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(57)【要約】
【課題】　ヒンジ装置自体あるいはヒンジ装置の取付構
造自体によって部材の強度向上を図ることを企図したヒ
ンジ装置並びにこのヒンジ装置を用いた電子機器を提供
すること。
【解決手段】　第一部材１と第二部材２とを枢着するヒ
ンジ装置であって、第一部材１の内部本体部の左右外側
面に夫々沿設状態に補強部材として機能する板状の第一
の取付部材３を取り付け、この板状の各取付部材３の先
端部に第一の重合板部５を設け、第二部材２の内部本体
部の左右外側面に夫々沿設状態に補強部材として機能す
る板状の第二の取付部材４を取り付け、この板状の各取
付部材４の先端部に第二の重合板部６を設け、この双方
の重合板部５，６が重合配設し得るように構成し、いず
れか一方の重合板部５（６）に取付孔７を設け、この取
付孔７に他方の重合板部６（５）と共に回動する取付軸
部８を回動自在に係合して重合板部５，６を軸着し、第
一部材１と第二部材２とを共に補強部材として機能する
各取付部材３，４を介して枢着する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一部材１と第二部材２とを枢着するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取り付けら
れ補強部材として機能する取付部材３の端部に一方の重合板部５を設け、前記第二部材２
に取り付ける取付部材４の端部に他方の重合板部６を設け、この双方の重合板部５，６が
重合配設し得るように構成し、前記他方の重合板部６に取付孔７を設け、この取付孔７に
前記一方の重合板部５と共に回動する取付軸部８を回動自在に係合するとともに、前記取
付孔７の周辺に弾圧当接する圧接用突部１５を設けたバネ１１を介して前記重合板部５，
６を重合状態で軸着し、前記第一部材１と前記第二部材２とを、補強部材として機能する
前記取付部材３，４を介して枢着する構成とし、
　更に、前記第二部材２に取り付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成するとともに、各
端部の前記重合板部６，６が対向するように設け、かつ、前記双方の重合板部６に前記取
付孔７、前記取付軸部８及び前記バネ１１をそれぞれ設け、
　前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止め係止部１４を設け、かつ
、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部位を設け、
　前記他方の重合板部６の前記取付孔７の孔縁に、前記圧接用突部１５が係合する位置決
め縁１６を形成し、
　前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ１１が前記取付部材３と共
に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記取付孔７の周辺における他方の重合板
部６に前記弾圧当接するとともに、この圧接用突部１５が前記取付孔７の前記位置決め縁
１６に係合することにより、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２が位置決
め保持されるものであることを特徴とするヒンジ装置。
【請求項２】
操作部を設けた本体部を第一部材とし、ディスプレイ部を設けた重合部を第二部材とし、
前記請求項１記載のヒンジ装置により前記本体部と前記重合部とを開閉自在に枢着したこ
とを特徴とするヒンジ装置を用いた電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第一部材と第二部材とを枢着するヒンジ装置、並びに例えばこのヒンジ装置
によって操作部を設けた本体部とディスプレイ部とを開閉自在に枢着した携帯電話機、モ
バイルやノート型パソコン等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のヒンジ装置は、一般に一方の取付部に対して他方の取付部を相対回動自在に構成
した棒状ヒンジ素子（部品）として構成し、これを第一部材と第二部材との枢着部の一方
の取付孔に回り止め係合して、前記一方の取付部と第一部材とを連結し、枢着部の他方の
取付孔に回り止め係合して、前記他方の取付部と第二部材とを連結する構成としている。
【０００３】
　従って、従来のヒンジ装置は、できるだけ取付スペースをとらないように小型化を図る
とともに、動作精度の向上を図ることが製品開発の主眼となっていた。
【特許文献１】特開２００２－５１１３２号公報
【特許文献２】特開２０００－５５０３１号公報
【特許文献３】特開平１１－１７３３２７号公報
【特許文献４】特開平８－３２１３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ヒンジ装置自体あるいはヒンジ装置の取付構造自体によって部材の強度向上
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を図ることを企図したヒンジ装置並びにこのヒンジ装置を用いた電子機器を提供すること
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、後記具体例で用いた符号を付して記すと、第一部材１と第二部材２とを枢着
するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取り付けられ補強部材として機能する取付部
材３の端部に一方の重合板部５を設け、前記第二部材２に取り付ける取付部材４の端部に
他方の重合板部６を設け、この双方の重合板部５，６が重合配設し得るように構成し、前
記他方の重合板部６に取付孔７を設け、この取付孔７に前記一方の重合板部５と共に回動
する取付軸部８を回動自在に係合するとともに、前記取付孔７の周辺に弾圧当接する圧接
用突部１５を設けたバネ１１を介して前記重合板部５，６を重合状態で軸着し、前記第一
部材１と前記第二部材２とを、補強部材として機能する前記取付部材３，４を介して枢着
する構成とし、
　更に、前記第二部材２に取り付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成するとともに、各
端部の前記重合板部６，６が対向するように設け、かつ、前記双方の重合板部６に前記取
付孔７、前記取付軸部８及び前記バネ１１をそれぞれ設け、
　前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止め係止部１４を設け、かつ
、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部位を設け、
　前記他方の重合板部６の前記取付孔７の孔縁に、前記圧接用突部１５が係合する位置決
め縁１６を形成し、
　前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ１１が前記取付部材３と共
に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記取付孔７の周辺における他方の重合板
部６に前記弾圧当接するとともに、この圧接用突部１５が前記取付孔７の前記位置決め縁
１６に係合することにより、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２が位置決
め保持されるものであることを特徴とするヒンジ装置である。
【０００６】
　また、本発明は、操作部を設けた本体部を第一部材とし、ディスプレイ部を設けた重合
部を第二部材とし、前記ヒンジ装置により前記本体部と前記重合部とを開閉自在に枢着し
たことを特徴とするヒンジ装置を用いた電子機器である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、上述のように構成され、ヒンジ装置の取付部分である取付部材を内部本体部
に付設することで内部本体部が補強されることとなるため、ヒンジ装置自体、その取付構
造自体が補強となり、第一部材や第二部材の剛性や変形強度が向上するヒンジ装置を得る
ことができる。
【０００８】
　即ち、軸着する取付孔７を設けた、又は取付孔７に係合する回動軸部８を設けた若しく
は回動軸部８と回り止め状態に連結する取付部材３，４の少なくとも一方は、例えば第一
部材１若しくは第二部材２の内部本体部の外面に付設されるため、補強部材として機能す
ることになる。
【０００９】
　つまり、ヒンジ装置の取付部分である取付部材３，４を内部本体部に付設することで内
部本体部が補強されることになるため、ヒンジ装置自体あるいはヒンジ装置のこの取付構
造自体が補強となり、第一部材１や第二部材２の剛性や変形強度を向上させ得ることにな
る。
【００１０】
　言い換えれば、補強部材を利用して枢着する構成となり、このヒンジ装置により枢着す
ることで、枢着する第一部材１や第二部材２の強度が向上することとなる。
【００１１】
　例えば、取付部材３，４を板材として所定長のこの取付部材３，４を内部本体部の側面
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に沿設状態に付設することで、この沿設長さが長い程強度が向上することとなり、また、
内部本体部に被嵌する被嵌枠状に構成すれば、一層剛性強度、変形強度は向上することと
なる。
【００１２】
　また、本発明は、このように補強部材を利用して枢着し、枢着することで被枢着部材た
る第一部材や第二部材の強度が補強されるヒンジ装置を用いて電子機器を構成するので、
枢着部の剛性や変形強度が向上した電子機器を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一具体例の説明斜視図である。
【図２】第一具体例の作動説明斜視図である。
【図３】第一具体例の軸着部分の分解斜視図である。
【図４】第一具体例の軸着部分の説明斜視図である。
【図５】第一具体例の軸着部分の説明平断面図である。
【図６】第一具体例の軸着部分の説明縦断面図である。
【図７】第二具体例の軸着部分の分解斜視図である。
【図８】第二具体例の軸着部分の説明斜視図である。
【図９】第二具体例の軸着部分の説明平断面図である。
【図１０】第二具体例の軸着部分の説明縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本具体例は、重合コンパクト化の図れる携帯電話に本発明を適用したもので、回路基板
、電源等の電子部品を内部本体部に設け、この内部本体部を最外層となる樹脂ケースで覆
った板状の第一部材１（本体部）の上面側に、数字キーやファンクションキーなどを配列
したキーボード機能を果たす操作部を設け、この本体部１に重合して操作部を覆う略同形
の板状の第二部材２（重合部）を起伏回動自在にして重合閉塞・立ち起こし開放できるよ
うにヒンジ装置により開閉自在に軸着連結した構成としている。
【００１５】
　この第二部材２（重合部）の伏面側には予め設定した画面や前記操作部の操作や着信等
により所定の表示がなされる液晶パネルなどのディスプレイ部を設けている。
【００１６】
　また、本具体例では、この第一部材１と第二部材２とを枢着するヒンジ装置であって、
第一部材１の内部本体部の左右外側面に夫々沿設状態に補強部材として機能する板状の第
一の取付部材３を取り付け、この板状の各取付部材３の先端部に第一の重合板部５を設け
ている。一方、第二部材２の内部本体部の左右外側面に夫々沿設状態に補強部材として機
能する板状の第二の取付部材４を取り付け、この板状の各取付部材４の先端部に第二の重
合板部６を設け、この双方の重合板部５，６が重合配設し得るように構成し、前記いずれ
か一方の重合板部５（６）に取付孔７を設け、この取付孔７に前記他方の重合板部６（５
）と共に回動する取付軸部８を回動自在に係合して前記重合板部５，６を軸着し、前記第
一部材１と前記第二部材２とを共に補強部材として機能する前記各取付部材３，４を介し
て枢着する構成としている。
【００１７】
　具体的には、本具体例では、各第一部材１，第二部材２に取り付ける各取付部材３，４
は、いずれも前記第一部材１若しくは前記第二部材２の最外層部である樹脂ケースあるい
はモールド樹脂で覆われることとなる内部本体部の外側面に所定長沿設状態にして付設す
るように構成している。
【００１８】
　また、本具体例では、前記第一部材１の内部本体部の左右外側面に付設する第一の取付
部材３は、図示したように十分に長い板状材として補強作用が十分に発揮されるようにし
ている。
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【００１９】
　また、前記第二部材２に取り付ける前記第二の取付部材４は、前記第二部材２の内部本
体部の外面に被嵌付設するコ字形の被嵌枠状に構成し、この左右両端部に夫々第二の取付
部材４を設けた構成としている。従って、開閉可動させる重合部２となる第二部材２の強
度を一層このヒンジ装置により向上させる構成としている。
【００２０】
　また、本具体例において、図１～図６に示す第一具体例の双方の取付部材３，４の先端
部に形成した重合板部５，６の具体的な軸着構造は、第二の取付部材４に設けた重合板部
６に取付孔７を設け、一方第一の取付部材３に設けた重合板部５に回り止め状態にして取
付軸部８を設ける構成としたもので、この取付軸部８を取付孔７に座金１０，バネ１１を
介して貫通係合連結する構成としている。即ち、本実施例では、重合板部５に直接取付軸
部８を突設するのではなく、重合板部５に取付軸部係止孔１２を設け、前記取付孔７に取
付軸部８を挿通した上で前記取付軸部係止孔１２に取付軸部８を挿通し、取付軸部係止孔
１２より突出した取付軸部８を加締めて、第一の取付部材３，重合板部５と共に取付軸部
８が回動するように構成している。
【００２１】
　また、取付軸部８を形成した取付軸部形成体１３と（取付孔７を設けた）重合板部６と
の間には座金１０を配し、この重合板部６と重合板部５との間にはバネ１１を配している
。このバネ１１には、前記重合板部６に係止する回り止め係止部14を設けてバネ１１が第
一の取付部材３、重合板部５と共に回動するように構成し、またこのバネ１１には所定の
回動抵抗を生じさせるための圧接用突部１５を設け、この圧接用突部１５が取付孔７の周
辺にバネ１１の弾性により弾圧当接しながら回動するように構成すると共に、取付孔７の
孔縁の所定位置に設けた位置決め縁１６に係合することで所定の回動位置（開放所定位置
と閉塞位置)で回動位置が位置決め保持されるように構成している。
【００２２】
　また、本具体例において、図６から図１０に示す第二具体例のように、第一の取付部材
３の重合板部５に取付孔７を設け、第二の取付部材４の重合板部６に直接取付軸部８を突
設形成し、前記回り止め係止部１４、圧接用突部１５を設けたバネ１１を介して双方の重
合板部５，６と重合すると共に取付軸部８を取付孔７に貫通係合し、抜け止め部材１７に
取付軸部８を貫通してかしめて抜け止め係止させるように構成している。尚、この第二具
体例では、前記他方の重合板部６の前記取付軸部８の外周縁に、前記圧接用突部１５が係
合する位置決め縁１６を形成し、前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記
バネ１１が前記取付部材３と共に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記他方の
重合板部６に前記弾圧当接するとともに、この圧接用突部１５が前記重合板部６の前記位
置決め縁１６に係合することにより、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２
が位置決め保持されるように構成している。
【００２３】
　また、いずれの具体例においても前記取付軸部８に貫通孔９を形成し、配線を挿通し得
るように構成している。
【００２４】
　以上から明らかなように、本発明の第一具体例は、次のように構成されている。
【００２５】
　即ち、第一部材１と第二部材２とを枢着するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取
り付けられ補強部材として機能する一対の取付部材３，３のそれぞれの端部に一方の重合
板部５，５を設け、前記第二部材２に取り付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成すると
ともに、当該取付部材４の各端部に他方の重合板部６，６を対向するように設け、この双
方の重合板部５，６がそれぞれ重合配設し得るように構成し、前記他方の重合板部６に取
付孔７を設け、この取付孔７に前記一方の重合板部５と共に回動する取付軸部８を回動自
在に係合するとともに、前記取付孔７の周辺に弾圧当接する圧接用突部１５を設けたバネ
１１を介して前記重合板部５，６を重合状態で軸着し、前記第一部材１と前記第二部材２
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とを、補強部材として機能する前記取付部材３，４を介して枢着する構成とし、更に、前
記他方の重合板部６に設けた前記取付孔７に対し、外側に前記取付軸部８、及び内側に前
記バネ１１をそれぞれ設け、前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止
め係止部１４を設け、かつ、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部
位を設け、前記他方の重合板部６の前記取付孔７の孔縁に、前記圧接用突部１５が係合す
る位置決め縁１６を形成し、前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ
１１が前記取付部材３と共に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記取付孔７の
周辺における他方の重合板部６に前記弾圧当接するとともに、この圧接用突部１５が前記
取付孔７の前記位置決め縁１６に係合することにより、所定の回動位置にて前記第一部材
１及び第二部材２が位置決め保持されるヒンジ装置とこれを用いた電子機器である。
【００２６】
　また、本発明の第二具体例は、次のように構成されている。
【００２７】
　即ち、第一部材１と第二部材２とを枢着するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取
り付けられ補強部材として機能する一対の取付部材３，３のそれぞれの端部に一方の重合
板部５，５を設け、前記第二部材２に取り付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成すると
ともに、当該取付部材４の各端部に他方の重合板部６，６を対向するように設け、この双
方の重合板部５，６がそれぞれ重合配設し得るように構成し、前記一方の重合板部５に取
付孔７を設け、この取付孔７に前記他方の重合板部６と共に回動する取付軸部８を回動自
在に係合するとともに、前記取付孔７の周辺に弾圧当接する圧接用突部１５を設けたバネ
１１を介して前記重合板部５，６を重合状態で軸着し、前記第一部材１と前記第二部材２
とを、補強部材として機能する前記取付部材３，４を介して枢着する構成とし、更に、前
記一方の重合板部５に設けた前記取付孔７に対し、一側から前記取付軸部８及び前記バネ
１１をそれぞれ設け、前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止め係止
部１４を設け、かつ、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部位を設
け、前記他方の重合板部６の前記取付軸部８の外周縁に、前記圧接用突部１５が係合する
位置決め縁１６を形成し、前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ１
１が前記取付部材３と共に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記他方の重合板
部６に前記弾圧当接するとともに、この圧接用突部１５が前記重合板部６の前記位置決め
縁１６に係合することにより、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２が位置
決め保持されるヒンジ装置とこれを用いた電子機器である。
【００２８】
　尚、本発明は、本実施例に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜設計
し得るものである。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明のヒンジ装置は、具体例では携帯電話機に用いたが、この他にも、開閉又は回動
するもの一般に用いることができ、また、電子機器も、携帯電話機にかかわらず他の電子
機器に適用することが可能である。
【符号の説明】
【００３０】
１　　　第一部材
２　　　第二部材
３　　　取付部材
４　　　取付部材
５　　　重合板部
６　　　重合板部
７　　　取付孔
８　　　取付軸部
９　　　貫通孔
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１０　　　座金
１１　　　バネ
１２　　　取付軸部係止孔
１３　　　取付軸部形成体
１４　　　回り止め係止部
１５　　　圧接用突部
１６　　　位置決め縁
１７　　　抜け止め部材
 
 

【図１】 【図２】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月20日(2009.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、後記具体例で用いた符号を付して記すと、第一部材１と第二部材２とを枢着
するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取り付けられ補強部材として機能する一対の
取付部材３，３のそれぞれの端部に一方の重合板部５，５を設け、前記第二部材２に取り
付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成するとともに、当該取付部材４の各端部に他方の
重合板部６，６を対向するように設け、この双方の重合板部５，６がそれぞれ重合配設し
得るように構成し、前記一方の重合板部５に取付孔７を設け、この取付孔７に前記他方の
重合板部６と共に回動する取付軸部８を回動自在に係合するとともに、前記取付孔７の周
辺に弾圧当接する圧接用突部１５を設けたバネ１１を介して前記重合板部５，６を重合状
態で軸着し、前記第一部材１と前記第二部材２とを、補強部材として機能する前記取付部
材３，４を介して枢着する構成とし、
　更に、前記一方の重合板部５に設けた前記取付孔７に対し、一側から前記取付軸部８及
び前記バネ１１をそれぞれ設け、
　前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止め係止部１４を設け、かつ
、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部位を設け、
　前記他方の重合板部６の前記取付軸部８の外周縁に、前記圧接用突部１５が係合する位
置決め縁１６を形成し、
　前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ１１が前記取付部材３と共
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に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記他方の重合板部６に前記弾圧当接する
とともに、この圧接用突部１５が前記重合板部６の前記位置決め縁１６に係合することに
より、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２が位置決め保持されることを特
徴とするヒンジ装置である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
第一部材１と第二部材２とを枢着するヒンジ装置であって、前記第一部材１に取り付けら
れ補強部材として機能する一対の取付部材３，３のそれぞれの端部に一方の重合板部５，
５を設け、前記第二部材２に取り付ける取付部材４は、コ字形枠状に構成するとともに、
当該取付部材４の各端部に他方の重合板部６，６を対向するように設け、この双方の重合
板部５，６がそれぞれ重合配設し得るように構成し、前記一方の重合板部５に取付孔７を
設け、この取付孔７に前記他方の重合板部６と共に回動する取付軸部８を回動自在に係合
するとともに、前記取付孔７の周辺に弾圧当接する圧接用突部１５を設けたバネ１１を介
して前記重合板部５，６を重合状態で軸着し、前記第一部材１と前記第二部材２とを、補
強部材として機能する前記取付部材３，４を介して枢着する構成とし、
　更に、前記一方の重合板部５に設けた前記取付孔７に対し、一側から前記取付軸部８及
び前記バネ１１をそれぞれ設け、
　前記バネ１１は、前記圧接用突部１５の反対側の面に回り止め係止部１４を設け、かつ
、前記一方の重合板部５には回り止め係止部１４を係止する部位を設け、
　前記他方の重合板部６の前記取付軸部８の外周縁に、前記圧接用突部１５が係合する位
置決め縁１６を形成し、
　前記第一部材１と第二部材２が相対回転した際に、前記バネ１１が前記取付部材３と共
に回動して、バネ１１の前記圧接用突部１５が前記他方の重合板部６に前記弾圧当接する
とともに、この圧接用突部１５が前記重合板部６の前記位置決め縁１６に係合することに
より、所定の回動位置にて前記第一部材１及び第二部材２が位置決め保持されることを特
徴とするヒンジ装置。
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