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(57)【要約】
【課題】筐体を開いて通話する際に、第一筐体を通話し
やすい開き傾斜角度で止めるとともに、通話以外の状態
でも使いやすい開き傾斜角度となる折り畳み式携帯端末
装置を提供することを目的とする。
【解決手段】受話部１３および表示部１２を備えた第一
筐体１と、送話部２３および第一操作部２１を備えた第
二筐体２が、開閉方向および開閉方向と直交する方向に
それぞれ回転する二つの回動自由度を有するヒンジ部３
で結合された折り畳み式携帯端末装置において、第二筐
体２のヒンジ部３近傍に突起２Ａを配設し、第一筐体１
の受話部１３を備えた面および反対面の前記ヒンジ近傍
にそれぞれ溝１Ａと溝１Ｂを配設し、回転動作において
突起２Ａが溝１Ａあるいは溝１Ｂに入るよう構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも受話部および表示部を備えた第一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作
機能を有する操作部を備えた第二筐体が、開閉方向に回転する一つの回動自由度を有する
ヒンジ部で結合された携帯端末装置において、
前記第二筐体の操作部を有する面のヒンジ部近傍に開閉角度を規制するための突起を配設
し、
前記第一筐体を開いた時に前記突起にて所定の角度で止まるようにしたことを特徴とする
折り畳み式携帯端末装置。
【請求項２】
少なくとも受話部および表示部を備えた第一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作
機能を有する操作部を備えた第二筐体が、開閉方向および開閉方向と直交する方向にそれ
ぞれ回転する少なくとも二つの回動自由度を有するヒンジ部で結合された携帯端末装置に
おいて、
前記第二筐体の操作部を有する面のヒンジ部近傍に開閉角度を規制するための突起を配設
し、
前記第一筐体を開いた時に前記突起にて所定の角度で止まるようにしたことを特徴とする
折り畳み式携帯端末装置。
【請求項３】
前記第一筐体の前記受話部を備えた面と反対面の前記ヒンジ近傍に溝を備え、
前記第一筐体が前記突起にて所定の角度で止まる位置から回転すると、前記突起が前記溝
に入るよう配設したことを特徴とする請求項２記載の折り畳み式携帯端末装置。
【請求項４】
前記第一筐体の前記受話部を備えた面の前記ヒンジ近傍に溝を備え、前記第一筐体を閉じ
た状態から回転すると、前記突起が前記溝に入るよう配設したことを特徴とする請求項２
または請求項３に記載の折り畳み式携帯端末装置。
【請求項５】
少なくとも受話部および表示部を備えた第一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作
機能を有する操作部を備えた第二筐体が、開閉方向に回転する一つの回動自由度を有する
ヒンジ部で結合された携帯端末装置において、
前記第一筐体の受話部を有する面と反対面のヒンジ部近傍に開閉角度を規制するための突
起を配設し、前記第一筐体を開いた時に前記突起にて所定の角度で止まるようにしたこと
を特徴とする折り畳み式携帯端末装置。
【請求項６】
少なくとも受話部および表示部を備えた第一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作
機能を有する操作部を備えた第二筐体が、開閉方向および開閉方向と直交する方向にそれ
ぞれ回転する少なくとも二つの回動自由度を有するヒンジ部で結合された携帯端末装置に
おいて、
前記第一筐体の受話部を有する面と反対面のヒンジ部近傍に開閉角度を規制するための突
起を配設し、前記第一筐体を開いた時に前記突起にて所定の角度で止まるようにしたこと
を特徴とする折り畳み式携帯端末装置。
【請求項７】
前記第二筐体の前記ヒンジ近傍に溝を備え、前記第一筐体が前記突起にて所定の角度で止
まる位置から回転すると、前記突起が前記溝に入るよう配設したことを特徴とする請求項
６記載の折り畳み式携帯端末装置。
【請求項８】
前記突起の表面を第一筐体の表面を構成する材料よりも小さい摩擦係数を有する材料で構
成した請求項１から請求項７のいずれかに記載の折り畳み式携帯端末装置。
【請求項９】
前記溝の表面を第一筐体の表面を構成する材料よりも小さい摩擦係数を有する材料で構成
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した請求項３、４、７のいずれかに記載の折り畳み式携帯端末装置。
【請求項１０】
前記突起の表面をゴムで構成した請求項１から請求項７いずれかに記載の
折り畳み式携帯端末装置。
【請求項１１】
前記溝の表面をゴムで構成した請求項３、４、７のいずれかに記載の折り畳み式携帯端末
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は折り畳み式携帯端末装置に関するものであり、特に開閉角度を規制する開閉機
構を有する折り畳み式携帯端末装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話等の折り畳み式携帯端末装置では、通話機能に加えて電子メール入力、
インターネット閲覧等多くの機能が搭載され、表示部を備えた第一筐体を、使用する機能
に適した角度で開閉するよう複数の開閉角度で維持する機構を有したヒンジ部が用いられ
ている。
【０００３】
　また、近年では、筐体を閉じた状態においても表示画面が使用できる折り畳み回転式携
帯端末装置が知られており、少なくとも受話部と表示部を備えた第一筐体と、少なくとも
送話部および主たる操作部を備えた第二筐体が、２軸機構を有するヒンジ部を介して開閉
および回転自在に結合され、使用する機能に適した角度で開閉および回転することができ
る（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、図８に示すように、１軸機構を有するヒンジ部８１を、第二筐体８２の操作部８
３を有する面に対して水平方向から傾斜するよう備え、ヒンジ部８１により第一筐体８４
を回転して通話を行う折り畳み回転式の携帯端末装置が知られている。この場合、図８（
ａ）のように通話する状態では、第二筐体８２に対する第一筐体８４の開閉角度が開き傾
斜角度θで固定されるため、通話しやすい。また、図８（ｃ）のように、第一筐体８４が
第二筐体８２に重なる状態においては、第一筐体８４は開き傾斜角度なしでコンパクトに
重なるよう構成されている（例えば特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００１－１３４２１２号公報（第３頁、第１図）
【特許文献２】特開２００２－１５８７５８号公報（第２頁、第３頁、第１図～第６図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の複数の開閉角度を維持する機構を有したヒンジ部や、特許文
献１に記載の従来例では、第一筐体の第二筐体に対する開き傾斜角度を所定の角度で維持
しておくことが、実際には困難であるという問題があった。例えば、通話開始時には、受
話部を備えた第一筐体と、送話部を備えた第二筐体とを任意の角度で開くことが可能であ
るが、通話中に聞き取りづらい内容がある場合、耳を送話部に押し付けるよう力が入り、
徐々に第一筐体と第二筐体の開き傾斜角度が広がってしまう。一方、特許文献２に記載の
従来例では、第二筐体に通話しやすい角度で傾斜が設けられているので、通話する際に第
一筐体と第二筐体の開き傾斜角度で止めることができる。しかしながら、この構造による
と、ヒンジ部は回転動作のみ可能であって、開閉動作を自在に行えないため、様々な機能
を搭載するにあたって使用形態が制限されてしまう。
【０００６】
　本発明は、前記従来の問題を解決するもので、第一筐体を開いて使用する場合に所定の
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角度で止めるとともに、第一筐体を回転する場合や、第一筐体を開いてから重ねる場合等
においても操作しやすい角度で使用できる折り畳み式携帯端末装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、少なくとも受
話部および表示部を備えた第一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作機能を有する
操作部を備えた第二筐体が、開閉方向に回転する一つの回動自由度を有するヒンジ部で結
合されて、第二筐体のヒンジ部近傍に角度を規制するための突起を配設し、第一筐体を開
いた時に突起にて所定の角度で止まるようにしている。
【０００８】
　この構成により、第一筐体を開いて通話する場合において、突起の大きさにより、第一
筐体を通話しやすい所定の開き傾斜角度で止めることができる。
【０００９】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、第一筐体と第二筐体が、開閉方向および開
閉方向と直交する方向にそれぞれ回転する少なくとも二つの回動自由度を有するヒンジ部
で結合されて、第二筐体のヒンジ部近傍に角度を規制するための突起を配設し、第一筐体
を開いた時に突起にて所定の角度で止まるようにしている。
【００１０】
　この構成により、第一筐体を開いて通話する場合において、突起の大きさにより、第一
筐体を通話しやすい所定の開き傾斜角度で止めることができる。
【００１１】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、第一筐体の受話部を備えた面の反対面のヒ
ンジ部近傍に溝を備え、第一筐体を開いた状態から回転すると、突起が溝に入るよう配設
している。
【００１２】
　この構成により、第一筐体を開いて使用する通話時において、第一筐体は通話しやすい
所定の開き傾斜角度で止まり、第一筐体を開いてから開閉方向と直交する方向に回転する
と、突起が溝に入るため、突起により開き傾斜角度を規制されることなく回転できるよう
にしている。
【００１３】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、第一筐体の受話部を備えた面のヒンジ近傍
に溝を備え、第一筐体を閉じた状態から回転すると、突起が溝に入るよう配設している。
この構成により、第一筐体を閉じた状態から開閉方向と直交する方向に回転する際に、突
起により開き傾斜角度を規制されずに回転することができるようにしている。
【００１４】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、少なくとも受話部および表示部を備えた第
一筐体と、少なくとも送話部および主たる操作機能を有する操作部を備えた第二筐体とが
、開閉方向に回転する一つの回動自由度を有するヒンジ部で結合されて、第一筐体の受話
部を備えた面の反対面のヒンジ部近傍に角度を規制するための突起を配設し、第一筐体を
開いた時に突起にて所定の角度で止まるようにしている。
【００１５】
　この構成により、第一筐体を開いて通話する場合において、突起の大きさや形状により
、第一筐体を通話しやすい所定の開き傾斜角度で止めることができる。
【００１６】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、第一筐体と第二筐体が、開閉方向および開
閉方向と直交する方向にそれぞれ回転する少なくとも二つの回動自由度を有するヒンジ部
で結合されて、第一筐体の受話部を備えた面の反対面のヒンジ部近傍に角度を規制するた
めの突起を配設し、第一筐体を開いた時に突起にて所定の角度で止まるようにしている。
【００１７】
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　この構成により、第一筐体を開いて通話する場合において、突起の大きさや形状により
、第一筐体を通話しやすい所定の開き傾斜角度で止めることができる。
【００１８】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、第二筐体のヒンジ部近傍に溝を備え、第一
筐体を開いた状態から回転すると、突起が溝に入るよう配設している。
【００１９】
　この構成により、第一筐体を開いて使用する通話時において、第一筐体は通話しやすい
開き傾斜角度で止まり、第一筐体を開いてから回転する際には、突起により開き傾斜角度
を規制されずに回転することができるようにしている。
【００２０】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、突起の表面を第一筐体の表面を構成する材
料よりも摩擦係数の小さい材料で構成している。
【００２１】
　この構成により、第一筐体は円滑に回転することができる。
【００２２】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、溝の表面を第一筐体の表面を構成する材料
よりも摩擦係数の小さい材料で構成している。
【００２３】
　この構成により、第一筐体は円滑に回転することができる。
【００２４】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、突起の表面をゴムで構成している。
【００２５】
　この構成により、開閉動作および回転動作によって第一筐体の表面に傷ができることを
防止するようにしている。
【００２６】
　また、本発明の折り畳み式携帯端末装置は、溝の表面をゴムで構成している。
【００２７】
　この構成により、回転動作によって第二筐体の突起表面に傷ができることを防止するよ
うにしている。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の折り畳み式携帯端末装置は、少なくとも受話部を備えた第一筐体と、少なくと
も送話部を備えた第二筐体を、開閉および回転可能なヒンジ部で結合し、第二筐体のヒン
ジ部近傍に角度を規制するための突起を配設することで、開閉動作において、突起により
第一筐体の開き傾斜角度を所定の角度で止めることができる。さらに、第一筐体の受話部
を有する面と反対面のヒンジ近傍に溝を備え、第一筐体を突起により止まる所定の角度か
ら回転すると、突起が溝に入るよう配設することにより、開閉方向と直交する方向の回転
動作においては、突起により第一筐体の開き傾斜角度が規制されない。以上のように、簡
単な構成で、開閉動作において第一筐体の開き傾斜角度が固定されるとともに、回転動作
においては、突起に規制されず自在に回転することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下本発明を実施するための最良の形態について、図面を用いて説明する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１から図５は、本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置について
、第一筐体を、ヒンジ部の開閉軸方向Ａの開閉動作と回転軸方向Ｂの回転動作を行ったと
きの状態を示す外観図である。
【００３１】
　図１に、本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の外観図を示す。
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図１において、第一筐体１と第二筐体２は、開閉および回転可能な機構を有するヒンジ部
３によって結合されている。図１（ａ）は第一筐体１および第二筐体２を回転軸方向Ｂに
回転しないで閉じた状態を示しており、図１（ｂ）は第一筐体１および第二筐体２を回転
軸方向Ｂに回転しないで開いた状態を示している。
【００３２】
　図１（ａ）に示すように、第一筐体１は、外側表面に閉じた状態で着信音を出力するた
めのスピーカー音孔１１と一対の溝１Ａを備えている。一対の溝１Ａは、第一筐体１のヒ
ンジ部３の中心軸１Ｃについて左右に分かれて配設しており、第一筐体１の中心軸１Ｃ上
には溝１Ａを形成していない。また、図１（ｂ）に示すように第一筐体１の内側表面には
、表示部１２と受話部１３と溝１Ｂを備えている。溝１Ｂは、第一筐体１の中心軸１Ｃ上
を含めて、１つの円弧状の溝を形成している。第二筐体２は、図２に示す側面図のように
、内側表面に主たる操作機能を有する第一操作部２１と突起２Ａを備え、外側表面すなわ
ち第一操作部２１を有する面と反対面にカメラ部２４を備え、側面に第二操作部２２を備
えている。第一筐体１と第二筐体２は、開閉機構および回転機構を有するヒンジ部３にて
、開閉軸方向Ａの開閉動作および回転軸方向Ｂの回転動作が自在にできるよう結合されて
いる。また、図示していないが、第一筐体１の内部には、内蔵アンテナや無線回路等を備
え、第二筐体２の内部には制御回路等を備え、筐体間における電気的な接続は、例えば、
ヒンジ部３の内部に同軸ケーブル等の可撓性導体を挿通して構成している。
【００３３】
　ヒンジ部３は、第二筐体２に対する第一筐体１の開閉軸方向Ａの開き傾斜角度と、ヒン
ジ部３を中心として回転軸方向Ｂに回転する角度を、それぞれ開閉および回転自在に設定
可能とする２軸の機構を有しており、例えばカメラ機能や電子メール機能など、使用する
機能に応じて使いやすい形態にすることができる。
【００３４】
　また、第二筐体の内側表面のヒンジ部３近傍に突起２Ａを配設し、第一筐体を開いた状
態において、第一筐体と第二筐体の開き傾斜角度は、突起２Ａによって所定の開き傾斜角
度で止まるよう構成している。第一筐体の外側表面には溝１Ａ、内側表面に溝１Ｂをそれ
ぞれヒンジ部３近傍に配設し、第一筐体１が突起２Ａにて止まる位置から回転すると、突
起２Ａが溝１Ａあるいは溝１Ｂに入るよう構成して、突起２Ａによって開き傾斜角度を規
定されないようにしている。
【００３５】
　以上のように構成された折り畳み式携帯端末装置について、図２から図５を用いて動作
状態を説明する。
【００３６】
　図２は、本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置について、第一筐
体１を回転軸方向Ｂに回転しないで開いた状態の側面図である。図２において、第一筐体
１の外側表面は、第二筐体２の突起２Ａに接触した状態で開閉軸方向Ａの開き傾斜角度θ
が最大となり、この角度で止めることができる。したがって、突起２Ａの形状を、例えば
第一筐体と第二筐体との開き傾斜角度θが約１６０度で止まるような形状にすることで、
筐体間の開き傾斜角度θがずれることなく、通話を行うことができる。また、開き傾斜角
度θを約１６０度で止まるよう構成することにより、メール入力や情報画面の閲覧を行う
場合においても使い勝手が良い。
【００３７】
　図３は、図２の状態から第一筐体１を回転軸方向Ｂについて右回りに９０度回転した状
態を示す外観図であり、図３（ａ）は正面図、図３（ｂ）は側面図である。
【００３８】
　第一筐体１に配設した溝１Ａは、第二筐体２に配設した突起２Ａに対する回転軌道上に
配置され、図２の状態から第一筐体１を第二筐体２に対して右回りに９０度回転する回転
動作において、突起２Ａが溝１Ａに入るよう構成している。したがって、第一筐体１は突
起２Ａによって開き傾斜角度を規制されずに回転するので、図３に示すように、第一筐体
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１と第二筐体２の開閉軸方向Ａの開き傾斜角度θは前述した約１６０度から約１８０度と
なる。この構成により、表示部１２を横長にして見ながら操作を行うことができる。
【００３９】
　図４は、図３の状態からさらに第一筐体１を回転軸方向Ｂについて右回りに９０度回転
して、第一筐体１と第二筐体２を重ね合わせた状態を示す外観図であり、図４（ａ）は上
から見た斜視図、図４（ｂ）は下から見た斜視図である。
【００４０】
　図３の状態から第一筐体１を回転軸方向Ｂについて右回りに９０度回転すると、第一筐
体１は、突起２Ａから離れるよう構成しているので、第一筐体１は突起２Ａによって開き
傾斜角度を規制されずに回転動作する。したがって、図４に示すように、第一筐体１と第
二筐体２の開閉方向の開き傾斜角度は約１８０度の状態で重なる。この構成により、コン
パクトな折り畳み状態で、表示部１２を見ながら第二操作部２２を操作することができる
。図４（ｂ）に示すように第二筐体の外側表面にカメラ部２４を備えているので、カメラ
撮影時において、表示部１２で被写体をモニターしながらデジタルカメラ単体と同様に操
作をすることができる。
【００４１】
　図５と図６は、図１（ａ）の第一筐体１を閉じた状態から回転軸方向Ｂについて右回り
に１８０度回転した状態を示す外観図であり、図５は背面からみた斜視図、図６は側面図
である。
【００４２】
　図１の第一筐体１を閉じた状態から第一筐体１を第二筐体２に対して右回りに１８０度
回転するにあたって、第一筐体の内側表面に配設した溝１Ｂは、突起２Ａに対して回転軌
道上に配置し、回転動作において突起２Ａが溝１Ｂに入るよう構成しているので、第一筐
体１は突起２Ａによって開き傾斜角度を規制されずに回転動作する。したがって、図５に
示すように、第一筐体１と第二筐体２の開閉方向の開き傾斜角度は約１８０度となる。こ
の構成により、使用者が自身を撮影する場合において、使用者は、カメラ部２４に写る姿
を表示部１２で確認しながら、第二操作部２２にて操作することができる。
【００４３】
　なお、以上の説明では、溝１Ａ、溝１Ｂを構成する場合について説明しているが、溝１
Ａ、溝１Ｂを構成しない場合であっても、通話する状態において、第一筐体は突起２Ａに
より通話しやすい開き傾斜角度で止まり、第一筐体を第二筐体に重ね合わせる折り畳み状
態においては、突起２Ａにより開き傾斜角度を規制されずに折り畳み状態にすることがで
きる。
【００４４】
　また、第一筐体１の表面を構成する材料をＡＢＳ樹脂とした場合、突起２Ａおよび溝１
Ａ、溝１ＢをＡＢＳ樹脂よりも摩擦係数の小さいポリカーボネイトやアルミニウム等にて
構成することにより、滑らかな回転動作が可能になる。摩擦係数の高い材料であっても、
例えばゴムやエラストマー樹脂等の比較的軟質性の材料にて構成したり、突起２Ａを回転
可能なボールで構成することによって、回転動作による傷を防止することができる。
【００４５】
　なお、以上の説明では、開閉軸方向Ａに直交する回転軸方向Ｂについて、図２の状態を
基準として、第一筐体１を右回りで０度から１８０度までの間で回転動作させた場合を説
明しているが、これに限定するものではなく、１８０度から３６０度の場合、左回りの回
転動作についても同様の動作が得られる。
【００４６】
　（実施の形態２）
　図７は、本発明の第二の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の外観図を示す。
図７（ａ）に本発明の折り畳み式携帯端末装置の閉じた状態の斜視図を、図７（ｂ）に本
発明の第二の折り畳み式携帯端末装置の開いた状態の斜視図を示す。図７において、図１
と同じ構成要素については同じ符号を用い、説明を省略する。図７において、第一筐体の
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スピーカー音孔１１を有する面のヒンジ部３近傍に角度を規制するための突起３Ａを備え
、第二筐体の第一操作部２１を有する面のヒンジ部近傍に一対の溝４Ａを備えている。突
起３Ａは、第一筐体のヒンジ部３の近傍でかつ中心軸１Ｃ上に配設し、一対の溝４Ａは、
第二筐体２のヒンジ部３の中心軸２Ｃについて左右に分かれて配設しており、第二筐体２
の中心軸２Ｃ上には溝４Ａを形成していない。この構成により、第一筐体を開いた状態に
おいて、突起部３Ａにより第一筐体と第二筐体の開き傾斜角度が一定の角度で止まる。ま
た、第一筐体の外側表面に、回転動作において突起３Ａが溝４Ａに入るよう構成している
ので、溝４Ａによって第一筐体１は突起３Ａによって開き傾斜角度を規制されずに回転動
作することができる。
【００４７】
　なお、以上の実施の形態では、開閉軸および回転軸の２軸機構を有するヒンジ部を備え
た折り畳み式携帯端末装置について説明したが、本発明はこれに限定するものではなく、
開閉方向のみの１軸機構を有するヒンジ部を備えた折り畳み携帯端末装置であってもよい
。この場合は、開閉方向と直交する方向に回転しないので、第一筐体の開き傾斜角度を規
制するための突起を設けるだけでよい。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明にかかる折り畳み式携帯端末装置は、筐体表面に突起と溝を備える簡単な構成に
よって、通話状態において、第一筐体と第二筐体を耳と口にフィットする角度で止めるこ
とができるうえ、カメラ機能やインターネット機能等を操作しやすい角度で、開閉および
回転できるので、様々な形態で使用される多機能な折り畳み式携帯端末装置として有用で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】（ａ）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の閉じた状態
を示す斜視図（ｂ）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の開いた
状態を示す斜視図
【図２】本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の開いた状態を示す
側面図
【図３】（ａ）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の正面図（ｂ
）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の側面図
【図４】（ａ）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の上から見た
斜視図（ｂ）本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の下から見た斜
視図
【図５】本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の背面から見た斜視
図
【図６】本発明の第一の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の側面図
【図７】（ａ）本発明の第二の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の閉じた状態
を示す斜視図（ｂ）本発明の第二の実施の形態における折り畳み式携帯端末装置の開いた
状態を示す斜視図
【図８】（ａ）従来の折り畳み式携帯端末装置の側面図（ｂ）従来の折り畳み式携帯端末
装置の正面図（ｃ）従来の折り畳み式携帯端末装置の側面図
【符号の説明】
【００５０】
１　　第一筐体
１Ａ，１Ｂ，４Ａ　　溝
２　　第二筐体
２Ａ　　突起
３　　ヒンジ部
３Ａ　　突起
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１１　　スピーカ音孔
１２　　表示部
１３　　受話部
２１　　第一操作部
２２　　第二操作部
２３　　送話部
２４　　カメラ部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】



(12) JP 2008-66763 A 2008.3.21

フロントページの続き

(72)発明者  清　純一郎
            神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目３番１号　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会
            社内
Ｆターム(参考) 3J105 AA05  AB02  AB03  AB24  AC06  BC02  BC03 
　　　　 　　  5K023 AA07  BB11  DD08  LL06  PP16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

