
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の状態に到ると偏心モータの回転により生じる 振動によって該所定の状態を
報知せしめるようにした振動報知装置において、
　前記偏心モータ及び前記偏心モータを駆動する駆動手段とを備え、

　前記駆動手段は、前記所定の状態に到ると

ことを特徴とする振動報知装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話、ポケットベル、タイマー機能を備える携帯用電子機器などの携帯用
機器に装備され、信号の着信状態や設定時刻などを当該機器を携帯している者に対して振
動により報知する振動報知装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話の所持者に対し着信状態を呼び出し音のみならず筐体の振動によっても報
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筐体の

　前記偏心モータは、前記駆動手段からの駆動力により回転する回転軸と、該回転軸と一
体で回転する偏心重りとを有し、

前記回転軸を正転または逆転せしめて該偏心
重りの重心の移動により前記筐体を振動させるとともに、前記回転軸の正転および逆転を
所定の期間毎に交互に行うことにより、前記回転軸を中心とした水平左右方向への往復移
動を前記筺体に対して繰り返し行わせる



知することができるいわゆる着信バイブレータ機能付きの携帯電話が知られている。
【０００３】
これは、携帯電話の筐体内に設けたモータの回転軸に重心が当該回転軸から半径方向に所
定位置だけずれて形成される偏心重りを取り付けて形成された偏心モータ（バイブレータ
）を着信に応じて一方向に回転駆動させることにより、偏心重りの重心をモータ軸を中心
とする所定半径の円周方向に沿って移動させることにより偏心モータの固定子が取り付け
られた筐体側をその反力により強制振動させ、その振動を所持者本人に直接伝えることに
より所持者に対し着信状態を報知する機能であり、携帯電話の所持者が周囲の人に迷惑を
かけずに着信を感知したい場合等に好適である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、携帯電話の所持者が上記着信バイブレータ機能により着信を感知するには、所
持者が常に携帯電話を手やからだの一部が携帯電話の筐体の振動を受けることができるよ
うに保持しなければならず、仮に、所持者が携帯電話を手やからだから離してテーブルな
どに放置しているときに携帯電話の着信バイブレータ機能が作動して上記偏心モータの回
転による筐体の振動が生じると、その振動によって携帯電話がテーブル上に置かれた位置
から自ら大きく移動したり、その結果テーブルから落下してしまう場合がある。
【０００５】
本発明は、上述の問題点に鑑みなされたものであり、所持者によって直接保持されること
なくテーブル上などに放置される場合であっても、所定の状態を報知する振動によって自
らが放置された位置から大きく移動することのない振動報知装置を提供することを目的と
する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、所定の状態に到ると偏心モータの回転により生じる 振動
によって該所定の状態を報知せしめるようにした振動報知装置において、偏心モータ及び
偏心モータを駆動する駆動手段とを備え、

駆動手段は、所定の状態
に到ると

ことを特徴とする
。
【０００７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の好適な実施の形態について図をもとに説明する。
図１は、本発明の一実施形態における振動報知装置を搭載した携帯電話１の構成ブロック
図である。
【０００８】
図１において、アンテナ７で受信した電波は、高周波信号処理部１０に設けられた分波器
であるＤＰＸ（ｄｕｐｕｌｅｘｅｒ）１１で受信電波だけが抽出され、次段の整合回路１
２を経て高周波増幅器１３に供給される。高周波増幅器１３において所定のゲインで増幅
された高周波信号は復調回路１４で音声周波数である低周波信号に変換され、次段の低周
波信号処理部２０で増幅されてスピーカ２１から受話音として出力される。
【０００９】
高周波信号処理部１０には、受信電波の強度（レベル）を検出するレベル検出回路１９が
設けられており、得られた受信電波の強度（レベル）をＣＰＵ２３が表示コントローラ２
５を制御することにより表示部２６に表示する。
【００１０】
一方、マイク２２を介して供給された音声信号（送話音）は、低周波信号処理部２０で増
幅された後、高周波信号処理部１０の変調回路１５で送信電波の状態に変調される。この
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筐体の

偏心モータは、駆動手段からの駆動力により回
転する回転軸と、該回転軸と一体で回転する偏心重りとを有し、

回転軸を正転または逆転せしめて該偏心重りの重心の移動により筐体を振動させ
るとともに、回転軸の正転および逆転を所定の期間毎に交互に行うことにより、回転軸を
中心とした水平左右方向への往復移動を筺体に対して繰り返し行わせる



送信電波の形態に変調された高周波信号は、高周波増幅器１６で増幅された後、整合回路
１７を介してＤＰＸ１１からアンテナ７に供給され送信電波として発射されている。
【００１１】
また、ＣＰＵ２３は、携帯電話１の送受信時に関わる動作制御を行う他に、電波を受信し
た際に図示せぬ発音体から受信音を発生せしめて着信状態にあることを報知せしめたり、
送信する際に操作部２４に設けられたテンキーボタン等を介して表示コントローラ２５を
制御することにより先方の電話番号を表示部２６に表示せしめたりする。なお、かかる動
作制御に関わるプログラムはＲＯＭ２７に予め記憶されている。
【００１２】
また、ＣＰＵ２３は、操作部２４からの指令により携帯電話１が着信状態にあることを、
上述した受信音の代りに携帯電話の筐体を振動させることにより所持者に報知させる機能
を有する。
【００１３】
これは、例えば、操作部２４から着信バイブレータ「ＯＮ」の指令がＣＰＵ２３になされ
ることにより、ＣＰＵ２３が、電波を受信した際に低周波信号処理部２０を制御して上記
発音体へ受信音を供給するのを停止させると共に、駆動手段としての駆動部２８を制御し
て携帯電話１の筐体に固定された偏心モータ２９を正転および逆転を繰り返して回転せし
めることにより筐体を振動させて着信状態を報知する。
【００１４】
図２は、偏心モータ２９の外観図であり、図２（ａ）は、偏心モータ２９単体の斜視図で
あり、図２（ｂ）は、携帯電話１の筐体内に取り付けられた偏心モータ２９を示す図であ
る。偏心モータ２９は、同図に示すように、例えば円筒型の直流モータ３０の回転軸３０
ａに偏心重り３１が一体に固着して構成される。偏心重り３１は、回転軸３０ａに対し非
対称形状を有し、その重心（質量の中心）Ｇは回転軸３０ａの軸中心から偏心した位置に
ある。
【００１５】
偏心モータ２９は、携帯電話１の筐体１ａ内において、モータケース側つまりモータ３０
の固定子側が筐体１ａと一体に取り付けられ、着信時に駆動部２８がモータ３０に駆動制
御信号を供給し偏心モータ２９を駆動する。
【００１６】
図３は、着信時に駆動部２８が偏心モータ２９を駆動するための駆動制御信号の波形例を
示す図である。図中（ａ）は、偏心モータ２９の正転に対する制御信号と逆転に対する制
御信号を交互に同一回転期間で繰り返し印加する場合の波形例である。
【００１７】
また、図中（ｂ）は、正転に対する制御信号と逆転に対する制御信号を交互に同一回転期
間で印加すると共に、回転期間を時間の経過と共に所定の周期で繰り返し変化させた場合
の波形例である。
【００１８】
駆動部２８は、上述した駆動制御信号をモータ３０に供給することにより回転軸３０ａを
含むモータ３０の回転子を偏心重り３１と一体で正転および逆転を繰り返すように駆動さ
せて、これらの回転により生じた振動を固定子側が受けて筐体１ａと共に振動することで
携帯電話１自体を振動させて着信状態を報知する。
【００１９】
次に、携帯電話１の着信時における振動姿態を詳述する。なお、ここでは、着信バイブレ
ータ「ＯＮ」の状態にある携帯電話１が予め水平なテーブル上に放置された状態で着信し
たものとして説明する。
【００２０】
図４は、テーブル上に放置された携帯電話１の筐体１ａ内に取り付けられた偏心モータ２
９をモータ３０の回転軸３０ａに垂直な断面から見た場合に、モータ３０の回転軸３０ａ
の回転に伴って偏心重り３１の重心Ｇが移動する様子を示している。
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【００２１】
図４中、（ａ）～（ｄ）はモータ３０の回転軸３０ａが図中矢印（実線）方向に１回転（
ここでは正転）する場合の偏心重り３１の重心Ｇの移動位置を回転軸３０ａが９０度回転
する毎に順次示している。偏心重り３１はこのように回転軸３０ａの周りを一方向に回転
する場合は９０度回転毎に（ａ）～（ｄ）の状態を繰り返して回転の角速度を次第に増し
て行くと、回転軸３０ａが受ける遠心力が次第に増して、回転軸３０ａと共にモータ３０
が取り付けられている筐体１ａがその力を受ける。
【００２２】
従って、筐体１ａは、図中（ａ）の場合にはテーブル面に対し垂直上方の力を受け、（ｂ
）の場合にはテーブル面に対し水平右方向の力を受け、（ｃ）の場合にはテーブル面に対
し垂直下方の力を受け、（ｄ）の場合にはテーブル面に対し水平左方向の力を受ける。
【００２３】
つまり、筐体１ａは回転軸３０ａの１回転毎に、（ａ）及び（ｃ）の状態を繰り返すこと
によりテーブル面に垂直な上下方向に繰り返し力を受けると共に、（ｂ）及び（ｃ）の状
態を繰り返すことによりテーブル面に対し水平な左右の方向に繰り返し力を受けることと
なる。その結果、テーブル面と接する筐体１ａは、回転軸３０ａの１回転毎に、テーブル
面から離れようとする動作と水平左右方向に揺さぶられる動作を交互に繰り返して振動す
る。
【００２４】
また、モータ３０は、固定子側と回転子側との磁気的相互作用により回転子が回転すると
共に、固定子がその反力を受ける。従って、回転軸３０ａを含む回転子が正転する場合は
固定子側は、それとは逆側（図４中の点線で示す矢印の方向）に力を受ける。その結果、
モータ３０の固定子が取り付けられた筐体１ａは、回転軸３０ａを中心軸として回転軸３
０ａの回転方向と逆の方向に力を受ける。
【００２５】
図５は、携帯電話１の偏心モータ２９が一方向に回転中に携帯電話１の筐体１ａが受ける
力をあらわした模式図であり、（ａ）は回転軸３０ａが正転する場合を示し、（ｂ）は回
転軸３０ａが逆転する場合を示している。
【００２６】
上述したように、回転軸３０ａが正転する場合は、筐体１ａは、回転軸３０ａの１回転毎
に、偏心重り３１から受ける力によって、テーブル面から離れようとする動作と水平左右
方向に揺さぶられる動作を交互に繰り返して振動すると共に、回転軸３０ａを中心軸とし
て回転軸３０ａの回転方向とは逆の方向に力を受けるので、図５（ａ）に示すように、テ
ーブル面上を上下左右に振動しながら水平左方向に移動する。
【００２７】
また、回転軸３０ａが逆転する場合は、筐体１ａは、回転軸３０ａの１回転毎に、偏心重
り３１から受ける力によって、テーブル面から離れようとする動作と水平左右方向に揺さ
ぶられる動作を交互に繰り返して振動すると共に、回転軸３０ａを中心軸として回転軸３
０ａの回転方向とは逆の方向に力を受けるので、図５（ｂ）に示すように、テーブル面上
を上下左右に振動しながら水平右方向に移動する。
【００２８】
従って、着信バイブレータ「ＯＮ」の状態にある携帯電話１の駆動部２８は、着信時にＣ
ＰＵ２３の指令により偏心モータ２９を駆動して回転軸３０ａを含むモータ３０の回転子
が偏心重り３１と一体で正転および逆転を繰り返すので、これらの回転により生じた振動
を固定子側が受けて筐体１ａと共に振動することで携帯電話１自体が振動して着信状態を
報知することができる。
【００２９】
また、回転軸３０ａを含むモータ３０の回転子が偏心重り３１と一体で正転および逆転を
繰り返すので、着信時に携帯電話１がテーブル上などに放置される場合であっても、自ら
振動しながらテーブル上を回転軸３０ａを中心に水平左右方向に往復移動を繰り返すので
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、正転及び逆転の周期を適宜設定することにより自らが放置された位置から大きく移動す
ることがない。
【００３０】
なお、上述した実施形態では、ＣＰＵ２３が着信時に駆動部２４を制御する駆動制御信号
を供給して着信状態を報知するようにしたが、本発明における振動報知装置は、これに限
らず、タイマーなどを設けることにより、予め設定された設定時刻等の所定状態を報知す
るようにしても良い。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば、着信時に携帯電話１のＣＰＵ２３が駆動部２４を制御して駆動部２４か
らモータ３０に駆動制御信号を供給して、回転軸３０ａを含むモータ３０の回転子を偏心
重り３１と一体で正転および逆転を繰り返すように駆動させるようにしたので、これらの
回転により生じた振動を固定子側が受けて筐体１ａと共に振動することで携帯電話１自体
を振動させて着信状態を報知することができる。
【００３２】
また、この場合に、携帯電話１が所持者によって直接保持されることなくテーブル上など
に放置される場合であっても、筐体１ａは、回転軸３０ａを含むモータ３０の回転子が偏
心重り３１と一体で正転および逆転を繰り返すように駆動させる力を受けるので、テーブ
ル上を回転軸３０ａを中心に水平左右方向に往復移動を繰り返すので、正転及び逆転の周
期を適宜設定することにより自らが放置された位置から大きく移動することがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態における振動報知装置を搭載した携帯電話１の構成ブロック
図である。
【図２】偏心モータの外観図である。
【図３】着信時に駆動部が偏心モータを駆動するための駆動制御信号の波形例を示す図で
ある。
【図４】モータの回転軸の回転に伴って偏心重りの重心Ｇが移動する様子を示している。
【図５】携帯電話の偏心モータが一方向に回転中に携帯電話の筐体が受ける力をあらわし
た模式図である。
【符号の説明】
１・・・・・携帯電話
１ａ・・・・・筐体
２３・・・・・ＣＰＵ
２８・・・・・駆動部
２９・・・・・偏心モータ
３０・・・・・モータ
３０ａ・・・・・回転軸
３１・・・・・偏心重り
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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