
段に位置する。即ち、折綴できるし、保護手段を開ける時にはパネルハウジングの下段に
密着できる保護覆い２３、４３を提供する。保護覆い２３、４３を少なくとも２７０°以
上回転できるようにしてパネルハウジング２０、４０の下段に付着できるようにする。
【００４１】
　そして、保護覆い２３、４３が折綴動作を遂行するために、パネルハウジングに連結さ
れたパネルハウジング軸２３ｂ，４３ｂと保護覆いに連結された覆い軸２３ａ、４３ａが
備わる。また、保護覆い２３、４３をパネルハウジングの下段に付着する場合には、パネ
ルハウジング２０、４０の側面の延長線の内側に保護覆い２３、４３と軸が位置するよう
にする。
【００４２】
　図１６はパネルハウジングの結合手段を湿気などから保護するための方法を表す図面で
ある。
　図１６に示した通り、本体パネルハウジング２０に備わった結合手段２２、２２'の四
角溝の周りに弾性力の密封栓２２ｂ、２２ｂ'を付着する。この時、密封栓２２ｂ、２２
ｂ'は弾性力を有するゴムなどの材質を用い、少し飛び出る形態を有して密着によって嵩
が少なくなって密封効果をさらに有するようにする。従って、保護覆い２３とか副パネル
ハウジング４０が本体パネルハウジング２０の側面に付着されると、湿気などから保護さ
れる密封効果を有する。一方、密封栓２２ｂ、２２ｂ'は保護覆い２３に備わることもで
きる。そして、副パネルハウジング４０にも同一な方法に備わることができる。
【実施例３】
【００４３】
　本発明の携帯用マルチ表示装置は、パネルハウジング内にディスプレイを装着するため
にパネルハウジングの側面に開口を形成し、開口が形成されたパネルハウジング側面の上
段にディスプレイを装着する。
【００４４】
　図１７は側面に開口が形成された本体パネルハウジングを表す図面である。
　図１７のように、本体パネルハウジング２０は、その上段にパネル覆い２４を分離する
ことができ、繋ぎ目部２'がある本体パネルハウジング２０の少なくとも一側面２０ｂに
開口が形成されている。前記開口が形成された一側面２０ｂの上段にディスプレイ２及び
ディスプレイ駆動回路２ａを置く。一方、繋ぎ目部２'ではないパネルハウジングの他の
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側面２０ａにはディスプレイ２を置いて固定することができる突出された形態の台１０が
ある。また、本体パネルハウジング２０の下段には本体回路基板２ｂを置くための下部台
１２が備わっている。
【００４５】
　図１８はディスプレイをパネルハウジングに固定する方法を表す図面である。ディスプ
レイ２はシャーシ１６によって包れており、前記シャーシ１６には固定部材１６ｂが備わ
って、前記固定部材１６ｂを通じてシャーシ１６及びディスプレイ２が本体パネルハウジ
ング２０に固定される。前記シャーシ１６が固定されると、パネル覆い２４でディスプレ
イ２の非表示領域を覆う。それでは、結合手段２２、２２'があるパネルハウジング２０
の側面２０ｂの開口にディスプレイ２がその側面が露出された形態に装着される。
【００４６】
　図１９ａと図１９ｂはシャーシに装着されたディスプレイを表す図面である。図１９ａ
に示された通り、シャーシ１６の内部にはディスプレイ２と共にディスプレイ駆動回路２
ａも装着される。また、図面では省略されたが、バックライトシステムもシャーシ１６の
内部に装着される。
【００４７】
　図１９ｂは図１９ａの断面図である。シャーシ１６の内部にはディスプレイ２、ディス
プレイ駆動回路２ａ及びバックライトシステム２ｃを含むディスプレイアセンブリが装着
されており、前記ディスプレイアセンブリは一体形シャーシ１６によって包れている。こ
こで、一体形シャーシは必ず一つの体になることを意味しなくて体と覆いなどに区分され
、これらの体と覆いは螺子などを通じて組立てられ、組立てられた状態で一つの体になる
ことである。前記シャーシ１６は通常、プラスチック、金属板、またアルミニウムなどの
材質で作られる。
【００４８】
　また、繋ぎ目部２'はシャーシ１６によってディスプレイ２の側面のみが包れており、
これは、二つのディスプレイが隣接して一つのディスプレイのように作動する時、ディス
プレイ間の間隙である繋ぎ目を最小化するためである。
【００４９】
　図２０はディスプレイを装着する他の実施形態を表す図面である。
　本実施形態では、ディスプレイ２、ディスプレイ駆動回路２ａなどは板状形態の支持部
材１７の上段に装着され、またその支持部材１７をパネルハウジング２０に装着する。前
記支持部材１７には突出された形態の固定部材１７ｂが備われ、その固定部材１７ｂを通
じてパネルハウジング２０に固定される。
【００５０】
　前記支持部材１７は図２０では四角形態になっているが、板状の形態を有する限り、必
ず四角形態に限定される必要はなく、唯、支持部材が四角形態である場合には支持部材の
幅が充分に広い必要がある。
【００５１】
　図２１ａと図２１ｂは側面保護フィルムが備わったパネルハウジングを表す図面である
。
　図２１ａは側面保護フィルム２０ｃが備わったパネルハウジング２０の概略図として、
説明の便宜をために他の部品らを省略してパネルハウジング２０のみを図示した。図２１
ａで開口は点線で図示した。
【００５２】
　前記側面保護フィルム２０ｃは薄い樹脂フィルム、プラスチックフィルムなどに形成す
ることができ、パネルハウジング２０とは違う材料である薄い金属板ですることもでき、
その厚さは１ｍｍ以内が適当である。
【００５３】
　図２１ｂは側面保護フィルム２０ｃが備わったパネルハウジング２０の断面図として、
パネルハウジング２０の繋ぎ目部の側面２０ｂに薄い側面保護フィルム２０ｃが備わって
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パネルハウジング２０の外部に露出されたディスプレイ２の側面を保護する。前記パネル
ハウジング２０の内部には各種部品と本体回路基板２９などが搭載される。また、ディス
プレイアセンブリは支持部材１７に搭載されて繋ぎ目部２'があるパネルハウジング側面
２０ｂの上段に位置する。
【００５４】
　図２２はディスプレイが固定部材を通じてパネルハウジングに固定された状態の上面図
として、パネルハウジング２０の繋ぎ目部の側面２０ｂの延長線上にディスプレイ２の繋
ぎ目部２'の側面が位置する原理を表す図面である。ここで、延長線上は１ｍｍ以内の誤
差範囲内である。
【００５５】
　そして、前記ディスプレイ２の側面には、ディスプレイを保護するための保護板とか保
護フィルムが含むことができる。従って、本体パネルハウジング２０の側面とディスプレ
イ２の保護フィルム若しくは保護板の側面が一直線上に有ることもできる。
【００５６】
　図２２に図示した通り、パネルハウジング２０の開口を通じてディスプレイ２が離脱さ
れることができる。従って、本発明では固定部材１６ｂを備えてパネルハウジング２０の
固定部材掛り手段２０ｄによって固定される。
【００５７】
　図２２では、固定部材１６ｂを突出物に図示したが、これに限定しなくて螺子などの形
態になってパネルハウジング２０に固定されることもでき、固定部材が螺子などの形態に
なっている場合には、固定部材掛り手段は螺子溝である。
【００５８】
　前記繋ぎ目部２'のディスプレイ２の側面から固定部材１６ｂの間の距離ｋは、図２２
に図示した通り、繋ぎ目部２'のパネルハウジングの側面２０ｂから固定部材掛り手段２
０ｄまでの距離と同一になる。
【００５９】
　図２３は二つのディスプレイの一辺が隣接された状態の断面図である。
　平板ディスプレイの中の一つであるＬＣＤは上板１５と下板１５ａで構成された二つの
基板が互いに対向して組立てられた状態である。基板の表面には透明電極１９がコーティ
ングされている。そして、両の透明電極１９の間には液晶層１５ｂがあり、基板の外部に
は偏光板１５'、１５ａ'が付着される。また、平板ディスプレイがＥＬ素子である場合に
は基板が一つである場合もある。
【００６０】
　図２３に示したように、上板１５と下板１５ａを組み立て、液晶層１５ｂを密封するた
めにはシーラント２４ａ、２４ｂが必要になる。この時、繋ぎ目部２'のシーラント２４
ａは画素電極１９に真横に位置する。
【００６１】
　前記繋ぎ目部のシーラント２４ａはその幅を最大に小さく、例えば、０．８ｍｍ以内に
しなければならない。また、繋ぎ目部のシーラント２４ａの真外角には側面保護フィルム
２０ｃが付着される（ディスプレイがシャーシ１６に内装される場合には図面で側面保護
フィルム２０ｃはシャーシ１６になる）。この時、側面保護フィルム２０ｃの厚さも最大
に小さく、例えば０．８ｍｍ以内にする。従って、本発明では二つ以上の平板ディスプレ
イが隣接して一つの画面を構成する時、非表示領域である繋ぎ目は３．２ｍｍ以内になっ
て二つの画面が隣接していても一つの画面を見る効果を有する。
【実施例４】
【００６２】
　本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０が結合されると、本体のパネルハ
ウジング２０の結合感知センサーは副パネルハウジング４０の突起センサーを感知し、本
体パネルハウジング２０に備わった中央処理装置は二つのパネルハウジング２０、４０の
結合状態を自動に感知する。
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【００６３】
　図２４は本発明の表示装置の駆動ブロック図として、本体パネルハウジング２０と副パ
ネルハウジング４０が結合された状態でのディスプレイ駆動を表すブロック図である。
一方、本発明のマルチ表示装置は、副パネルハウジング４０の内部にメモリなどの貯蔵装
置をさらに備えて本体パネルハウジング２０と連結された場合に本体の機能をさらに強化
することもできる。この時、副パネルハウジング４０の内部に備わった貯蔵装置は本体の
中央処理装置と回路的に連結される。
【００６４】
　図面において、中央処理装置２００は本発明のマルチ表示装置の全体動作を制御する手
段である。ロム２１０は表示装置の遂行プログラムを制御し、ラム２２０はプログラムの
遂行時に発生するデータを貯蔵し、イーピロム２３０は使用者が必要にするデータ及びこ
れを処理することに必要なデータを保管する。
【００６５】
　Ｒ/Ｆ部２４０は無線周波数(Radio Frequency)として、ＲＦチャネルに同調し、入力さ
れる音声信号を増幅し、アンテナで受信されたＲＦ信号を中間周波数信号に変更する。入
力部２５０は各種数キー、メニューキーと選択キーを含むものとして、図１のボタンキー
１１０と図２６ｂの入力キー１１０及びディスプレイの上段に設置されることができるタ
ッチパネルなどを全部含み、入力装置の機能を包括的に表すものである。
【００６６】
　中央処理装置２００の出力によってディスプレイを駆動するディスプレイ駆動回路２ａ
、４ａがあり、駆動回路の出力信号に従って情報を画面に表示する第１及び第２ディスプ
レイ２、４がある（本体パネルハウジング２０に装着されたディスプレイを第１ディスプ
レイ、副パネルハウジング４０に装着されたディスプレイを第２ディスプレイという）。
駆動回路４ａと第２ディスプレイは結合手段２２、２２'によって回路的にも中央処理装
置２００と連結される。
【００６７】
　また、結合感知センサー２２ａを備えて、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジ
ング４０が互いに結合されることを感知する。通常、パネルハウジングが互いに結合され
ると、結合感知センサー２２ａが突起センサー４４ａを感知し、感知された信号を中央処
理装置２００に送る。即ち、結合感知センサー２２ａは回路的に開く状態になっているが
、突起センサー４４ａと相接すると回路的に閉じて電流が流れる方式を選択することがで
きる。前記結合感知センサー２２ａとしては光センサーなどの多様なセンサーを選択する
ことができる。
【００６８】
　図２５は本発明の望ましいディスプレイ駆動制御順序図として、本体パネルハウジング
２０と副パネルハウジング４０の結合また分離によって、本体パネルハウジング２０に備
わったディスプレイ２と副パネルハウジング４０に備わったディスプレイ４を各々選択的
に駆動できるようにする制御順序図である。
【００６９】
　使用者が電源スイッチをオン(on)すると、アンテナを通じて受信される電波信号はＲ/
Ｆ部２４０を通じて中央処理装置２００に印加される。そして入力部２５０を通じて特定
機能などを設定すると、中央処理装置２００は入力部２５０を通じて設定された機能を遂
行してディスプレイ２、４を駆動できる信号をディスプレイ駆動回路２ａ、４ａに出力す
る。また、結合感知センサー２２ａは本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４
０が結合されるかどうかの可否を検出して中央処理装置２００に出力する。
【００７０】
　前記のような回路構成を基にして図２５の順序図を説明する。
　電源をオンしたかを判断する（３１０段階）。電源がオンされると、次の段階では中央
処理装置２００が結合感知センサー２２ａを通じてパネルハウジングが結合されたかどう
かを判断する（３１２段階）。即ち、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４
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０の結合可否を判断することである。
【００７１】
　パネルハウジングが結合されていると、単一画面とか単純モードの選択可否を判断する
（３１４段階）。単一画面とか単純モード選択は入力部２５０を通じて選択される機能で
ある。即ち、単一画面は第１ディスプレイ２と第２ディスプレイ４の中で第１ディスプレ
イのみを選択する機能キーであり、単純モード選択は簡単な計算器とか電子手帳機能のよ
うに二つのディスプレイを全部使用する必要がない時に使用する機能である。一方、イン
ターネットなどで資料を受ける場合には二つのディスプレイを全部使用する必要がある。
入力部２５０を通じて単一画面機能とか単純モードを選択すると、このような選択状態が
入力部２５０から中央処理装置２００に出力される。前記二つの機能選択の中で一つも選
択されていないと、第１及び第２ディスプレイを全部駆動する（３１６段階）。
【００７２】
　一方、中央処理装置２００が結合感知センサー２２ａからパネルハウジングが結合され
ていないことを感知すると、第１ディスプレイのみを駆動する。また、前記二つの機能選
択の中で一つの機能のみ選択されても第１ディスプレイのみを駆動する（３１８段階）。
即ち、単一画面の選択と単純モードの選択の中で一つの機能でも選択されると第１ディス
プレイのみを駆動するものである。
【００７３】
　ここで、第１ディスプレイのみを駆動するということは、単純に一つのディスプレイの
みを駆動することを意味することはなく、画面の表示形態も第１、２ディスプレイを全部
駆動する時と違うことを意味する。例えば、単純な電子手帳機能とか電子メイルを送るこ
となどは、その画面の表示形態がインターネットとか絵を見るための画面の表示形態と違
うことになる。即ち、一つのディスプレイを駆動するための画面構成とかデザインは二つ
のディスプレイを駆動するための画面構成とかデザインと違いことである。
【００７４】
　ブロック図では別に図示されないが、ディスプレイがＬＣＤである場合には、バックラ
イトシステムに供給される電源装置を選択的に遮断できるので、使用者が任意にバックラ
イトシステムの電源供給を遮断することができる。これはＬＣＤ装置が半透過形の状態に
表示装置に搭載される時に可能な方法である。
【実施例５】
【００７５】
　図２６ａ及び図２６ｂは本発明のマルチ表示装置の他の実施形態を表す図面である。
図２６ａに示した通り、本実施例では、本体パネルハウジング２０に補助ディスプレイ２
ｄが備われ、前記補助ディスプレイ２ｄは覆い１００を閉めても見える。このために、覆
い１００には覆い窓１００ａが備わる。また、本体パネルハウジング２０には覆いセンサ
ー１００ｂがあって覆い１００の開閉可否を感知する。
【００７６】
　図２６ｂは覆い１００を閉める状態の図面である。覆い１００の外面には入力キー１１
０が備わり、覆い１００を閉めても覆い窓１００ａを通じて補助ディスプレイ２ｄが見え
る。
【００７７】
　従って、覆い１００が閉じると、覆いセンサー１００ｂを通じて中央処理装置２００が
覆い１００が閉じるのを感知して補助ディスプレイ２ｄのみが駆動されるようにすること
ができる。前記作動原理は図２４及び図２５の原理と類似である。
【００７８】
　本実施例では、便宜上二つのパネルハウジングが結合される例を挙げて説明したが、三
つ以上のパネルハウジングが結合される時にも本実施例と同一に適用されることができる
。
【実施例６】
【００７９】
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　二つのパネルハウジング２０、４０の結合が結合手段２２、２２'、４４、４４'のみに
なる場合、物理的な信頼性が弱くなる。従って、本実施例ではパネルハウジングに突出形
態の突出物を設けて固定手段３０、３０'を備えることによって二つのパネルハウジング
の結合に物理的な信頼性を付与する。
【００８０】
　図２７は本発明の固定手段が備わった本体パネルハウジングを表す図面である。
本体パネルハウジング２０には、本発明に従う固定手段３０、３０'が備わる。前記固定
手段３０、３０'は副パネルハウジング４０と結合される場合、副パネルハウジング４０
の内部に挿入されて本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０との結合を堅固
に維持させる役割をする。
【００８１】
　前記固定手段３０、３０'はレバー４２によって本体パネルハウジング２０の内部に入
ることもでき、外部に突出されることもできる。このように、一つのレバー４２によって
固定手段３０と結合手段２２が同時に動かせる。また、他の固定手段３０'と結合手段２
２'もレバー４２'（レバー４２が備わった反対の側面にあり、図面では省略された）によ
って本体パネルハウジング２０の外部に突出されることもでき、内部に入ることもできる
。
【００８２】
　図２７のように固定手段３０、３０'は、本体パネルハウジング２０の周りの側壁に突
出壁の形態に装着される。そして、固定手段３０、３０'には閉ざし溝３０ａが設けて副
パネルハウジング４０と結合する時、閉ざし装置の役割をする。
【００８３】
　また、保護手段２３が装着されることもできる（図面で二点砕線で図示）。前記保護手
段２３は図２７に示したように、固定手段３０、３０'の内側に備わる。即ち、保護手段
２３が固定手段３０、３０'を覆わなく、互いに妨害されないようにパネルハウジング２
０に装着される。
【００８４】
　図２８ａは本発明の固定手段が備わった副パネルハウジングを表す図面であり、図２８
ｂは図２８ａの閉ざし装置を拡大して表す図面である。
　図２８ａに示した通り、副パネルハウジング４０には、固定溝５０、５０'が備わって
本体パネルハウジング２０の固定手段３０、３０'が挿入される。
【００８５】
　また、副パネルハウジング４０には、閉ざし装置５１が備わっている。前記閉ざし装置
５１は図２８ｂに示した通り、閉ざしボタン５１ａ、閉ざし梃子５１ｂ及び閉ざし突起５
１ｃの三部分に構成され、閉ざし突起５１ｃに本体パネルハウジングの閉ざし溝３０ａが
結合される。
【００８６】
　従って、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０が結合されると、閉ざし
突起５１ｃが閉ざし溝３０ａに結合されて閉ざし作用をする。そして、結合された状態で
閉ざしボタン５１ａを押すと、閉ざし梃子５１ｂを中心に閉ざし突起５１ｃが上って本体
パネルハウジング２０の閉ざし溝３０ａとの結合が解ける。また、閉ざし装置５１が備わ
った面の反対面にも閉ざし装置５１'が備わって同一な機能を遂行する。従って、本体パ
ネルハウジング２０と副パネルハウジング４０を完全に分離する場合は、二つの閉ざし装
置５１、５１'に備わったボタンを全部押すべきである。
【００８７】
　この時、本体パネルハウジング２０は弾性装置５２、５２'によって副パネルハウジン
グ４０に押され、従って本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０の結合は解
ける。
【００８８】
　一方、同様に副パネルハウジング４０にも露出されるディスプレイの側面を保護するた
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めの保護手段４３が備わることができる（図面で二点砕線で図示）。
【００８９】
　図２９ａ及び図２９ｂは固定手段の他の実施形態を表すパネルハウジングの図面である
。
　図２９ａに示した通り、ピン（ｐｉｎ）形態の結合手段２２、２２'の周りに四角形態
の突出物を形成して固定手段３０、３０'に使用することができる。また、図２９ｂに示
した通り、副パネルハウジング４０の側面には小さい溝形態の結合手段４４、４４'と固
定溝５０、５０'が備わる。
【００９０】
　図３０ａ及び図３０ｂは突起形態の固定手段を表す図面で、図３０ａは本体パネルハウ
ジングを、図３０ｂは副パネルハウジングを表す。
　前記固定手段３０、３０'は縁に四つを形成して安定性を与える。そして、これに対応
して副パネルハウジング４０の側面の縁にも溝形態の固定溝５０、５０'を四つ形成する
。
【００９１】
　そして、本体パネルハウジング２０の結合される面には、パネルハウジングを結合及び
分離する時、ディスプレイを保護するための衝撃吸収手段３１をさらに備える。即ち、本
体パネルハウジング２０の側面に長い溝を形成し、その長い溝にスポンジのような衝撃吸
収手段３１を備えることである。前記衝撃吸収手段３１はパネルハウジング２０の表面に
突出された形態に付着されているが、圧力を受けると、表面の高さに少なくなる。 前記
衝撃吸収手段３１の材質としては、圧力によって嵩が縮むスポンジとかゴムなどを用いる
ことができる。一方、前記衝撃吸収手段３１は露出されたディスプレイの三辺の周りに全
部備わることができる。
【００９２】
　図３１ａ及び図３１ｂは段差形態の固定手段を表す図面で、図３１ａは本体パネルハウ
ジングを、図３１ｂは副パネルハウジングを表す。
　本実施形態ではパネルハウジングの結合面の縁に段差形態の固定手段３０、３０'を形
成し、前記段差形態は本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０が互いに接す
るように互いに反対に形成されている。前記固定手段３０、３０'には図２７のような閉
ざし装置５１がさらに備わることができる。副パネルハウジング４０には溝形態の固定溝
５０、５０'が形成され、閉ざし溝３０ａ、３０ａ'が備わって閉ざし突起５１ｃ、５１ｃ
'と結合され、閉ざしボタン５１ａ、５１ａ'によって閉ざしが解ける。
【００９３】
　また、本実施例では、便宜上二つのパネルハウジングが結合される例を説明したが、三
つ以上のパネルハウジングが結合される時にも同一な原理を適用することができる。
【実施例７】
【００９４】
　図３２は本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図面として、少なくとも
二つ以上のディスプレイを積層して形成し、前記ディスプレイが互いにスライディング移
動して画面を拡張する時、ディスプレイが隣接される部分であるディスプレイの繋ぎ目部
の側面をカバーする保護覆いをさらに含む携帯用マルチ表示装置に関する。
【００９５】
　図に示した通り、上部パネルハウジング２０には上部ディスプレイ２が備わり、下部パ
ネルハウジング４０には下部ディスプレイ４が備わり、ハウジング５５と連結部６ａを通
じて各種演算処理装置と通信機能などが内装された本体１６０と連結される。そして、本
体１６０にはメニューキーとボタンキーなどが備わる。
【００９６】
　図３３ａ、図３３ｂ及び図３４はディスプレイが互いにスライディング移動して画面が
拡張されることを見える図面である。
　図３３ａのように、上部ディスプレイ２が装着された上部パネルハウジング２０の下側
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には下部ディスプレイ４が装着された下部パネルハウジング４０が備わる。即ち、上部パ
ネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０が積層されて形成される。そして、上下
部パネルハウジング２０、４０を互いに固定するハウジング５５が備わる。
【００９７】
　図３３ａにしめしたハンドル４６を持って左右の矢印方向に下部パネルハウジング４０
をスライディング移動すると、図３３ｂのように、下部パネルハウジング４０と下部ディ
スプレイ４が広げられて画面が拡張される。この時、保護覆い４３は下部パネルハウジン
グ４０と連結されて共に動く。
【００９８】
　そして、下部パネルハウジング４０を上下の矢印方向にスライディング移動して上に上
げると、図３４のように、下部ディスプレイ４と上部ディスプレイ２が互いに隣接するに
なって一つの画面を形成することができる構造になる。
【００９９】
　この時、保護覆い４３を押すと、下部パネルハウジング４０の内に入って受納される。
即ち、上部ディスプレイ２と下部ディスプレイ４が広げられると、図３２に示されたよう
に保護覆い４３は受納することができる。
【０１００】
　図３５ａと図３５ｂは上部パネルハウジングと下部パネルハウジングを表す図面である
。
　ハウジング５５の内部にはスライディング溝５５ａが設けて前記スライディングの溝５
５ａを通じて下部パネルハウジング４０が左右方向にスライディング移動する。また、図
面では省略されたが、下部パネルハウジング４０の下段にはスライディング突起が設けて
スライディング溝５５ａに沿って動く。
【０１０１】
　そして、下部パネルハウジング４０は上下方向にスライディング移動して最終的に上部
パネルハウジング２０と結合される。この時、下部パネルハウジング４０に備わった結合
手段４４が上部パネルハウジング２０の結合手段２２（図面では点線で図示）に結合され
るものである。
【０１０２】
　また、下部パネルハウジング４０の結合手段には溝形態の結合スライド４４ｉが備わり
、下部パネルハウジング４０が上部パネルハウジング２０を対象に上下方向にスライディ
ング移動ができるようにする。勿論、上部パネルハウジング２０の結合手段２２にもスラ
イディング突起が備わって下部パネルハウジング４０の上下方向へのスライディング移動
ができるようにする。
【０１０３】
　一方、下部ディスプレイ４が上部ディスプレイ２の下側に位置して積層構造になる時は
、保護覆い４３がディスプレイの繋ぎ目部８'の側面をカバーし、上部ディスプレイ２と
下部ディスプレイ４が隣接して連結される時は、保護覆い４３が繋ぎ目８'の側面をカバ
ーしない。
【０１０４】
　即ち、上下部ディスプレイ２、４が積層状態でスライディング移動をする時、保護覆い
４３も動いてディスプレイの繋ぎ目部８'の側面をカバーしないようになる。
一方、ハウジング５５で図３５ａのＡで表示された部分が塞がっているので、積層状態で
下部ディスプレイ４の繋ぎ目部８'の側面もカバーすることができる。
【０１０５】
　さらに、結合手段４４が結合される時、連結ピン４４ｂによって上部パネルハウジング
２０と下部パネルハウジング４０が回路的に連結される。即ち、連結ピン４４ｂが回路連
結作用をする。従って、上部パネルハウジング２０の結合手段２２にも連結ピン４４ｂと
対応して回路的に連結できる回路連結手段が備わる。
【０１０６】
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　従って、上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０が積層状態に位置する
時には回路的に連結されないが、上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０
が広げられて上部ディスプレイ２と下部ディスプレイ４が隣接される時は、回路連結手段
によって上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０が回路的に連結される。
また、図３３ａの通り、保護覆い４３が繋ぎ目部８'の側面をカバーする時には、反対側
と対称構造になって美観上の効果を有することもできる。
【０１０７】
　図３６ａと図３６ｂはスライディング手段の他の実施形態を表す図面である。図３６ａ
のように、結合手段４４に結合ギヤー４４ｃが備わり、図３６ｂのように、連結部６ａの
内部には電動機４４ｈ、電動軸４４ｅ及び結合ベルト４４ｄが備わる。従って、結合ベル
ト４４ｄが結合ギヤー４４ｃと相接して電動機４４ｈの動力によって下部パネルハウジン
グ４０が左右方向にスライディング移動する。
【０１０８】
　即ち、上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０が図３３ａのように積層
状態で、電動機４４ｈの動力によって左右方向にスライディング移動し、図３３ｂのよう
に、上下部パネルハウジングが階段構造に広げられた状態になる。
【実施例８】
【０１０９】
　図３７乃至図３９ｂは本発明のマルチ表示装置の他の実施形態を表す図面である。
　図３７は上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０が積層された状態を表
す。この時、上部パネルハウジング２０を左右方向にスライディング移動すると、図３８
のように、上下部パネルハウジング２０、４０が階段構造に広げられる。このような左右
方向のスライディング移動はスライディング溝５５ａを通じてできる。スライディング溝
５５ａは下部パネルハウジング４０が装着されたハウジング５５に備わる。
【０１１０】
　上下部パネルハウジング２０、４０が階段構造に広げられた状態で、上部パネルハウジ
ング２０を上下方向にスライディング移動すると、図３９ａのように、上下部ディスプレ
イ２、４が隣接されて一つの画面を形成した状態になる。
【０１１１】
　この時、下部パネルハウジング４０に装着された保護覆い４３は、上下部パネルハウジ
ング２０、４０が積層された構造になる時、上部ディスプレイ２の繋ぎ目部８'の側面を
カバーする。そして、上部パネルハウジング２０に備わった保護覆い２３は、下部ディス
プレイ４の繋ぎ目部８'の側面をカバーする。前記保護覆いはディスプレイが隣接された
状態になる時は繋ぎ目部の側面をカバーしない。また、保護覆い２３は場合によっては結
合手段４４も保護する。
【０１１２】
　一方、図３９ｂの通り、上部パネルハウジング２０に備わった保護覆い２３は折る状態
に位置され、下部パネルハウジング４０に装着された保護覆い４３は下部パネルハウジン
グに受納されるようになる。
【実施例９】
【０１１３】
　図４０ａと図４０ｂは三つ以上のディスプレイを積層して形成した実施形態の図面であ
る。
　図４０ａに示されたように、上部パネルハウジング２０と下部パネルハウジング４０の
間に第３パネルハウジング６０が積層されて形成された。
【０１１４】
　そして、上部パネルハウジング２０は図面で見る時、右側方向にスライディング移動し
、下部パネルハウジング４０が左側方向にスライディング移動すると、第３パネルハウジ
ング６０に備わった第３ディスプレイ６を中心に画面が広げられる。即ち、図４０ｂのよ
うに、三つのディスプレイ２、４、６が階段構造に形成されて画面が拡張される。
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【０１１５】
　この時、下部パネルハウジング４０の保護覆い４３は、第３ディスプレイ６の左側（図
面で見る時）の繋ぎ目部８'と上部ディスプレイ２の繋ぎ目部８'を保護する。そして、上
部パネルハウジング２０の保護覆い２３は、第３ディスプレイ６の右側（図面で見る時）
の繋ぎ目部８'を保護する。また、上部ディスプレイ２の繋ぎ目部８'はハウジング５５に
よって保護される。
【０１１６】
　上部ディスプレイ２が第３ディスプレイ６の高さほど下側方向にスライディング移動し
、下部ディスプレイ４が第３ディスプレイ６の高さほど上側方向にスライディング移動す
ると、上下部ディスプレイ２、４と第３ディスプレイ６が隣接して一つの画面を形成する
。
【実施例１０】
【０１１７】
　二つ以上のディスプレイ２、４を結合分離する方法と同様に、本体１６０に入力装置と
かI.Cなどを結合分離することもできる。
【０１１８】
　図４１は本体パネルハウジングおよび本体と他の拡張装置らの結合前の状態を表す図面
である。
　本体パネルハウジング２０は連結部６ａを通じて本体１６０と連結され、保護覆い２３
とハンドル２６が備わる。本体１６０には入力キー１１０とボタンキー７０が備わり、本
体１６０の側面にも側面覆い１０３とハンドル１０６が備わる。また、保護覆い２３と側
面覆い１０３は本体１６０の両横に備えることができる。
【０１１９】
　図４２ａと図４２ｂは保護覆いと側面覆いが開く状態の図面である。
　図４２ａのように、本体１６０に備わった側面覆い１０３は本体軸１０３ａを通じて開
閉することができる。側面覆い１０３を開けると本体連結部１１２が露出される。側面覆
い１０３の開閉方法には保護覆い２３を開閉する方法を応用して適用することができる。
【０１２０】
　本体パネルハウジングの保護覆い２３は、図４２ｂのように開けることができる。保護
覆い２３を開けると、保護覆い２３は一字形に並んで広げられ、固定手段３０と結合手段
２２が露出される。この時、固定手段３０が備わっても保護覆い２３を覆うすることがで
きるように、保護覆い２３の一部を切開して固定手段３０が位置するようにする。
【０１２１】
　即ち、保護覆い２３を閉めると、固定手段溝３８に固定手段３０が位置し、覆い軸２３
ａとパネルハウジング軸２３ｂが突出される。この時、本体パネルハウジング２０には軸
溝４３ａ'が備わり、本体パネルハウジング２０と副パネルハウジング４０が結合される
時、前記軸溝４３ａ'に覆い軸４３ａとパネルハウジング軸４３ｂが位置する。同様に、
副パネルハウジング４０にも本体パネルハウジング２０の覆い軸２３ａとパネルハウジン
グ軸２３ｂが位置する軸溝が備わる。
【０１２２】
　図４３は本体と本体パネルハウジングに拡張装置らが結合された状態を表す図面である
。
　本体パネルハウジング２０に副パネルハウジング４０が結合されて二つのディスプレイ
２、４が隣接される。そして、本体１６０には入力装置１８などが結合される。前記入力
装置はディジタイザとかタッチパネルのような入力装置としてペンとか指で入力できる装
置である。この時、入力装置１８の下段に他のディスプレイが装着されることができる。
【０１２３】
　前記入力装置１８は本体連結部１１２を通じて結合され、拡張部１５０にも本体連結部
１１２と結合できる連結部（図面未図示）が備わる。
【０１２４】
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　一方、入力装置１８が備わった拡張部１５０にはメモリ装置などがさらに備わることが
できる。従って、拡張部１５０を結合すると、本体１６０の性能が向上される。
【０１２５】
　さらに、本体パネルハウジング２０の両横に備わった保護覆い２３を通じて本体パネル
ハウジング２０の両横にディスプレイをさらに拡張することができる。同様に、本体１６
０の両横に備わった側面覆い１０３を通じて本体の両横に拡張部１５０をさらに装着する
ことができる。
【０１２６】
　図４４は拡張装置が結合されたブロック図を表す図面として、本体連結部１１２を通じ
て追加メモリ２７０と追加入力装置１８が中央処理装置２００と連結される。
【０１２７】
　図４５ａと図４５ｂは本体の後面に拡張装置を連結する実施形態の図面である。
　通常、本体の後面にはバッテリ１３０などが装着される。この時、本体１６０の後面と
バッテリ１３０の後面に連結溝１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃを備え、この連結溝を通じ
て拡張部１５０を結合することができる。この時、本体に備わった連結溝１２０ａ、１２
０ｂには回路連結手段も含まれて構成される。
【０１２８】
　以上、本発明を望ましい実施例によって技術したが、前記実施例らは本発明を説明する
ためのもので、本発明は前記実施例に限定されなく、本発明の技術的思想の範囲の中で該
当分野で通常の知識を有する者によって様々な変形ができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２９】
　以上、記述したように、本発明の携帯用表示装置は、各々のディスプレイが装着された
本体パネルハウジングと副パネルハウジングに結合手段を備わって、パネルハウジングの
結合及び分離ができ、各々のパネルハウジングに備わった二つのディスプレイの間の境界
線である繋ぎ目が最小化されて二つのディスプレイを一つの画面を見るように駆動させる
ことができる。従って、分離できる携帯用マルチディスプレイ装置を提供することによっ
て使用者に使用上の便利をさらに提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明の携帯用マルチ表示装置を表す図面である。
【図２】結合できる副パネルハウジングを表す図面である。
【図３】二つのパネルハウジングが結合された状態の図面である。
【図４】携帯用表示装置が他の情報機器と結合された状態の図面である。
【図５】覆いの分離構造を表す図面である。
【図６】本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図面である。
【図７】パネルハウジングの結合形態の他の実施形態を表す図面である。
【図８】ａ及びｂは本体パネルハウジングの保護手段を表す図面である。
【図９】ａ及びｂは副パネルハウジングの保護手段を表す図面である。
【図１０】覆いの受納空間を詳細に表す図面である。
【図１１】パネルハウジングが結合された状態の断面図である。
【図１２】ａ及びｂは保護覆いの断面を表す図面である。
【図１３】ａ及びｂは保護覆いの結合突起と結合溝の他の実施形態を表す図面である。
【図１４】ａとｂは本発明の保護手段の他の実施形態の図面である。
【図１５】ａ及びｂは保護手段の他の実施形態の図面である。
【図１６】パネルハウジングの結合手段を湿気などから保護するための方法を表す図面で
ある。
【図１７】側面に開口が形成された本体パネルハウジングを表す図面である。
【図１８】ディスプレイをパネルハウジングに固定する方法を表す図面である。
【図１９】ａ及びｂはシャーシに装着されたディスプレイを表す図面である。
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【図２０】ディスプレイを装着する他の実施形態を表す図面である。
【図２１】ａ及びｂは側面保護フィルムが備わったパネルハウジングを表す図面である。
【図２２】ディスプレイが固定部材を通じてパネルハウジングに固定された状態の上面図
である。
【図２３】二つのディスプレイの一辺が隣接された状態の断面図である。
【図２４】本発明の表示装置の駆動ブロック図である。
【図２５】本発明のディスプレイの駆動制御順序図である。
【図２６】ａ及びｂは本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図面である。
【図２７】固定手段が備わった本体パネルハウジングを表す図面である
【図２８】ａは固定手段が備わった副パネルハウジングを表す図面であり、ｂはａの閉ざ
し装置の拡大図である。
【図２９】ａ及びｂは固定手段の他の実施形態を表すパネルハウジングの図面である。
【図３０】ａ及びｂは突起形態の固定手段を表す図面である。
【図３１】ａ及びｂは段差形態の固定手段を表す図面である
【図３２】本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図面である。
【図３３】図３３ａ乃至図３４はディスプレイが相互スライディング移動して画面が拡張
されることを表す図面である。
【図３４】図３３ａ乃至図３４はディスプレイが相互スライディング移動して画面が拡張
されることを表す図面である。
【図３５】ａ及びｂは上部パネルハウジングと下部パネルハウジングを表す図面である。
【図３６】ａ及びｂはスライディング手段の他の実施形態を表す図面である。
【図３７】図３７乃至図３９ｂは本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図
面である。
【図３８】図３７乃至図３９ｂは本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図
面である。
【図３９】図３７乃至図３９ｂは本発明の携帯用マルチ表示装置の他の実施形態を表す図
面である。
【図４０】ａとｂは三つ以上のディスプレイを積層して形成した実施形態 の図面である
。
【図４１】本体パネルハウジングと他の拡張装置らの結合前状態を表す図面である。
【図４２】ａ及びｂは保護覆いと側面覆いが開く状態の図面である。
【図４３】本体と本体パネルハウジングに拡張装置らが結合された状態を表す図面である
。
【図４４】拡張装置が結合されたブロック図を表す図面である。
【図４５】ａ及びｂは本体の後面に拡張装置を連結する実施形態の図面である。
【符号の説明】
【０１３１】
　２　ディスプレイ
　４　ディスプレイ
　２０　本体パネルハウジング
　４０　副パネルハウジング
　２２，２２’　結合手段
　４４，４４’　結合手段
　１００　覆い
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