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(57)【要約】
【課題】ポータブル電子装置を提供する。
【解決手段】ポータブル電子装置は、上部材と、下部材
と、支持部材と、係合部材と、を具備する。支持部材の
一端は、第１枢設部によって上部材に枢接される。支持
部材の他端は、第２枢設部によって下部材に枢接される
。下部材は、それぞれ下部材の一面の２つの反対側に設
置される２つの案内溝を備える。係合部材は、一端が上
部材の片側に枢接され、他端が案内溝の中に位置制限さ
れて、案内溝において往復摺動することができる。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１側及び第２側を有し、スクリーンを備える上部材と、
　対向する第３側及び第４側を有し、前記第３側に近接するように下部材の一面に位置す
るキーボードと、それぞれ前記キーボードの２つの反対側に位置して前記第３側から前記
第４側へ伸びるように前記下部材の前記一面に設置され、案内溝より狭いノッチを有する
２つの案内溝と、を備える下部材と、
　対向する第１端と、第２端と、を備える２つの支持部材と、
　それぞれ前記支持部材の前記第１端を前記上部材の前記スクリーンに背を向ける一面に
枢接する２つの第１枢設部と、
　それぞれ前記支持部材の前記第２端を前記下部材の前記第４側に枢接する２つの第２枢
設部と、
　一端が前記ノッチから突き出て、前記上部材の前記第１側に枢接され、他端が位置制限
されて摺動可能に前記案内溝の中に設けられる２つの係合部材と、
　を具備し、
　各前記係合部材の前記他端が前記下部材の前記第３側に位置する場合、前記上部材、前
記支持部材と前記下部材は、互いに重ね合わせ、
　各前記係合部材の前記他端が前記下部材の前記第３側から離れる場合、前記上部材は、
前記下部材に立設されて、前記下部材との間に夾角があるポータブル電子装置。
【請求項２】
　各前記第１枢設部は、
　前記支持部材の前記第１端と前記上部材の前記スクリーンに背を向ける一面とを枢接す
る第１軸桿と、
　２つの反対端がそれぞれ前記上部材及び前記支持部材の前記第１端に当接するように、
前記第１軸桿に覆設されるトルクバネと、を備え、
　前記上部材、前記支持部材と前記下部材が互いに重ね合わせる場合、前記トルクバネは
、変形して復元力を蓄える請求項１に記載のポータブル電子装置。
【請求項３】
　各前記第２枢設部は、
　一端が前記支持部材の前記第２端に接続される第２軸桿と、
　軸方向で移動可能に前記第２軸桿に覆設される第１カムと、前記第２軸桿に覆設される
ように、前記下部材に固定される第２カムと、を含むカムセットと、
　前記第１カム及び前記第２軸桿の他端に当接するように、前記第２軸桿に覆設される圧
縮バネと、を備え、
　前記上部材、前記支持部材と前記下部材が互いに重ね合わせる場合、前記第１カム及び
第２カムは、対向する凸部によって当り合い、前記圧縮バネを圧縮し、
　前記上部材が前記下部材に立設される場合、前記第１カム及び前記第２カムの凸部は、
当り合いから脱出して、前記第１カムは、回転して前記第２軸桿を連動して回転させ、前
記第２カム及び前記第１カムは、凸部及び凹部によって当接する請求項１に記載のポータ
ブル電子装置。
【請求項４】
　前記上部材は、前記第１枢設部の仮想連接線と前記第２側との間に介在する少なくとも
１つの第１磁気吸引部材を有し、
　前記下部材は、前記キーボードと前記第４側との間に介在する少なくとも１つの第２磁
気吸引部材を有し、
　前記上部材、前記支持部材と前記下部材が互いに重ね合わせる場合、前記第１磁気吸引
部材と前記第２磁気吸引部材が互いに磁気的に吸引することにより、前記上部材は、前記
下部材に固定される請求項１に記載のポータブル電子装置。
【請求項５】
　前記下部材は、
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　前記下部材に前記キーボードの前記第３側から離れる片側に横向きに設けられる位置限
定溝を更に備え、
　前記上部材が前記下部材に立設される場合、前記上部材の前記第１側は、前記位置限定
溝の中に当接する請求項１に記載のポータブル電子装置。
【請求項６】
　前記上部材は、前記第１側に近接するように、前記上部材の前記スクリーンに背を向け
る一面に位置する少なくとも１つの第３磁気吸引部材を有し、
　前記下部材は、前記位置限定溝の上縁に位置する少なくとも１つの第４磁気吸引部材を
有し、
　前記上部材が前記下部材に立設される場合、前記第３磁気吸引部材と前記第４磁気吸引
部材が互いに磁気的に吸引することにより、前記上部材は、前記下部材に固定される請求
項５に記載のポータブル電子装置。
【請求項７】
　前記上部材は、前記第１側に近接するように、前記上部材の前記スクリーンに背を向け
る一面に位置する少なくとも１つの係合溝を有し、
　前記下部材は、前記位置限定溝の上縁に位置する少なくとも１つの凸状歯を有し、
　前記上部材が前記下部材に立設される場合、前記凸状歯が前記係合溝の中に嵌め込まれ
ることで、前記上部材は、前記下部材に固定される請求項５に記載のポータブル電子装置
。
【請求項８】
　前記上部材は、前記スクリーンに背を向ける一面における前記第１側に近接する所に、
少なくとも１つの第１電気コネクタを有し、前記下部材は、前記キーボードの前記第１側
に対向する片側に少なくとも１つの第２電気コネクタを有し、
　前記上部材が前記下部材に立設される場合、前記第１電気コネクタは、前記第２電気コ
ネクタに接続される請求項１に記載のポータブル電子装置。
【請求項９】
　各前記係合部材は、
　前記案内溝の前記ノッチの中に位置するロッドと、
　前記ノッチの外に位置し、一方向へ伸びて、前記上部材の前記第１側に枢設されるよう
に、ロッドの一端に位置する上横軸と、
　前記上横軸と同じ方向へ伸び、前記案内溝の中に位置制限されて、前記第３側と前記第
４側との間で往復摺動するように、ロッドの他端に位置する下横軸と、を備える請求項１
に記載のポータブル電子装置。
【請求項１０】
　前記ロッドの長さは、前記係合部材の前記上横軸から前記上部材の前記スクリーンに背
を向ける一面と前記上部材の前記第１側との交差点までの最大距離と、前記上部材と前記
下部材が重ね合わせる際の間隔と、前記下横軸から前記下部材の前記上部材に面する一面
までの最小距離との総和を超える請求項９に記載のポータブル電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポータブル電子装置に関し、特に、自動的に展開してキーボードを露出させ
ることが可能なポータブル電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のタブレットパソコン（Ｔａｂｌｅｔ　ＰＣ）は、軽くて薄い外観及び携帯しやす
い特性を有し、使用者は、タブレットパソコンのタッチスクリーンでタッチ入力及び手書
き入力の機能が行われることができる。また、タブレットパソコンには、キーボード装置
を別に組み合わせることもでき、例えば、タブレットパソコンをキーボード装置の片側に
立設して、使用者にキーボードとタッチスクリーンを同時に使用させる。
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【０００３】
　しかしながら、タブレットパソコンは、このキーボード装置に合わせて立設する場合、
使用者がタッチスクリーンをタッチすると、タブレットパソコンが揺れや後方に傾くこと
になりやすいため、製品の利便性が大幅に低下すると同時に、使用者の使用動機及び購買
欲にも影響を与えてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そのため、前記要求を解決できるポータブル電子製品の設計を提供して、業者を競争か
ら抜け出させることは、解決が望まれている重要な課題となっている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ポータブル電子装置を開示する。実施例において、ポータブル電子装置がタ
ブレットパソコンである場合、タブレットパソコンは、展開状態になると、合わせた実体
キーボードを自動的に上昇かつ露出させ、タブレットパソコンと実体キーボードとの組み
合わせモードを提供することができる。
【０００６】
　本発明の一実施形態において、ポータブル電子装置は、上部材と、下部材と、２つの支
持部材と、２つの第１枢設部と、２つの第２枢設部と、２つの係合部材と、を具備する。
上部材は、対向する第１側及び第２側を有し、スクリーンを備える。下部材は、対向する
第３側及び第４側を有し、キーボードと、２つの案内溝と、を備える。キーボードは、第
３側に近接するように、下部材の一面に位置する。前記２つの案内溝は、それぞれキーボ
ードの２つの反対側に位置し、下部材の第３側から第４側へ伸びるように、下部材の前記
一面に設置される。案内溝は、当該案内溝より狭いノッチを有する。前記２つの支持部材
において、各支持部材は、対向する第１端と、第２端と、を備える。各第１枢設部は、支
持部材の第１端を上部材のスクリーンに背を向ける一面に枢接する。各第２枢設部は、支
持部材の第２端を下部材の第４側に枢接する。各係合部材は、一端が案内溝のノッチから
突き出て、上部材の第１側に枢接され、他端が位置制限されて摺動可能に案内溝の中に設
けられる。
【０００７】
　このように、各係合部材の他端が下部材の第３側に位置する場合、上部材、前記支持部
材と下部材は、互いに重ね合わせる。各係合部材の他端が下部材の第３側から離れるよう
に案内溝の中に位置する場合、上部材と下部材との間に夾角がある。
【発明の効果】
【０００８】
　以上をまとめると、ポータブル電子装置が展開されてから、上部材を下部材に立設させ
る場合、上部材は、支持部材に支持されながら係合部材に牽制されるため、スクリーンが
タッチされても上部材は後方に傾き倒れにくくなり、揺れを生じないだけではなく、ポー
タブル電子装置の展開後の安定度も同時に向上される。ポータブル電子装置の使用上の利
便性のほか、使用者による購買及びポータブル電子装置の使用意欲を向上させることもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　下記の図面の詳細な説明は、本発明の前記又はその他の目的、特徴、メリット及び実施
例をより分かりやすくするためのものである。
【図１】閉鎖状態での本発明のポータブル電子装置を示す模式図である。
【図２Ａ】展開状態での図１に示したポータブル電子装置を示す正面模式図である。
【図２Ｂ】展開状態での図１に示したポータブル電子装置を示す背面模式図である。
【図３】図１に示した領域Ｍ１を方向Ｄ１から見る部分拡大断面図である。
【図４】図２Ｂに示した部分領域Ｍ２を示す拡大模式図である。
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【図５Ａ】図２Ｂに示した第２枢設部を示す拡大模式図である。
【図５Ｂ】本発明のポータブル電子装置の第２枢設部の閉鎖状態での操作を示す模式図で
ある。
【図６】本発明のポータブル電子装置の展開状態及び閉鎖状態での変換過程における模式
的な操作を示す模式図である。
【図７】展開状態での本発明のポータブル電子装置の一実施例を示す部分側面図である。
【図８】展開状態での本発明のポータブル電子装置の別の実施例を示す模式図である。
【図９】図１に示した領域Ｍ１を方向Ｄ２から見る部分拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面及び詳細な説明によって、本発明の精神を明確に説明する。当業者であれば
、本発明の実施例を理解する上で、本発明の教示した技術に基づいて、本発明の精神及び
範囲から逸脱せずに、変更や修正を加えることができる。
【００１１】
　図１～図３を参照されたい。図１は、閉鎖状態での本発明のポータブル電子装置１００
を示す模式図である。図２Ａは、展開状態での図１に示したポータブル電子装置１００を
示す正面模式図である。図２Ｂは、展開状態での図１に示したポータブル電子装置１００
を示す背面模式図である。図３は、図１に示した領域Ｍ１を方向Ｄ１から見る部分拡大断
面図である。
【００１２】
　本発明の一実施形態において、このようなポータブル電子装置１００は、少なくとも上
部材２００と、下部材３００と、２つの支持部材４００と、２つの係合部材５００と、を
具備する。
【００１３】
　上部材２００は、その長辺方向において対向する第１側２０１及び第２側２０２を有す
る。上部材２００の一面は、少なくともスクリーン２１０を有し、スクリーン２１０に背
を向ける一面は、下部材３００に合わせることに用いられる。
【００１４】
　例としては、上部材２００は、液晶ディスプレイ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ；ＬＣＤ）パネル、タッチ入力パネル、又はタブレットパソコンであってよ
い。この実施例において、上部材２００は、タブレットパソコンである。タブレットパソ
コンは、例えば、マザーボード、中央処理装置、メモリユニット、タッチ入力ディスプレ
イパネル、ハードディスク、バッテリーセル、タブレットパソコンを働かせることができ
る電子素子（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ）を備える。
【００１５】
　図１～図２Ａに示すように、下部材３００は、長辺方向において対向する第３側３０１
及び第４側３０２を有するベースであってよい。このベースの上部材２００に向う一面に
おいて、少なくともキーボード３１０と、位置限定溝３２０と、２つの案内溝３３０と、
を備える。キーボード３１０は、例えば、このベースの第３側３０１に位置する。位置限
定溝３２０は、キーボード３１０の第３側３０１から離れる片側に横向きに設けられ、第
３側３０１及び第４側３０２に平行となるように、それらの間に介在する。２つの案内溝
３３０は、それぞれキーボード３１０の２つの反対側に設置される。各案内溝３３０は、
第３側３０１から第４側３０２へ伸びる。この実施例において、各案内溝３３０は、位置
限定溝３２０まで伸びるが、本発明はこれに限定されなく、第４側３０２に至ってもよい
。また、案内溝３３０は、案内溝３３０より狭いノッチ３３１を有する。
【００１６】
　図２Ａ～図２Ｂに示すように、例えば連接棒である各支持部材４００は、対向する第１
端４０１及び第２端４０２を有する。各支持部材４００の第１端４０１は、第１枢設部６
００によって上部材２００に枢接される。例としては、この２つの第１枢設部６００は、
上部材２００の第１側２０１と第２側２０２との間に位置し、又は第１側２０１と第２側
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２０２との間の仮想の中線に位置する。各支持部材４００の第２端４０２は、第２枢設部
７００によって、下部材３００の第４側３０２に枢接される。
【００１７】
　図２Ａ～図３に示すように、各係合部材５００は、一端が案内溝３３０の中に差し込み
、位置制限されて摺動可能に案内溝３３０の中に設けられ、他端が案内溝３３０のノッチ
３３１から突き出て、上部材２００の第１側２０１の中に差し込んで枢接される。
【００１８】
　具体的には、各係合部材５００は、少なくとも、ロッド（ｒｏｄ）５１０と、上横軸５
２０と、下横軸５３０と、を備える。上横軸５２０及び下横軸５３０は、それぞれロッド
５１０の２つの反対端に位置し、いずれも同じ方向へ突き出る。上横軸５２０は、上部材
２００の第１側２０１の中に差し込んで、上部材２００の第１側２０１に枢設されて、上
部材２００に対して回転可能となっている。下横軸５３０は、案内溝３３０の中に位置制
限され、案内溝３３０の中において第３側３０１と第４側３０２との間で往復摺動するこ
とのみができる。ロッド５１０は、案内溝３３０の中からノッチから突き出て、案内溝３
３０のノッチ３３１に沿って第３側３０１と第４側３０２との間で往復摺動することもで
きる。各係合部材５００は、例えば、「Π」字形、「⊂」字形、「Ｉ」字形又は「Ｊ」字
形となり、また、例えば、金属又はプラスチックによって作製されることができるが、本
発明はこれに限定されない。
【００１９】
　また、図２Ａ及び図２Ｂに示すように、上部材２００は、１つ又は複数の第１磁気吸引
部材２２０及び第３磁気吸引部材２３０を有する。第１磁気吸引部材２２０は、第２側２
０２と第１枢設部６００との間に介在するように、上部材２００に位置する。具体的には
、第１磁気吸引部材２２０は、この２つの第１枢設部６００の仮想連接線Ｈと第２側２０
２との間に介在するように、上部材２００の内部に位置し、又は、この２つの第１枢設部
６００の仮想連接線Ｈと第２側２０２との間に介在するように、上部材２００のスクリー
ン２１０に背を向ける一面の表面に位置してよい。
【００２０】
　第３磁気吸引部材２３０は、第１側２０１に近接するように、上部材２００の当該スク
リーン２１０に背を向ける一面に位置する。具体的には、第３磁気吸引部材２３０は、第
１側２０１に近接するように、上部材２００の内部に位置し、又は、第１側２０１に近接
するように、上部材２００のスクリーン２１０に背を向ける一面の表面に位置してよい。
【００２１】
　下部材３００は、１つ又は複数の第２磁気吸引部材３４０と、第４磁気吸引部材３５０
と、を更に備える。第２磁気吸引部材３４０は、位置限定溝３２０と下部材３００の第４
側３０２との間に位置する。具体的には、第２磁気吸引部材３４０は、第１側２０１に近
接して、且つ位置限定溝３２０と下部材３００の第４側３０２との間に介在するように、
下部材３００の内部に位置し、又は、位置限定溝３２０と下部材３００の第４側３０２と
の間に介在するように、下部材３００のキーボード３１０が設けられた一面の表面に位置
してよい。
【００２２】
　第４磁気吸引部材３５０は、下部材３００のキーボード３１０の第３側３０１に対向す
る片側に位置し、例えば、位置限定溝３２０の中に位置する。具体的には、第４磁気吸引
部材３５０は、キーボード３１０の第３側３０１に対向する一側に位置するように、下部
材３００の内部に位置し、又は、キーボード３１０の第３側３０１に対向する一側に位置
するように、下部材３００のキーボード３１０が設けられた一想の表面に位置してよい。
【００２３】
　説明すべきなのは、第１磁気吸引部材２２０及び第２磁気吸引部材３４０は、金属と磁
石との組み合わせであり、又はいずれも磁石であってよい。第３磁気吸引部材２３０及び
第４磁気吸引部材３５０は、金属と磁石との組み合わせであり、又はいずれも磁石であっ
てよい。
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【００２４】
　図２Ｂ及び図４を参照されたい。図４は、図２Ｂに示した部分領域Ｍ２を示す拡大模式
図である。
【００２５】
　前記第１枢設部６００は、第１軸桿６１０と、トルクバネ６２０と、を備える。トルク
バネ６２０は、その２つの反対端がそれぞれ上部材２００及び一方の支持部材４００の第
１端４０１の縁に当接するように、第１軸桿６１０に覆設される。従って、これらの第１
軸桿６１０によって、各第１枢設部６００は、上部材２００を支持部材４００の第１端４
０１に対して枢転可能に枢接する。
【００２６】
　図２Ｂ及び図５Ａを参照されたい。図５Ａは、図２Ｂに示した第２枢設部７００を示す
拡大模式図である。
【００２７】
　各第２枢設部７００は、第２軸桿７１０と、カムセット７２０と、圧縮バネ７３０と、
を備える。第２軸桿７１０は、その一端が支持部材４００の第２端４０２に接続される。
カムセット７２０は、第１カム７２１と、第２カム７２２と、を含む。第１カム７２１は
、第２カム７２２と圧縮バネ７３０との間に位置し、軸方向で移動可能に第２軸桿７１０
に覆設され、第２軸桿７１０と共に枢転することができると同時に、第２軸桿７１０にお
いて軸方向に沿って線形的に往復運動することもできる。第２カム７２２は、第２軸桿７
１０に覆設されるように、下部材３００に固定される。圧縮バネ７３０は、その２つの反
対端がそれぞれ第１カム７２１及び第２軸桿７１０の他端に当接するように、第２軸桿７
１０に覆設される。
【００２８】
　具体的には、第１カム７２１は、圧縮バネ７３０に背を向ける端面において凸部７２１
ａ及び凹部７２１ｂを有する。第２カム７２２の第１カム７２１に近接する一端に、凸部
７２２ａ及び凹部７２２ｂがある。第１カム７２１及び第２カム７２２は対向する凸部７
２１ａ、７２２ａによって当り合う場合、第１カム７２１は、圧縮バネ７３０の方向へ圧
縮バネ７３０を圧縮する。これに対して、第１カム７２１及び第２カム７２２は凸部７２
１ａ、７２２ａによって凹部７２１ｂ、７２２ｂに当接する場合、圧縮バネ７３０は、第
１カム７２１に圧縮されない。
【００２９】
　また、図２Ｂ、図６を参照されたい。図６は、本発明のポータブル電子装置１００の展
開状態及び閉鎖状態での変換過程における模式的な操作を示す模式図である。
【００３０】
　使用者が外力を加えると、上部材２００が第１枢設部６００によって第１時計方向Ｃ１
へ支持部材４００に対して回転し（図２Ｂ）、支持部材４００を下部材３００に近づかせ
るように圧迫する場合（図６）、後のリリースのために、第１枢設部６００のトルクバネ
６２０（図４）は、変形して復元力を蓄える。そして、支持部材４００の第２端４０２が
連動されて、第２枢設部７００によって第１時計方向Ｃ１に対向する第２時計方向Ｃ２へ
下部材３００に対して回転する（図６）。上部材２００、この２つの支持部材４００と下
部材３００が互いに平行に重ね合わせる（図１）までして、またこの２つの支持部材４０
０が上部材２００と下部材３００との間に隠されると、ポータブル電子装置１００が閉鎖
状態になると略称される。
【００３１】
　この場合、図６に示すように、上部材２００の第１磁気吸引部材２２０と下部材３００
の第２磁気吸引部材３４０が互いに位置合わせるため、第１磁気吸引部材２２０と第２磁
気吸引部材３４０が互いに磁気的に吸引することにより、上部材２００は、下部材３００
に固定されて重ね合わされることができる（図１）。
【００３２】
　図２Ｂ、図５Ｂに示すように、このポータブル電子装置１００が前記閉鎖状態になった
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瞬間、第１カム７２１が第２軸桿７１０に伴って第１時計方向Ｃ１へ回転する場合、第１
カム７２１の凸部７２１ａは、第２カム７２２の凹部７２２ｂから第２カム７２２の凸部
７２２ａまで摺動して、第１カム７２１及び第２カム７２２を対向する凸部７２１ａ、７
２２ａによって当り合わせ、更に、第１カム７２１を軸方向Ａ１に向って平行移動させて
圧縮バネ７３０を圧縮するようになる。このように、後のリリースのために、圧縮バネ７
３０は、変形して復元力を蓄える。
【００３３】
　逆に、図２Ｂ、図５Ａ及び図６に示すように、使用者が外力を加えて、上部材２００の
第２側２０２を下部材３００の第４側３０２から少し離れさせて、第１磁気吸引部材２２
０が距離過大で第２磁気吸引部材３４０と互いに効果的に磁気的に吸引できなくなる場合
（図１参照）、圧縮バネ７３０による復元力のリリースによって、第１カム７２１が軸方
向Ａ２に向って第２カム７２２を押し出すように駆使して、第１カム７２１の凸部７２１
ａを、第２カム７２２の凸部７２２ａから第２カム７２２の凹部７２２ｂまで摺動して、
更に、第１カム７２１及び第２軸桿７１０を、第１時計方向Ｃ１に対向する第２時計方向
Ｃ２へ回転させるようになる。この場合、支持部材４００は、第２軸桿７１０による回転
に伴って下部材３００から伸びると同時に、上部材２００を引き上げる。
【００３４】
　同時に、トルクバネ６２０による復元力のリリースによって、上部材２００は、第１枢
設部６００によって第１時計方向Ｃ１に対向する第２時計方向Ｃ２へ支持部材４００に対
して回転して（図２Ｂ）、上部材２００の第２側２０２を下部材３００から離れさせ、そ
して支持部材４００の回転に伴って、この２つの係合部材５００は、上部材２００の第１
側２０１に連動されて下部材３００の第４側３０２へ摺動する。上部材２００の２つの反
対側における２つの係合部材５００の下横軸５３０は、連動されて案内溝３３０の中に滑
走する。
【００３５】
　第１カム７２１及び第２カム７２２の凸部７２１ａ、７２２ａが当り合いから完全に脱
出して、第２カム７２２及び第１カム７２１が、凸部７２１ａ、７２２ａによって凹部７
２１ｂ、７２２ｂに当接させると（図５Ａ）、第２軸桿７１０及び支持部材４００は、回
転を終了する。
【００３６】
　図２Ｂに示すように、この場合、上部材２００の第１側２０１は、下部材３００の第４
側３０２へ更に摺動しないように、ちょうど前記位置限定溝３２０の中に当接する。また
、第３磁気吸引部材２３０と第４磁気吸引部材３５０が互いに位置合わせて、且つ第３磁
気吸引部材２３０と第４磁気吸引部材３５０が互いに磁気的な吸引することにより、上部
材２００は、下部材３００との間に夾角θを有するように、下部材３００に更に固定され
て立設されることができ、下記でポータブル電子装置１００が展開状態になると略称され
る。
【００３７】
　本発明のその他の実施例において、第２カム７２２の凸部と凹部との間に、係止突起（
不図示）を更に設計することもできる。第２カム及び第１カムが凸部によって凹部に当接
すると、係止突起が第１カムの凸部を阻むことで、第１カムは、第２時計方向Ｃ２へ続け
て回転できなくなり、更に、支持部材が規制されて下部材の第３側から離れた方向へ過度
に回転できなくなる。また、本発明はこれに限定されなく、第２枢設部の中に係止機構を
設けてもよい。支持部材は、下部材の第３側から離れた方向へ一定の角度で回転すると、
係止機構に位置制限されることで、過度の回転による使用者への不便を避ける。
【００３８】
　図２Ａに示すように、係合部材５００が案内溝３３０の果てまで移動すると、上部材２
００の第１側２０１は、下部材３００の第４側３０２へ続けて移動できなくなる上で、こ
の２つの係合部材５００の下横軸５３０が案内溝３３０の中に位置制限されて、上部材２
００の第１側２０１がこの２つの係合部材５００の下横軸５３０に牽制されるため、上部
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材２００は、さらに支持部材４００の持続的な回転に連動されなくなる。
【００３９】
　従って、上部材２００は、下部材３００に立設されて、スクリーン２１０がタッチされ
ても後方に傾き倒れにくく、揺れを生じないだけでなく、ポータブル電子装置１００の展
開後の安定度が同時に向上された。
【００４０】
　理解すべきなのは、２つの係合部材５００の上横軸５２０が上部材２００の第１側２０
１の中に移動可能に枢設されるため、上部材２００の第１側２０１が下部材３００の第４
側３０２へ移動すると、上横軸５２０に対して直ちに回転して、適宜な変位角度を調整し
て、上部材２００による回転をより円滑で滑らかにすることができる。
【００４１】
　また、図２Ｂ及び図７を参照されたい。図７は、展開状態での本発明のポータブル電子
装置１００の一実施例を示す部分側面図である。
【００４２】
　上部材２００は、１つ又は複数の係合溝２４０を更に備える。係合溝２４０は、第１側
２０１に近接するように、上部材２００のスクリーン２１０に背を向ける一面に位置する
。同様に、下部材３００は、１つ又は複数の凸状歯３６０を更に備える。凸状歯３６０は
、下部材３００におけるキーボード３１０の第３側３０１に対向する一側に位置し、例え
ば、前記位置限定溝３２０の上縁に位置する。凸状歯３６０の数は、係合溝２４０の数と
同じである。
【００４３】
　このように、ポータブル電子装置１００が展開状態になり、即ち、上部材２００が当該
下部材３００に立設される場合、凸状歯３６０と係合溝２４０が互いに位置合わせるため
、凸状歯３６０が係合溝２４０の中に嵌め込まれる。これによって、上部材２００は、支
持部材４００の持続的な回転に連動されず、下部材３００に固定されて立設されることが
できる。
【００４４】
　図８は、展開状態での本発明のポータブル電子装置１００の別の実施例を示す模式図で
ある。
【００４５】
　上部材２００は、第１側２０１の位置に近接するように、上部材２００のスクリーン２
１０に背を向ける一面に位置する第１電気コネクタ２５０（例えば、プローブコネクタ、
Ｐｏｇｏ　Ｐｉｎ又はＵＳＢコネクタ）を更に有する。同様に、下部材３００は、第２電
気コネクタ３７０（例えば、プローブコネクタ、プローブピン（Ｐｏｇｏ　Ｐｉｎ）又は
ＵＳＢコネクタ）を更に備える。第２電気コネクタ３７０は、下部材３００におけるキー
ボード３１０の第３側３０１に対向する一側に位置し、例えば、前記位置限定溝３２０の
上縁に位置する。
【００４６】
　このように、ポータブル電子装置１００が展開状態になり、即ち、上部材２００が下部
材３００に立設される場合、第１電気コネクタ２５０は、ちょうど第２電気コネクタ３７
０に接続されて、上部材２００と下部材３００との間での信号交換を行うことができる。
【００４７】
　しかしながら、本発明は、これに限定されなく、下部材３００の信号ケーブルは、第２
枢軸部を介して一方の支持部材に沿って上部材２００に接続されてもよい（不図示）。又
は、上部材２００及び下部材３００は、ワイヤレス方式で（例えば、ブルートゥースプロ
トコル（Bluetooth(登録商標) protocol））電気的に接続されることができる。
【００４８】
　図９は、図１に示した領域Ｍ１を方向Ｄ２から見る部分拡大断面図である。
【００４９】
　本発明の一実施例において、展開状態で上部材２００を下部材３００により円滑に立設
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されることを可能にするために、このロッド５１０の長さＬを、（１）係合部材５００の
上横軸５２０（例えば、軸の中心位置）から上部材２００のスクリーン２１０に背を向け
る一面と第１側２０１との交差点までの最大距離Ｓと、（２）重ね合わせる際の上部材２
００と下部材３００の間の間隔Ｇと、及び（３）係合部材５００の下横軸５３０（例えば
、軸の中心位置）から下部材３００の上部材２００に面する一面の表面までの最小距離Ｋ
との総和を超えるように設計することができる。つまり、係合部材５００の高さ（ロッド
５１０の長さ）は、前記最大距離Ｓ＋間隔Ｇ＋最小距離Ｋの総和を超えなければならない
。
【００５０】
　このように、ポータブル電子装置１００が展開状態になり始めて、上部材２００が係合
部材５００の上横軸５２０に対して回転すると、上部材２００のスクリーン２１０に背を
向ける一面と第１側２０１との交差点は、支障なしに下部材３００の上方を通すことがで
き、下部材３００の上部材２００に面する一面に阻まれることがない。
【００５１】
　以上をまとめると、ポータブル電子装置が展開されてから、上部材を下部材に立設させ
ると、上部材は、支持部材に支持されながら係合部材に牽制されるため、上部材は、スク
リーンがタッチされても後方に傾き倒れにくく、揺れを生じない上に、ポータブル電子装
置の展開後の安定度が同時に向上され、ポータブル電子装置の使用上の利便性のほか、使
用者による購買及びポータブル電子装置の使用意欲を向上させることもできる。
【００５２】
　本発明で開示した上記の各実施例は、本発明を限定するものではなく、当業者であれば
、本発明の精神と領域から逸脱しない限り、多様の変更や修正を加えることができる。従
って、本発明の保護範囲は、後の特許請求の範囲で指定した内容を基準とする。
【符号の説明】
【００５３】
１００　ポータブル電子装置
２００　上部材
２０１　第１側
２０２　第２側
２１０　スクリーン
２２０　第１磁気吸引部材
２３０　第３磁気吸引部材
２４０　係合溝
２５０　第１電気コネクタ
３００　下部材
３０１　第３側
３０２　第４側
３１０　キーボード
３２０　位置限定溝
３３０　案内溝
３３１　ノッチ
３４０　第２磁気吸引部材
３５０　第４磁気吸引部材
３６０　凸状歯
３７０　第２電気コネクタ
４００　支持部材
４０１　第１端
４０２　第２端
５００　係合部材
５１０　ロッド
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５２０　上横軸
５３０　下横軸
６００　第１枢設部
６１０　第１軸桿
６２０　トルクバネ
７００　第２枢設部
７１０　第２軸桿
７２０　カムセット
７２１　第１カム
７２１ａ、７２２ａ　凸部
７２１ｂ、７２２ｂ　凹部
７２２　第２カム
７３０　圧縮バネ
Ａ　軸方向
Ｃ１　第１時計方向
Ｃ２　第２時計方向
Ｄ１、Ｄ２　方向
Ｇ　間隔
Ｈ　仮想連接線
Ｋ　最小距離
Ｌ　長さ
Ｍ１、Ｍ２　領域
Ｓ　最大距離
θ　夾角

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図７】

【図８】
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