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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の蓋と第１の殻により組み立てられた第１の筐体と、
　第２の蓋と第２の殻により組み立てられた第２の筐体と、
　前記第１の筐体と前記第２の筐体とを屈曲自在に連結する連結部材と、
を備え、
　前記第２の殻は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り畳んだときに、前記連結部
材を収容する収容スペースを有し、
　前記第１の殻の周縁端部は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り畳んだときに、
前記第２の殻の周縁端部と当接し、
　前記連結部材は、ヒンジ部を有し、
　前記ヒンジ部は、前記連結部材の中間部分に設けられていることを特徴とする電子機器
。
【請求項２】
　前記連結部材は、２つ以上のヒンジ部を有し、開いたときの前記第１の筐体と前記第２
の筐体のなす角度が９０度以上になるように構成されることを特徴とする請求項１記載の
電子機器。
【請求項３】
　前記連結部材の内部に配されるとともに、前記第１の筐体に実装された第１の電子部品
と、前記第２の筐体に実装された第２の電子部品と、を電気的に接続する配線を備えるこ
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とを特徴とする請求項１又は２記載の電子機器。
【請求項４】
　第１の蓋と第１の殻により組み立てられた第１の筐体と、
　第２の筐体と、
　第２の殻と、
　前記第２の筐体の一端に配されるとともに、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り
畳み可能に連結する第１の連結部と、
　前記第２の筐体の他端に配されるとともに、前記第２の筐体と第２の殻とを折り畳み可
能に連結する第２の連結部と、
を備え、
　前記第２の殻は、前記第１の筐体、前記第２の筐体、及び前記第２の殻とを折り畳んだ
ときに、前記第１の連結部、前記第２の連結部、及び前記第２の筐体を収容する収容スペ
ースを有し、
　前記第１の殻の周縁端部は、前記第１の筐体、前記第２の筐体、及び前記第２の殻とを
折り畳んだときに、前記第２の殻の周縁端部と当接することを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　前記第１の筐体及び前記第２の筐体のうち、一方の筐体には表示部が実装されており、
他方の筐体には入力ボタンが実装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
一に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記第１の殻の周縁端部、及び前記第２の殻の周縁端部の一方又は両方にシール部材が
取り付けられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一に記載の電子機器。
【請求項７】
　前記電子機器は、折り畳み式携帯電話機であることを特徴とする請求項１乃至６のいず
れか一に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの筐体が連結部により折り畳み可能に連結された電子機器に関し、特に
、外部との気密性を向上させることができる電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の折り畳み可能な電子機器、特に、折り畳み式携帯電話機１０１では、図６に示す
ように、第１の蓋１１１と第１の殻１１２が組み合わされた第１の筐体１１０と、第２の
蓋１２１と第２の殻１２２が組み合わされた第２の筐体１２０と、第１の筐体１１０と第
２の筐体１２０を折り畳み可能に連結する連結部１３０と、を有する。第１の筐体１１０
には、表示部１１３、レシーバ、回路基板（図示せず）等が実装されている。第１の蓋１
１１は、表示部１１３用の窓部（図示せず）を有する。第２の筐体１２０には、入力ボタ
ン１２３、マイク、回路基板（図示せず）等が実装されている。第２の蓋１２１は、入力
ボタン１２３用の穴（図示せず）を有する。連結部１３０は、折り畳んだ状態において、
第１の筐体１１０及び第２の筐体１２０とともに外部に露出する構造となっている。第１
の筐体１１０内の回路基板と、第２の筐体１２０内の回路基板とは、連結部１３０内を通
ずる配線（図示せず）によって電気的に接続されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２３３４３５号公報
【特許文献２】特開２００３－２７３９９２号公報
【特許文献３】特開平８－３３２８４９号公報
【特許文献４】特開平１１－３８７１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　従来の折り畳み式携帯電話機は、第１の筐体１１０と第２の筐体１２０のそれぞれに固
定されるとともに連結部１３０に内蔵された蝶番部材（図示せず）を有するが、当該蝶番
部材は摺り合せ部分を有するため、摺り合わせ部分を気密にすることが困難である。その
ため、連結部１３０において、外気の埃や水分から保護することができないおそれがある
。
【０００５】
　ところで、近年、装置の小型化・軽量化に伴い、首から提げるペンダント型の電話機等
の小型電話機が登場しているが、このような小型電話機では、耐塵性とともにデザイン性
が要求されており、デザインを損なわないように連結部を構成することが求められている
。このような小型電話機が折り畳み式構造を有する場合でも、第１の筐体側（又はカバー
）と第２の筐体側との電気的接続が不要な場合は、連結部を小さくすることにより、デザ
イン性を確保することができる。しかしながら、折り畳み式携帯電話機のように、第１の
筐体側の回路基板と第２の筐体側の回路基板との電気的接続が必要な場合は、連結部を小
さくすると、連結部とは別の部分に電気的接続（配線）部分を設ける必要があり、そうな
ると却ってデザイン性が劣る結果になる。
【０００６】
　本発明の課題は、折り畳んだ場合に気密性を高めることができる折り畳み式の電子機器
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の視点においては、電子機器において、第１の蓋と第１の殻により組み立
てられた第１の筐体と、第２の蓋と第２の殻により組み立てられた第２の筐体と、前記第
１の筐体と前記第２の筐体とを屈曲自在に連結する連結部材と、を備え、前記第２の殻は
、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り畳んだときに、前記連結部材を収容する収容
スペースを有し、前記第１の殻の周縁端部は、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り
畳んだときに、前記第２の殻の周縁端部と当接し、前記連結部材は、ヒンジ部を有し、前
記ヒンジ部は、前記連結部材の中間部分に設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の視点においては、電子機器において、第１の蓋と第１の殻により組み立
てられた第１の筐体と、第２の筐体と、第２の殻と、前記第２の筐体の一端に配されると
ともに、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを折り畳み可能に連結する第１の連結部と、
前記第２の筐体の他端に配されるとともに、前記第２の筐体と第２の殻とを折り畳み可能
に連結する第２の連結部と、を備え、前記第２の殻は、前記第１の筐体、前記第２の筐体
、及び前記第２の殻とを折り畳んだときに、前記第１の連結部、前記第２の連結部、及び
前記第２の筐体を収容する収容スペースを有し、前記第１の殻の周縁端部は、前記第１の
筐体、前記第２の筐体、及び前記第２の殻とを折り畳んだときに、前記第２の殻の周縁端
部と当接することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明（請求項１－９）によれば、筐体を折り畳んだときに、気密性を得ることができ
る。また、折り畳んだときに、連結部材の連結部が外部から見えないので、デザインの自
由度が上がり、目的に応じた外形を設計することができる。また、組み立て作業が容易で
、製造コストを低減させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（実施形態１）
　本発明の実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機について図面を用いて説明する。図１
～３は、本発明の実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機の構成を模式的に示した断面図
である。図１は完全に開いた状態、図２は半分開いた状態、図３は折り畳んだ状態を示し
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ている。
【００１２】
　折り畳み式携帯電話機１は、第１の筐体１０と、第２の筐体２０と、連結部材３０と、
を有する。
【００１３】
　第１の筐体１０は、第１の蓋１１と第１の殻１２が組み合わされてなる筐体である。第
１の筐体１０には、表示部１３、レシーバ、回路基板（図示せず）等の電子部品が実装さ
れている。第１の蓋１１は、第１の殻１２の内面側の所定の領域において、第１の殻１２
と嵌合する。また、第１の蓋１１は、連結部材３０と連結するための連結部１１ａを有す
る。さらに、第１の蓋１１は、表示部１３用の窓部（図示せず）を有する。第１の殻１２
は、周縁全体が一方の側に折れ曲がっている。また、第１の殻１２の周縁端部は、第１の
筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだときに、第２の殻２２の周縁端部と密閉可能に当
接する。なお、高度な気密性を得るために、第１の殻１２の周縁端部、及び第２の殻２２
の周縁端部の一方又は両方にゴム等のシール部材を取り付けてもよい。
【００１４】
　第２の筐体２０は、第２の蓋２１と第２の殻２２が組み合わされてなる筐体である。第
２の筐体２０には、入力ボタン２３、マイク、回路基板、電池（図示せず）等の電子部品
が実装されている。第２の蓋２１は、第２の殻２２の内面側の所定の領域において、第２
の殻２２と嵌合する。また、第２の蓋２１は、入力ボタン２３用の穴（図示せず）を有す
る。第２の殻２２は、周縁全体が一方の側に折れ曲がっている。また、第２の殻２２は、
内面側に連結部材３０と連結するための連結部２２ａを有する。また、第２の殻２２は、
第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだときに、連結部材３０を収容するための収
容スペース２２ｂを有する。収容スペース２２ｂは、第２の殻２２の内面側のうち第２の
蓋２１が嵌め込まれて封鎖された領域以外の領域である。さらに、第２の殻２２の周縁端
部は、第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだときに、第１の殻１２の周縁端部と
密閉可能に当接する。
【００１５】
　連結部材３０は、第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳み（屈曲）可能に連結する
機構部材である。連結部材３０は、複数段屈曲可能な構造をしており、開いたときの第１
の筐体１０と第２の筐体２０のなす角度が９０度以上になるような構成としている。連結
部材３０は、第１のヒンジ部３１と、第１のリンク３２と、第２のヒンジ部３３と、第２
のリンク３４と、第３のヒンジ部３５と、を有する。第１のヒンジ部３１は、第１の筐体
１０と第１のリンク３２とを回動自在に連結する。第１のリンク３２には、一端に第１の
筐体１０が第１のヒンジ部３１によって回動自在に連結されており、他端に第２のリンク
３４が第２のヒンジ部３３によって連結されている。第２のヒンジ部３３は、第１のリン
ク３２と第２のリンク３４とを回動自在に連結する。第２のリンク３４は、一端に第１の
リンク３２が第２のヒンジ部３３によって回動自在に連結されており、他端に第２の筐体
２０が第３のヒンジ部３５によって連結されている。第３のヒンジ部３５は、第２の筐体
２０と第２のリンク３４とを回動自在に連結する。また、連結部材３０は、第１の筐体１
０と第２の筐体２０とを折り畳んだときに、第２の殻２２の収容スペース２２ｂに収納さ
れる。さらに、連結部材３０の内部には、第１の筐体１０に実装された電子部品と、第２
の筐体２０に実装された電子部品とを電気的に接続する配線（例えば、フレキシブルケー
ブル等；図示せず）が配されている。
【００１６】
　実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機の動作について説明する。折り畳み式携帯電話
機１を使用するときは、図１や図２のように第１の筐体１０と第２の筐体２０を広げる。
折り畳み式携帯電話機１を使用しないときは、図３のように第１の筐体１０と第２の筐体
２０を折り畳む。第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだとき、第１の蓋１１、第
２の蓋２１及び連結部材３０は、第１の殻１２及び第２の殻２２によって囲まれた領域内
に収容される。つまり、第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだときは、第１の殻
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１２及び第２の殻２２のみが露出する。
【００１７】
　実施形態１によれば、第１の筐体１０と第２の筐体２０を折り畳んだときに、気密性を
確保することができる。また、折り畳んだときに、連結部材３０が外部から見えないので
、デザイン性を確保することができる。
【００１８】
（実施形態２）
　次に、本発明の実施形態２に係る折り畳み式携帯電話機について図面を用いて説明する
。図４～５は、本発明の実施形態２に係る折り畳み式携帯電話機の構成を模式的に示した
断面図である。図４は開いた状態、図５は折り畳んだ状態を示している。
【００１９】
　折り畳み式携帯電話機５１は、第１の筐体６０と、第２の筐体７０と、第２の殻８０と
、第１の連結部９０と、第２の連結部９１と、を有する。
【００２０】
　第１の筐体６０は、第１の蓋６１と第１の殻６２が組み合わされてなる筐体である。第
１の筐体６０には、表示部６３、レシーバ、回路基板（図示せず）等が実装されている。
第１の蓋６１は、第１の殻６２の内面側の所定の領域において、第１の殻６２と嵌合する
。また、第１の蓋６１は、第１の連結部９０によって第２の筐体７０に連結されている。
さらに、第１の蓋６１は、表示部６３用の窓部（図示せず）を有する。第１の殻６２は、
周縁全体が一方の側に折れ曲がっている。また、第１の殻６２の周縁端部は、第１の筐体
６０、第２の筐体７０及び第２の殻８０を折り畳んだときに、第２の殻８０の周縁端部と
密閉可能に当接する。なお、高度な気密性を得るために、第１の殻６２の周縁端部、及び
第２の殻８０の周縁端部の一方又は両方にゴム等のシール部材を取り付けてもよい。
【００２１】
　第２の筐体７０は、一端に第１の筐体６０が第１の連結部９０によって回動自在に連結
されており、他端に第２の殻８０が第２の連結部９１によって連結されている。第２の筐
体７０には、入力ボタン７１、マイク、回路基板、電池（図示せず）等が実装されている
。第２の筐体７０は、折り畳んだときに第１の蓋６１と対向する面に、入力ボタン７１用
の穴（図示せず）を有する。
【００２２】
　第２の殻８０は、周縁全体が一方の側に折れ曲がっている。また、第２の殻８０は、内
面側で第２の連結部９１によって第２の筐体７０と連結されている。また、第２の殻８０
は、折り畳んだときに、第１の連結部９０、第２の連結部９１及び第２の筐体７０を収容
する収容スペース８０ａを有する。さらに、第２の殻８０の周縁端部は、折り畳んだとき
に、第１の殻６２の周縁端部と密閉可能に当接する。
【００２３】
　第１の連結部９０は、第１の筐体６０と第２の筐体７０とを回動自在に連結するヒンジ
部である。第２の連結部９１は、第２の筐体７０と第２の殻８０とを回動自在に連結する
ヒンジ部である。第２の連結部９１は、操作性を確保するために、第２の筐体７０と第２
の殻８０を開く際に一定角度で段階的に止まるような手段（図示せず）を備えることが好
ましい。
【００２４】
　実施形態２によれば、第１の筐体６０、第２の筐体７０及び第２の殻８０を折り畳んだ
ときに、気密性を確保することができる。また、折り畳んだときに、連結部９０、９１が
外部から見えないので、デザイン性を確保することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機の完全に開いた状態の構成を模
式的に示した断面図である。
【図２】本発明の実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機の半分開いた状態の構成を模式
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的に示した断面図である。
【図３】本発明の実施形態１に係る折り畳み式携帯電話機の閉じた状態の構成を模式的に
示した断面図である。
【図４】本発明の実施形態２に係る折り畳み式携帯電話機の開いた状態の構成を模式的に
示した断面図である。
【図５】本発明の実施形態２に係る折り畳み式携帯電話機の閉じた状態の構成を模式的に
示した断面図である。
【図６】従来例に係る折り畳み式携帯電話機の開いた状態の構成を模式的に示した断面図
である。
【図７】従来例に係る折り畳み式携帯電話機の閉じた状態の構成を模式的に示した断面図
である。
【符号の説明】
【００２６】
　１、５１、１０１　折り畳み式携帯電話機（電子機器）
　１０、６０、１１０　第１の筐体
　１１、６１、１１１　第１の蓋
　１１ａ　連結部
　１２、６２、１１２　第１の殻
　１３、６３、１１３　表示部
　２０、７０、１２０　第２の筐体
　２１、１２１　第２の蓋
　２２、８０、１２２　第２の殻
　２２ａ　連結部
　２２ｂ、８０ａ　収容スペース
　２３、７１、１２３　入力ボタン
　３０　連結部材
　３１　第１のヒンジ部（連結部）
　３２　第１のリンク
　３３　第２のヒンジ部（連結部）
　３４　第２のリンク
　３５　第３のヒンジ部（連結部）
　９０　第１の連結部
　９１　第２の連結部
　１３０　連結部
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