
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１軸心を中心として回動可能に支持されたケーシング内に、前記第１軸心と平行に配
置して固定された固定フレームと、
　前記固定フレームに設けた挿通孔に第２軸心を中心として回動可能に挿通され、一端を
前記ケーシング外に突出するとともに、他端に巻取り舌片を前記第２軸心に沿って一体に
設けた回動軸と、
　前記ケーシング外に配置され、前記回動軸の一端に前記第２軸心を中心として回動する
ように固定された回動フレームと、
　一端を前記回動軸に沿って前記ケーシングの外部に引き出すとともに、中間に位置する
帯状巻取り部を前記ケーシング内に配置し、かつ、前記巻取り舌片に巻き取り可能に巻き
付けられたフレキシブルなプリント配線フィルムと、
　からなることを特徴とする信号中継用回動構造。
【請求項２】
　他端に巻取り舌片を同一軸心上に一体化した保持部材を、固定フレームに設けた挿通孔
に回動可能に挿通して回動軸としたことを特徴とする請求項１に記載の信号中継用回動構
造。
【請求項３】
　固定フレームの挿通孔に回動可能に挿通された回動軸の片側に、前記回動軸の軸心と平
行になるように並設して前記固定フレームに一体化され、プリント配線フィルムが絡まな
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いようにプリント配線フィルムの帯状巻取り部を係止する位置規制部を設けたことを特徴
とする請求項１または２に記載の信号中継用回動構造。
【請求項４】
　回動フレームと一体に回動するとともに、切り欠いた段部を固定フレームに突設した回
り止め用係止爪に係止することにより、前記回動フレームの回動動作を規制する回動規制
手段を設けたことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の信号中継用回動
構造。
【請求項５】
　固定フレームと回動フレームとで挟持し、かつ、前記回動フレームおよび回動軸と一体
に回動し、突設した係合突部を前記固定フレームに設けた係合受け部に係合させることに
より、いわゆるクリック感を発生する弾性リングを設けたことを特徴とする請求項１ない
し４のいずれか１項に記載の信号中継用回動構造。
【請求項６】
　プリント配線フィルムの真っ直ぐな帯状巻取り部の少なくとも一端に、前記巻取り部の
軸心に直交する方向に延在した延在部を設けたことを特徴とする請求項１ないし５のいず
れか１項に記載の信号中継用回動構造。
【請求項７】
　プリント配線フィルムの真っ直ぐな帯状巻取り部の一端に、前記巻取り部の軸心に直交
する方向に延在した第１延在部を設ける一方、前記巻取り部の他端に、前記巻取り部の軸
心に直交し、かつ、前記第１延在部の反対方向に延在する第２延在部を設けたことを特徴
とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の信号中継用回動構造。
【請求項８】
　プリント配線フィルムの第２延在部が、屈曲した平面形状を有することを特徴とする請
求項７に記載の信号中継用回動構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は信号中継用回動構造、例えば、携帯電話の表示モジュールを捩るように回動で
きる信号中継用回動構造に関する。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
　従来、携帯電話には、操作モジュールに支持体を介して表示モジュールをヒンジ支持し
、開閉可能に取り付けたものがある。特に、多数の信号線を必要とする場合には、装置を
小型化するとともに、表示モジュールの反復動作による信号線の疲労断線を防止するため
、フレキシブルな信号中継用プリント配線フィルムを介して操作モジュールと表示モジュ
ールとを電気接続していた。
【０００３】
　しかしながら、前述の携帯電話では、開いた前記表示モジュールを捩るように回動させ
ることができず、操作方法が限定され、使い勝手が悪かった。このため、前記表示モジュ
ールを捩って操作できるように多数本のハーネスを束ねて使用することも考えられている
。しかし、大容量の情報を伝える場合には、ハーネスの本数が多くなり、捩り操作が困難
になるとともに、装置を小型化できず、断線しやすい。このため、フレキシブルなプリン
ト配線フィルムを使用することも検討されているが、前記フィルムに捩り作用を加えると
、複雑な内部応力がプリント配線フィルム内に発生し、プリント配線が剥離して断線しや
すいという問題点があった。
【０００４】
　本発明は、前記問題点に鑑み、多数の信号線を断線させることなく中継できる省スペー
スの信号中継用回動構造を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
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　本発明にかかる信号中継用回動構造は、前記目的を達成すべく、第１軸心を中心として
回動可能に支持されたケーシング内に、前記第１軸心と平行に配置して固定された固定フ
レームと、前記固定フレームの中央に設けた挿通孔に回動可能に挿通され、一端を前記ケ
ーシング外に突出するとともに、他端に巻取り舌片を第２軸心に沿って一体に設けた回動
軸と、前記ケーシング外に配置され、前記回動軸の一端に前記第２軸心を中心として回動
するように固定された回動フレームと、一端を前記回動軸に沿って前記ケーシングの外部
に引き出すとともに、中間に位置する帯状巻取り部を前記ケーシング内に配置し、かつ、
前記巻取り舌片に巻き取り可能に巻き付けられたフレキシブルなプリント配線フィルムと
、からなる構成としてある。
【０００６】
　したがって、本発明によれば、前記回動フレームを回動させると、回動軸が回動してプ
リント配線フィルムをきれいに巻き取る。このため、前記回動フレームを反復回動しても
、プリント配線フィルム内に複雑な内部応力が発生せず、プリント配線が剥離，断線する
ことがない。
　また、プリント配線フィルムに多数の信号線をプリントすることにより、大容量の信号
を送信できる小型の装置が得られる。
【０００７】
　本発明にかかる実施形態は、他端に巻取り舌片を同一軸心上に一体化した保持部材を、
固定フレームに設けた挿通孔に回動可能に挿通して回動軸とした構成であってもよい。
　本実施形態によれば、保持部材の他端に同一軸心上に一体化した巻取り舌片でプリント
配線フィルムの巻取り部を強制的、かつ、一様に巻き取ることができ、耐久性が向上する
。
【０００８】
　一の実施形態としては、固定フレームの挿通孔に回動可能に挿通された回動軸の片側に
、前記回動軸の軸心と平行になるように並設して前記固定フレームに一体化され、プリン
ト配線フィルムが絡まないようにプリント配線フィルムの帯状巻取り部を係止する位置規
制部を設けてもよい。
　本実施形態によれば、プリントフィルムを円滑に巻取り、あるいは、解放できるので、
プリント配線フィルムの耐久性をより一層向上できる。
【０００９】
　他の実施形態としては、回動フレームと一体に回動するとともに、切り欠いた段部を固
定フレームに突設した回り止め用係止爪に係止することにより、前記回動フレームの回動
動作を規制する回動規制手段を設けてよい。
　本実施形態によれば、回動フレームの回し過ぎによるプリント配線フィルムの破断を防
止できる。
【００１０】
　別の実施形態としては、固定フレームと回動フレームとで挟持し、かつ、前記回動フレ
ームおよび回動軸と一体に回動し、突設した係合突部を前記固定フレームに設けた係合受
け部に係合させることにより、いわゆるクリック感を発生する弾性リングを設けてもよい
。
　本実施形態によれば、操作感触が向上し、使い勝手が良くなる。
【００１１】
　本発明にかかるプリント配線フィルムの実施形態としては、真っ直ぐな帯状巻取り部の
少なくとも一端に、前記巻取り部の軸心に直交する方向に延在した延在部を設けたもので
あってもよい。
　より具体的には、前記プリント配線フィルムの真っ直ぐな帯状巻取り部の一端に、前記
巻取り部の軸心に直交する方向に延在した第１延在部を設ける一方、前記巻取り部の他端
に、前記巻取り部の軸心に直交し、かつ、前記第１延在部の反対方向に延在する第２延在
部を設けてもよい。
　本実施形態によれば、帯状巻取り部と延在部とを相互に直交するように配置して区分け
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してあるので、プリント配線フィルムに複雑な内部応力が発生せず、プリント配線が剥離
，断線しにくくなる。
【００１２】
　特に、前記プリント配線フィルムの第２延在部は、屈曲した平面形状を有していてもよ
い。
　本実施形態によれば、第２延在部を巻いたときに重なり合わず、引き出しやすいという
効果がある。
【００１３】
【発明の実施の形態】
　本発明にかかる実施形態を図１ないし図９の添付図面に従って説明する。
　本実施形態は信号中継用回動構造を携帯電話に適用した場合であり、操作モジュール１
および表示モジュール２が、支持体１０を介し、直交する２本の軸心９ａ，９ｂを中心と
して回動可能に取り付けられている。
【００１４】
　前記操作モジュール１は、図１に示すように、その片面の縁部両端に表示モジュール２
を取り付ける一対のリブ３，４を突設してある。特に、前記リブ４の内側近傍には断面略
Ｕ字形の目隠し部７が一体に形成されている。
【００１５】
　前記表示モジュール２は、図１に示すように、その片面に多数の信号線に接続される液
晶パネル８が装着されている。そして、前記表示モジュール２は、後述する支持体１０を
構成する回動フレーム４２の腕部４４，４５にネジ止めされている。
【００１６】
　前記支持体１０は、図４に示すように、第１ケーシング２０と第２ケーシング３０との
間に挟持された内部駆動機構４０からなるものである。
【００１７】
　前記第１ケーシング２０は、図４に示すように、その上面に内部駆動機構４０を収納で
きる凹所２１を有し、その両端にリブ２２，２３をそれぞれ設けてある。さらに、前記リ
ブ２３の近傍に断面略半円形の膨出部２４を形成してあるとともに、前記リブ２３と前記
膨出部２４との間に凹部２５を形成してある。
【００１８】
　第２ケーシング３０は、図４に示すように、前記内部駆動機構４０を搭載した前記第１
ケーシング２０を被覆できる平面形状を有する。特に、第２ケーシング３０は、前記第１
ケーシング２０の膨出部２４と線対称の形状を有し、かつ、突き合わせ可能な位置に膨出
部３１を一体形成してある。
【００１９】
　前記内部駆動機構４０は、図６および図７に示すように、回動動作を行なう駆動ユニッ
ト４１にフレキシブルなプリント配線フィルム７０を組み付けて構成されている。
　すなわち、駆動ユニット４１は、回動フレーム４２の挿通孔４３に挿通してカシメ固定
した回動筒体５５で、弾性リング４６、固定フレーム４７、および、２枚の回り止めリン
グ５１，５２を一体化してある。
【００２０】
　前記回動フレーム４２は、その両端に曲げ起こして形成した取り付け用腕部４４，４５
を有している。前記腕部４４，４５には表示モジュール２がネジ止め固定される。
【００２１】
　弾性リング４６は、表示ユニット２を捩って回動させるときに必要なクリック感を確保
するとともに、操作モジュール１に対する表示モジュール２のガタツキを解消するもので
ある。
【００２２】
　固定フレーム４７は、その両側から位置決め用突部４８，４９がそれぞれ切り起こされ
ている。そして、前記位置決め用突部４８，４９には、後述する位置規制部材５９，６２
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がそれぞれ圧入されている。さらに、前記固定フレーム４７の挿通孔４７ａ近傍に回り止
め用係止爪５０が曲げ起こされている。
【００２３】
　２枚の回り止めリング５１，５２は、回動フレーム４２の回動動作を所定角度に規制す
るため、外周面に一対の位置規制用段部５３，５４をそれぞれ形成してある。なお、前記
回り止めリング５１，５２は必ずしも２枚必要でなく、１枚であってもよい。２枚とした
のは、プレス加工を容易にするためである。
【００２４】
　前記回動筒体５５は、その先端縁部に設けた切り欠き部５６を、回動フレーム４２の挿
通孔４３に形成した突起４３ａに係合した後、カシメ固定されている。このため、前記回
動筒体５５は前記回動フレーム４２と一体に回動する。さらに、前記回動筒体５５の外周
面に形成した平坦面５７が、前記弾性リング４６および２枚の前記回り止めリング５１，
５２の係合孔の内周面に係合している。このため、前記回動フレーム４２が回動すると、
弾性リング４６，回り止めリング５１，５２および回動筒体５７が一体に回動する。
【００２５】
　前記位置規制部材５９は、前記回動フレーム４２を回動軸心９ｂを中心として捩った場
合に前記プリント配線フィルム７０が脱落したり、プリント配線フィルム７０が絡まない
ように位置規制するものである。このため、前記位置規制部材５９は、図７に示すように
、２つの係止爪６０，６１を約９０度、ずらして一体成形してある。
【００２６】
　前記位置規制部材６２は、前記回動フレーム４２を回動軸心９ａを中心として回動した
場合に、前記プリント配線フィルム７０が捩れすぎたり、絡まらないように位置規制する
ものである。このため、前記位置規制部材６２は、図７に示すように、側方に突出する支
軸６３を中心として同心円上に断面略半円形のカバー６４が一体に形成されている。
【００２７】
　前記プリント配線フィルム７０は、図８Ａおよび図９に示すように、真っ直ぐで長尺な
巻取り部７１と、この巻取り部７１の軸線に直交し、かつ、前記巻取り部７１の両端から
反対側にそれぞれ延在した延在部７２，７３とを有している。前記延在部７２，７３の先
端部のいずれにも接続端子７４，７５がプリントされている。特に、前記延在部７２は屈
曲した平面形状を有し、図８Ａに示すようにリング状に巻いたときに重なり合わず、ずれ
るようになっている。
【００２８】
　保持部材７６は、図８Ｂに示すように、前記プリント配線フィルム７０を保持して巻き
取るものである。
　すなわち、前記保持部材７６は、前記回動筒体５５の挿入孔５８に挿入可能な断面形状
を有する挿入部７７と、この挿入部７７に設けた位置決め溝７８に嵌合一体化する嵌合部
７９とからなり、前記挿入部７７の端面から巻取り舌片８０が側方に延在している。
【００２９】
　そして、前記挿入部７７の位置決め溝７８にプリント配線フィルム７０の延在部７３を
位置決めした後、嵌合部７９を嵌合一体化する。そして、前記プリント配線フィルム７０
の接続端子７５を回動筒体５５の挿入孔５８から挿入して通過させる。さらに、前記挿入
孔５８に保持部材７６の挿入部７７を挿入して嵌合する。ついで、プリント配線フィルム
７０の巻取り部７１を位置規制部材５９に架け渡すとともに、延在部７２を位置規制部材
６２の支軸６３に巻き付ける。
【００３０】
　前記保持部材７６を形成する嵌合部７９の表面は平坦面となっており、回動筒体５５の
挿入孔５８に挿入され、係合する。このため、前記回動フレーム４２が回動すると、これ
と一体に回動筒体５５および保持部材７６が回動し、その巻取り舌片８０がプリント配線
フィルム７０の巻取り部７１を巻取り、あるいは、解放する。
【００３１】
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　本実施形態では、回動フレーム４２を回動させても、常にプリント配線フィルム７０を
巻取るように作用し、捩るように作用しない。このため、捩り作用に伴ってプリント配線
が剥離，断線しないという利点がある。
【００３２】
　なお、前述の内部構成部品からなる前記内部駆動機構４０は、図５Ａ，５Ｂに示すよう
に、前記第１ケーシング２０の凹所２１に嵌合して位置決めされるとともに、第１ケーシ
ング２１の縁部２６が回動フレーム４２および固定フレーム４７に挟持される。
【００３３】
　次に、本実施形態にかかる携帯電話の使用方法について説明する。
　前記支持体１０は、図１に示すように、前記操作モジュール１に設けた前記リブ３，４
、および、その支持孔３ａ，４ａにそれぞれ挿入した支持ピン５，６を介し、回動軸心９
ａを中心として回動可能に取り付けられている。
【００３４】
　このため、図２に示すように、回動フレーム４２にネジ止めした表示モジュール２を軸
心９ａを中心に回動させて開くと、カバー６４内に位置するプリント配線フィルム７０の
延在部７２が緩む。そして、前記延在部７２はカバー６４内で広がり、表示モジュール２
の変位を吸収する。
【００３５】
　また、図３に示すように、前記表示モジュール２は、支持体１０に回動軸心９ｂを中心
として回動可能に取り付けられている。このため、表示モジュール２を回動軸心９ｂを中
心にして回動させると、これに係合する回動筒体５５も一体に回動する。この結果、回動
筒体５５に嵌合する弾性リング４６、回り止めリング５１，５２および保持部材７６が一
体に回動する。しかし、固定フレーム４７は第１ケーシング２０および第２ケーシング３
０に挟持されているために回動しない。
【００３６】
　前記固定フレーム４２の回動動作により、回動筒体５５に挿入した保持部材７６が回動
し、その巻取り舌片８０がプリント配線フィルム７０の巻取り部７１を巻取り、あるいは
、解放する。保持部材７６が前記プリント配線フィルム７０を解放しても、プリント配線
フィルム７０が位置規制部材５９の一対の係止爪６０，６１に位置規制されるとともに、
位置規制部材６２の支軸６３を中心にして緩む。このため、プリント配線フィルム７０が
位置規制部材５９および位置規制部材６２から外れて絡むことがない。この結果、図３Ｄ
に示すように、液晶パネル８を表面に露出するように表示モジュール２を折り畳むことが
できる。
【００３７】
　そして、前記回動フレーム４２を所定角度、回動させると、回り止めリング５１，５２
の段部５３，５４が固定フレーム４７の回り止め用係止爪５０に係止する。このため、前
記回動フレーム４２の回し過ぎを防止し、プリント配線フィルム７０の破断を回避する。
【００３８】
　なお、保持部材７６の巻取り舌片８０にプリント配線フィルム７０の巻取り部７１を１
回、巻き付けるだけでなく、複数回、巻き付けておいてもよい。複数回巻き付けることに
より、前記巻取り部７１に応力集中が生じにくくなり、プリント配線の断線をより一層確
実に防止できるからである。また、複数回巻き付ければ、前記巻取り舌片８０に巻き取ら
れる巻取り部７１の復帰力が増大し、円滑な解放動作を実現できるという利点がある。
【００３９】
　また、本発明は携帯電話に限らず、いわゆる電子手帳等の携帯入出力端末装置の他、デ
ジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ、タッチセンサー、およ
び、カーナビゲータ等に適用してもよい。
【００４０】
【発明の効果】
　本発明によれば、前記回動フレームを回動させると、回動軸が回動してプリント配線フ
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ィルムをきれいに巻き取る。このため、前記回動フレームを反復回動しても、プリント配
線フィルム内に複雑な内部応力が発生せず、プリント配線が剥離，断線することがない。
また、プリント配線フィルムに多数の信号線をプリントすることにより、大容量の信号を
送信できる小型の装置が得られるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明にかかる信号中継用回動構造を携帯電話に適用した実施形態を示す分解
斜視図である。
【図２】　図１で示した実施形態の使用方法を説明する斜視図である。
【図３】　図１で示した実施形態の他の使用方法を説明する斜視図である。
【図４】　本発明の実施形態にかかる支持体の分解斜視図である。
【図５】　図５Ａは図４で示した支持体の部分分解斜視図であり、図５Ｂは図４で示した
支持体の部分分解平面図である。
【図６】　支持体を構成する内部駆動機構の分解斜視図である。
【図７】　内部駆動機構を構成する駆動ユニットの分解斜視図である。
【図８】　図８Ａは内部駆動機構のプリント配線フィルムを示す斜視図であり、図８Ｂは
内部駆動機構の保持部材を示す分解斜視図である。
【図９】　図８で示したプリント配線フィルムの平面図である。
【符号の説明】
　１…操作モジュール、２…表示モジュール、９ａ，９ｂ…回動軸心、１０…支持体、２
０…第１ケーシング、２１…凹所、２２，２３…リブ、２４…膨出部、３０…第２ケーシ
ング、４０…内部駆動機構、４１…駆動ユニット、４２…回動フレーム、４３…挿通孔、
４６…弾性リング、４７…固定フレーム、５０…回り止め用係止爪、５１，５２…回り止
めリング、５３，５４…位置規制用段部、５９，６２…位置規制部材、７０…プリント配
線フィルム、７１…巻取り部、７２，７３…延在部、７４，７５…接続端子、７６…保持
部材、８０…巻取り舌片。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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