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(57)【要約】
【課題】　小型の二軸ヒンジ装置を提供する。
【解決手段】　それぞれ回転軸となるシャフト部材１１
，１２を略直交するようにシャフト接続部１３で接続す
る。シャフト部材１１には、嵌込用凹部を備えたアーム
部２０を回動自在に設け、アーム部２０の回転位置を規
制するアーム部用カム部材４０、及び上記嵌込用凹部に
嵌込する嵌込用凸部７７を備えたスラストカム７０を設
ける。シャフト部材１２には、シャフト部材１１の回転
位置に応じて、上記カム７０の凸部７７とアーム部２０
の嵌込用凹部との嵌込／嵌込解除を行う回転規制用カム
部材５２を設ける。そして、一つのスプリングにより、
カム７０を回転規制用カム部材５２側に付勢すると共に
、アーム部用カム部材４０をアーム部２０側に付勢する
。各回転軸に対応する回転位置規制を一つのスプリング
で可能とし、スプリングの設置スペースを一つ分のみに
削減して小型化した二軸ヒンジ装置を提供できる。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略棒状の第１のシャフト部材と、
　略棒状の第２のシャフト部材と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向及び上記第２のシャフト部材の延設方向がそれぞれ
略直交するように、上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を相互に接続す
るシャフト接続部材と、
　第１の筐体に固定される固定部と、上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って設けら
れた嵌込用凹部とを備え、上記第１のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられる
アーム部と、
　上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられた、上記第２の筐体に固定
されるヒンジ固定部と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って移動可能となるように該第１のシャフト部
材に設けられ、少なくとも上記アーム部側の端部に該アーム部の上記嵌込用凹部に嵌込す
る嵌込用凸部を備えたスラストカム部材と、
　上記スラストカム部材を上記第２のシャフト部材方向に付勢するバネ部材と、
　上記スラストカム部材に対して直接的、或いは間接的に当接することで、該スラストカ
ム部材を上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させる
ための第１の当接面部、及び上記スラストカム部材を上記アーム部方向に移動させるため
の第２の当接面部を備え、上記第１の筐体と上記第２の筐体が閉状態の場合、上記第１の
当接面部により、上記バネ部材の付勢力に従って上記スラストカム部材を上記第１のシャ
フト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させて、該スラストカム部材の
嵌込用凸部と上記アーム部の嵌込用凹部との嵌込を解除することで、上記第１のシャフト
部材を回転軸とする上記各筐体の回動、及び上記第２のシャフト部材を回転軸とする上記
各筐体の回動を共に可能とし、上記第２のシャフト部材を回転軸とする回動がなされる場
合、上記第２の当接面部により、上記バネ部材の付勢力に逆らって上記スラストカム部材
を上記アーム部方向に移動させることで、該スラストカム部材の嵌込用凸部を上記アーム
部の嵌込用凹部に嵌込させて、該第２のシャフト部材を回転軸とする上記各筐体の回転角
度を所定の回転角度で規制するスラストカム移動制御部材と
　を有する二軸ヒンジ装置。
【請求項２】
　上記ヒンジ固定部は、上記第２のシャフト部材を回動可能に支持しており、
　上記スラストカム移動制御部材は、上記ヒンジ固定部に対して固定して設けられた
　請求項１に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項３】
　上記第１のシャフト部材の、上記第２のシャフト部材側の端部に対して反対側となる端
部側に固定して設けられたストッパを有し、
　上記アーム部は、上記第１のシャフト部材の外周に沿って回動し、この回転位置が所定
の回転位置となった際に上記ストッパと当接することで、当該アームの回転位置を上記所
定の回転位置で規制するアーム側ストッパを有する
　請求項１又は請求項２に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項４】
　上記第１のシャフト部材は、一端部から他端部にかけて連通する連通孔部を有し、
　上記第２のシャフト部材は、一端部から他端部にかけて連通する連通孔部と共に、当該
第２のシャフト部材の延設方向の略中央に相当する位置に設けられ、当該第２のシャフト
部材の上記連通孔部と連通した外周孔部を有し、
　上記シャフト接続部材は、上記第１のシャフト部材の上記連通孔部と、上記第２のシャ
フト部材の上記連通孔部とが、当該第２のシャフト部材に設けられた上記外周孔部を介し
て相互に連通するように、上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を略Ｔ字
形状となるように接続する
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　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項５】
　上記第２のシャフト部材は、一端部から他端部にかけて連通する孔部を有する略円筒形
状を有しており、
　上記スラストカム移動制御部材は、上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って移動可
能なように上記シャフト接続部材に設けられた略平板状のスライドキーと、上記第２のシ
ャフト部材の孔部に挿入される略円筒形状の挿入部、及び該挿入部の一端部に接続された
略リング形状を有し、外周部に上記第１の当接面部及び上記第２の当接面部を備えたスラ
イド制御リングとを有し、
　上記ヒンジ固定部は、上記スラストカム移動制御部材の上記挿入部を上記第２のシャフ
ト部材に挿入した際に、該第２のシャフト部材から突出する部分に固定して設けられるこ
とで、上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられ、
　上記ヒンジ固定部が上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動した際に、上記スラス
トカム移動制御部材のスライド制御リングが回動することで、該スライド制御リングの上
記第１の当接面部、或いは上記第２の当接面部が上記スライドキーに当接し、このスライ
ドキーに当接する上記スライド制御リングの第１の当接面部、或いは上記第２の当接面部
により、該スライドキーを介して上記スラストカム部材を上記第１のシャフト部材及び上
記第２のシャフト部材の接続部方向、或いは上記アーム部方向に移動させる
　請求項１に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項６】
　上記第１のシャフト部材の、上記第２のシャフト部材側の端部に対して反対側となる端
部側に固定して設けられ、上記第１のシャフト部材と共に回動し、該第１のシャフト部材
が所定の回転角度となった際に、上記アーム部或いは上記第２の筐体側に設けられたスト
ッパ当接部に当接して、該第１のシャフト部材の回転角度を上記所定の回転角度に規制す
るストッパを有する
　請求項５に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項７】
　上記ヒンジ固定部は、当該ヒンジ固定部の回動を規制するストッパ当接部を有し、
　上記第２のシャフト部材は、上記ヒンジ固定部の回転角度が所定の回転角度となった際
に、上記ヒンジ部のストッパと当接して、該ヒンジ固定部の回転角度を上記所定の回転角
度に規制するストッパを有する
　請求項５又は請求項６に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項８】
　上記第１のシャフト部材は、一端部から他端部にかけて連通する連通孔部を有し、
　上記第２のシャフト部材の孔部に挿入される上記スラストカム移動制御部材は、上記挿
入部から上記スライド制御リングにかけて連通する連通孔部を有し、
　上記シャフト接続部材は、上記第１のシャフト部材の上記連通孔部と、上記第２のシャ
フト部材の上記連通孔部とが相互に連通するように、上記第１のシャフト部材及び上記第
２のシャフト部材を略Ｌ字形状となるように接続する
　請求項５から請求項７のうち、いずれか一項に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項９】
　上記スラストカム部材は、上記アーム部側の端部に設けられた上記嵌込用凸部と共に、
上記シャフト接続部材側の端部に設けられた嵌込用凸部を有し、このシャフト接続部材側
の端部に設けられた嵌込用凸部には、上記第１のシャフト部材の連通孔部、及び上記スラ
ストカム移動制御部材の連通孔部を介して配線されるケーブルの挟み込みを防止するため
の切り欠き加工が施されている
　請求項８に記載の二軸ヒンジ装置。
【請求項１０】
　第１の筐体及び第２の筐体が、互いに略直交する回転軸を備える二軸ヒンジ装置を介し
て縦開き及び横開き可能に接続された携帯端末装置であって、
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　上記二軸ヒンジ装置は、
　略棒状の第１のシャフト部材と、
　略棒状の第２のシャフト部材と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向及び上記第２のシャフト部材の延設方向がそれぞれ
略直交するように、上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を相互に接続す
るシャフト接続部材と、
　第１の筐体に固定される固定部と、上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って設けら
れた嵌込用凹部とを備え、上記第１のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられる
アーム部と、
　上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられた、上記第２の筐体に固定
されるヒンジ固定部と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って移動可能となるように該第１のシャフト部
材に設けられ、少なくとも上記アーム部側の端部に該アーム部の上記嵌込用凹部に嵌込す
る嵌込用凸部を備えたスラストカム部材と、
　上記スラストカム部材を上記第２のシャフト部材方向に付勢するバネ部材と、
　上記スラストカム部材に対して直接的、或いは間接的に当接することで、該スラストカ
ム部材を上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させる
ための第１の当接面部、及び上記スラストカム部材を上記アーム部方向に移動させるため
の第２の当接面部を備え、上記第１の筐体と上記第２の筐体が閉状態の場合、上記第１の
当接面部により、上記バネ部材の付勢力に従って上記スラストカム部材を上記第１のシャ
フト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させて、該スラストカム部材の
嵌込用凸部と上記アーム部の嵌込用凹部との嵌込を解除することで、上記第１のシャフト
部材を回転軸とする上記各筐体の回動、及び上記第２のシャフト部材を回転軸とする上記
各筐体の回動を共に可能とし、上記第２のシャフト部材を回転軸とする回動がなされる場
合、上記第２の当接面部により、上記バネ部材の付勢力に逆らって上記スラストカム部材
を上記アーム部方向に移動させることで、該スラストカム部材の嵌込用凸部を上記アーム
部の嵌込用凹部に嵌込させて、該第２のシャフト部材を回転軸とする上記各筐体の回転角
度を所定の回転角度で規制するスラストカム移動制御部材と
　を有する携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば筐体の開閉等を可能とするヒンジ部を備えた携帯電話機、ＰＨＳ電話
機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assista
nt）、携帯ゲーム機、ノート型のパーソナルコンピュータ装置等に適用して好適な二軸ヒ
ンジ装置、及び携帯端末装置に関し、特に２つの回転軸を有する二軸ヒンジ装置において
、本来、各回転軸毎に必要としていたバネ部材を、一つのバネ部材で兼用することで、こ
のバネ部材の数の削減を通じて全体の大きさの小型化等を図った二軸ヒンジ装置、及び携
帯端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００５－１９８０６２号の公開特許公報（特許文献１）に、上筐体の長手方向の
開閉機能、短手方向の開閉機能、及び上筐体の表裏を反転した状態で折り畳む機能の三つ
の機能を備えた折り畳み式携帯電話装置が開示されている。
【０００３】
　この折り畳み式携帯電話装置は、第一のヒンジユニット及び第二のヒンジユニットに分
けて構成されたヒンジユニットを有している。第一のヒンジユニットには、第一のヒンジ
ユニット自体を下筐体に対して回転自在に支持する第一の回転軸と、第一のヒンジユニッ
トに対して第二のヒンジユニットを回転自在に支持する第二の回転軸とが、互いに直交す
るようにして設けられている。第二のヒンジユニットには、第二のヒンジユニットに対し
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て上筐体を回転自在に支持する第三の回転軸が、上記第二の回転軸に対して直交するよう
に設けられている。これにより、上筐体を、第一の回転軸、第二の回転軸、第三の回転軸
の３つの回転軸方向に沿ってそれぞれ回転させることが可能となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９８０６２号公報（第８頁～第９頁、図５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このような特許文献１に開示されている折り畳み式携帯電話装置に設けられて
いるヒンジユニットを含め、互いに直交する複数の回転軸を有するヒンジ装置は、各回転
軸に沿った回転規制用のカムを押圧するためのバネ部材が必要となる。換言すると、筐体
の縦開き及び横開きを可能とする二軸ヒンジ装置の場合、縦開き規制用のカムを押圧する
ために、縦開き用の回転軸に沿った縦開き規制用バネ部材が必要となると共に、横開き規
制用のカムを押圧するために、横開き用の回転軸に沿った横開き規制用バネ部材が必要と
なる（＝回転軸の数の分だけ、バネ部材が必要となる。）。
【０００６】
　このため、必然的に複数のバネ部材を設けるための設置スペースが必要となることから
、ヒンジ装置自体が大きくなり、当該ヒンジ装置を設ける機器の小型化等に支障を来す問
題があった。
【０００７】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、２つの各回転軸毎に必要としてい
たバネ部材を、一つのバネ部材で兼用することで、バネ部材の数の削減を通じて小型化を
図り、牽いては機器の小型化に貢献することができるような二軸ヒンジ装置、及び携帯端
末装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る二軸ヒンジ装置は、上述の課題を解決するために、
　略棒状の第１のシャフト部材と、
　略棒状の第２のシャフト部材と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向及び上記第２のシャフト部材の延設方向がそれぞれ
略直交するように、上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を相互に接続す
るシャフト接続部材と、
　第１の筐体に固定される固定部と、上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って設けら
れた嵌込用凹部とを備え、上記第１のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられる
アーム部と、
　上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられた、上記第２の筐体に固定
されるヒンジ固定部と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って移動可能となるように該第１のシャフト部
材に設けられ、少なくとも上記アーム部側の端部に該アーム部の上記嵌込用凹部に嵌込す
る嵌込用凸部を備えたスラストカム部材と、
　上記スラストカム部材を上記第２のシャフト部材方向に付勢するバネ部材と、
　上記スラストカム部材に対して直接的、或いは間接的に当接することで、該スラストカ
ム部材を上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させる
ための第１の当接面部、及び上記スラストカム部材を上記アーム部方向に移動させるため
の第２の当接面部を備え、上記第１の筐体と上記第２の筐体が閉状態の場合、上記第１の
当接面部により、上記バネ部材の付勢力に従って上記スラストカム部材を上記第１のシャ
フト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させて、該スラストカム部材の
嵌込用凸部と上記アーム部の嵌込用凹部との嵌込を解除することで、上記第１のシャフト
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部材を回転軸とする上記各筐体の回動、及び上記第２のシャフト部材を回転軸とする上記
各筐体の回動を共に可能とし、上記第２のシャフト部材を回転軸とする回動がなされる場
合、上記第２の当接面部により、上記バネ部材の付勢力に逆らって上記スラストカム部材
を上記アーム部方向に移動させることで、該スラストカム部材の嵌込用凸部を上記アーム
部の嵌込用凹部に嵌込させて、該第２のシャフト部材を回転軸とする上記各筐体の回転角
度を所定の回転角度で規制するスラストカム移動制御部材と
　を有する。
【０００９】
　また、本発明に係る携帯端末装置は、第１の筐体及び第２の筐体が、互いに略直交する
回転軸を備える二軸ヒンジ装置を介して縦開き及び横開き可能に接続された携帯端末装置
であって、上述の課題を解決するために、上記二軸ヒンジ装置が、
　略棒状の第１のシャフト部材と、
　略棒状の第２のシャフト部材と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向及び上記第２のシャフト部材の延設方向がそれぞれ
略直交するように、上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を相互に接続す
るシャフト接続部材と、
　第１の筐体に固定される固定部と、上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って設けら
れた嵌込用凹部とを備え、上記第１のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられる
アーム部と、
　上記第２のシャフト部材の外周に沿って回動可能に設けられた、上記第２の筐体に固定
されるヒンジ固定部と、
　上記第１のシャフト部材の延設方向に沿って移動可能となるように該第１のシャフト部
材に設けられ、少なくとも上記アーム部側の端部に該アーム部の上記嵌込用凹部に嵌込す
る嵌込用凸部を備えたスラストカム部材と、
　上記スラストカム部材を上記第２のシャフト部材方向に付勢するバネ部材と、
　上記スラストカム部材に対して直接的、或いは間接的に当接することで、該スラストカ
ム部材を上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させる
ための第１の当接面部、及び上記スラストカム部材を上記アーム部方向に移動させるため
の第２の当接面部を備え、上記第１の筐体と上記第２の筐体が閉状態の場合、上記第１の
当接面部により、上記バネ部材の付勢力に従って上記スラストカム部材を上記第１のシャ
フト部材及び上記第２のシャフト部材の接続部方向に移動させて、該スラストカム部材の
嵌込用凸部と上記アーム部の嵌込用凹部との嵌込を解除することで、上記第１のシャフト
部材を回転軸とする上記各筐体の回動、及び上記第２のシャフト部材を回転軸とする上記
各筐体の回動を共に可能とし、上記第２のシャフト部材を回転軸とする回動がなされる場
合、上記第２の当接面部により、上記バネ部材の付勢力に逆らって上記スラストカム部材
を上記アーム部方向に移動させることで、該スラストカム部材の嵌込用凸部を上記アーム
部の嵌込用凹部に嵌込させて、該第２のシャフト部材を回転軸とする上記各筐体の回転角
度を所定の回転角度で規制するスラストカム移動制御部材と
　を有する。
【００１０】
　このような本発明は、２つの各回転軸毎の回転位置規制にそれぞれ必要としていたバネ
部材を一つのバネ部材で兼用して、バネ部材の設置スペースを一つ分のバネ部材の設置ス
ペースに削減することで、二軸ヒンジ装置の小型化、及び当該二軸ヒンジ装置を設ける機
器の小型化を図る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、一つのバネ部材で各回転軸毎の回転位置規制を可能とすることができる。こ
のため、バネ部材の設置スペースを一つ分のバネ部材の設置スペースに削減することがで
きるため、二軸ヒンジ装置自体を小型化することができ、当該二軸ヒンジ装置を設ける機
器の小型化に貢献することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明を適用した第１の実施例となる携帯電話機の縦開き状態時の斜視図である
。
【図２】第１の実施例となる携帯電話機の横開き状態時の斜視図である。
【図３】第１の実施例となる携帯電話機に設けられている二軸ヒンジ部の斜視図である。
【図４】二軸ヒンジ部に設けられている第１のシャフト部材の斜視図である。
【図５】二軸ヒンジ部に設けられているアーム部の斜視図である。
【図６】二軸ヒンジ部に設けられているアーム部用カム部材の斜視図である。
【図７】二軸ヒンジ部に設けられている回転規制用カム部材の斜視図である。
【図８】二軸ヒンジ部に設けられているスラストカムの斜視図である。
【図９】二軸ヒンジ部を、第１のシャフト部材の長手方向に沿って切断した状態の斜視図
である。
【図１０】第１の実施例の縦開き時及び横開き時における二軸ヒンジ部の回動方向を示す
、該二軸ヒンジ部の斜視図である。
【図１１】第１の実施例の横開き時における二軸ヒンジ部のスラストカムの移動方向を示
す、該二軸ヒンジ部の斜視図である。
【図１２】二軸ヒンジ部内にケーブルが配線された状態を示す図である。
【図１３】本発明を適用した第２の実施例となる携帯電話機の閉状態時の斜視図である。
【図１４】第２の実施例となる携帯電話機の縦開き状態時の斜視図である。
【図１５】第２の実施例となる携帯電話機の横開き状態時の斜視図である。
【図１６】第２の実施例となる携帯電話機に設けられている二軸ヒンジ部の斜視図である
。
【図１７】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられている第１、第２の
シャフト部材及びシャフト接続部材の斜視図である。
【図１８】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられているスラストカム
の斜視図である。
【図１９】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられている縦開き用アー
ム部の斜視図である。
【図２０】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられているクリックカム
の斜視図である。
【図２１】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられているスライドキー
の斜視図である。
【図２２】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部のシャフト接続部材に設けられ
ているスライド溝部に対するスライドキーの装着を説明するための図である。
【図２３】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられている第１、第２の
シャフト部材及びシャフト接続部材を背面側から見た状態の斜視図である。
【図２４】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられているストッパの斜
視図である。
【図２５】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられている横開き用アー
ム部の斜視図である。
【図２６】第２の実施例となる携帯電話機の二軸ヒンジ部に設けられているスライド制御
カムの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は、筐体の縦開き及び横開きを可能とした折り畳み型の携帯電話機に適用するこ
とができる。
【００１４】
［第１の実施例の携帯電話機の構成］
　図１に、この本発明を適用した第１の実施例となる携帯電話機の縦開き状態の斜視図を



(8) JP 2009-236315 A 2009.10.15

10

20

30

40

50

、図２に、この第１の実施例となる携帯電話機の横開き状態の斜視図をそれぞれ示す。こ
の図１及び図２に示すように、この第１の実施例となる携帯電話機は、液晶表示部や有機
ＥＬ表示部（Organic Electro Luminescence）等の表示部が設けられる上部筐体１と、回
転操作キーや数字キー等の操作部が設けられる下部筐体と、上部筐体１及び下部筐体２を
、それぞれ略直交する回転軸に沿って縦方向（＝縦開き状態）及び横方向（＝横開き状態
）に開閉可能とする二軸ヒンジ部３とを有している。
【００１５】
〔二軸ヒンジ部の構成〕
　二軸ヒンジ部３は、図３に示すように略棒状の第１のシャフト部材１１等を備えた縦開
き機構５と、第１のシャフト部材１１よりも短めの略棒状の第１のシャフト部材１２等を
備えた横開き機構６と、第１のシャフト部材１１の延設方向（長手方向）及び上記第２の
シャフト部材１２の延設方向（長手方向）がそれぞれ略直交するように（略Ｔ字状となる
ように）、該第１のシャフト部材１１及び上記第２のシャフト部材１２を相互に接続する
ことで、上記縦開き機構５及び横開き機構６を接続するシャフト接続部材１３とを有して
いる。
【００１６】
〔縦開き機構の構成〕
（第１のシャフト部材の構成）
　縦開き機構５に設けられている第１のシャフト部材１１は、例えばステンレス鋼、鉄、
アルミニウム等の金属部材やＡＢＳ樹脂等の硬化プラスチック部材等により形成されてお
り、図１に示したように当該携帯電話機を縦開き状態とする際の回転軸となっている。図
４は、第１のシャフト部材１１及びシャフト接続部材１３の斜視図である。この図４から
わかるように、当該実施例の携帯端末装置の二軸ヒンジ部３の場合、第１のシャフト部材
１１及びシャフト接続部材１３は、一体的に形成されている。具体的には、シャフト接続
部材１３は、例えばステンレス鋼、鉄、アルミニウム等の金属部材やＡＢＳ樹脂等の硬化
プラスチック部材等により短めの略円筒形状に形成されており、第２のシャフト部材１２
が挿入される挿入孔部１４と、その外周部に接続部１５とを有している。そして、この接
続部１５に対して第１のシャフト部材１１の他端部を接続するかたちで、該第１のシャフ
ト部材１１及びシャフト接続部材１３を一体的に形成している。
【００１７】
　なお、この例では、第１のシャフト部材１１及びシャフト接続部材１３は一体成形され
ていることとして説明を進めるが、第１のシャフト部材１１及びシャフト接続部材１３を
それぞれ別部品として設け、シャフト接続部材１３の上記接続部１５に、第１のシャフト
部材１１の他端部を挿入接続するようにしてもよい。この場合、第１のシャフト部材１１
に対してネジ切り加工をすると共に、シャフト接続部材１３に対してネジ孔を形成し、こ
のシャフト接続部材１３のネジ孔に対して、第１のシャフト部材１１のネジ切り加工を施
した部分をネジ挿入することで、簡単に第１のシャフト部材１１及びシャフト接続部材１
３の一体化（接続）を図ることができる。
【００１８】
　また、図示はしていないが、第２のシャフト部材１２は、径方向に切断した際の断面が
Ｄ字状となる、いわゆるＤカット加工が施されている。このため、この第２のシャフト部
材１２が挿入されるシャフト接続部材１３の挿入孔部１４は、この第２のシャフト部材１
２の形状に合わせて、径方向の断面が略Ｄの字状となるように穿鑿加工されている。従っ
て、シャフト接続部材１３の挿入孔部１４に第２のシャフト部材１２を挿入することで、
当該第２のシャフト部材１２は、外周方向への回動が規制された状態で（＝挿入孔部１４
内で回転することなく固定された状態で）、シャフト接続部材１３に支持されることとな
る。
【００１９】
　また、第１のシャフト部材１１は、全体的には略円筒形状を有しているのであるが、シ
ャフト接続部材１３の接続部１５に接続される他端部に対して反対側の端部となる一端部
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近傍、及び長手方向の略中央位置部分に、部品の外周方向の回動を規制するための加工が
施されている。それぞれ後述するが、第１のシャフト部材１１の上記一端部近傍は、ワッ
シャストッパ（図３の符号３０）が設けられるワッシャストッパ係止部１６、上記略中央
位置部分は、アーム部用カム部材（図３の符号４０）が設けられるアーム部用カム部材係
止部１７となっている。
【００２０】
（アーム部の構成）
　次に、図３に示すようにシャフト接続部材１３に対して反対側となる一端部近傍には、
第１のシャフト部材１１の外周に沿って回動可能とされたアーム部２０が設けられている
。図５に、このアーム部２０の斜視図を示す。この図５からわかるように、アーム部２０
は、第１のシャフト部材１１が挿通するシャフト挿入孔２１を備えた略円筒形状のカム部
２２と、ネジ部材等により当該アーム部２０を上部筐体１に固定するための略長板状の固
定部２３とを有している。カム部２２及び固定部２３は、カム部２２の外周の一部を、固
定部２３の長手方向の一側面部に接続するかたちで、一体的に形成されている。
【００２１】
　このアーム部２０の一方の端面は、後述するアーム部用カム部材と当接するカム面２４
となっており、このカム面２４には、上記シャフト挿入孔２１を挟んで略相対向するよう
に、一対の嵌込用凸部２５が設けられている。アーム部２０が所定の回転位置となると、
この一対の嵌込用凸部２５が、アーム部用カム部材に設けられた嵌込用凹部と嵌込するこ
とで、アーム部２０の回転位置が規制されるようになっている。
【００２２】
　図６に、アーム部用カム部材４０の斜視図を示す。この図６からわかるように、アーム
部用カム部材４０は、略リング形状を有しており、第１のシャフト部材１１が挿入される
挿入用孔部４１を有している。この挿入用孔部４１は、第１のシャフト部材１１の上記ア
ーム部用カム部材係止部１７に係止可能な形状に加工されている。このため、この挿入用
孔部４１に第１のシャフト部材１１を挿入すると、第１のシャフト部材１１の外周方向に
対する回動が規制された状態で、当該アーム部用カム部材４０が第１のシャフト部材１１
に固定されて設けられるようになっている。
【００２３】
　また、このアーム部用カム部材４０において、上記アーム部２０のカム面２４と相対向
する面側には、一対の嵌込用凹部４２が設けられている。アーム部２０が所定の回転位置
となると、該アーム部２０の各嵌込用凸部２５が、このアーム部用カム部材４０の各嵌込
用凹部４２に嵌込する。これにより、アーム部２０の回転位置が上記所定の回転位置で規
制されるようになっている。
【００２４】
　なお、図５からわかるように、アーム部２０の各嵌込用凸部２５の各両端部には、それ
ぞれカム面２４から当該嵌込用凸部２５にかけて徐々に迫り上がるかたちのテーパ加工が
施されている。また、図６からわかるように、アーム部用カム部材４０の各嵌込用凹部４
２の各両端部にも、当該各嵌込用凹部４２からアーム部用カム部材４０端部にかけて徐々
に迫り上がるかたちのテーパ加工が施されている。このアーム部２０及びアーム部用カム
部材４０にそれぞれ設けられたテーパ加工により、各嵌込用凸部２５と各嵌込用凹部４２
との嵌込及び嵌込の解除が、ユーザに対して適度な操作感（クリック感）を与えながらス
ムーズに行うことを可能としている。
【００２５】
　次に、図５に示すアーム部２０の説明に戻り、当該アーム部２０は、上記各嵌込用凸部
２５の外周面を、シャフト挿入孔２１の径方向に対して直交する方向に略延長するかたち
で設けられた、一対の嵌込用凹部２６を有している。この嵌込凹部２６には、後述するス
ラストカムの嵌込用凸部（図８の符号７７）が嵌込するようになっている。
【００２６】
　また、このアーム部２０他方の端面には、当該アーム部２０の回転位置が所定の回転位
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置となった際に、後述するワッシャストッパ（図３の符号３０）と当接することで、該ア
ーム部２０の回動を停止させるためのストッパ２７が設けられている。
【００２７】
　このようなアーム部２０は、シャフト挿入孔２１に第１のシャフト部材１１を挿入する
ことで、図４に示すワッシャストッパ係止部１６とアーム部用カム部材係止部１７との間
に位置するように設けられる。
【００２８】
　図４からわかるように、第１のシャフト部材１１のワッシャストッパ係止部１６とスラ
ストカム係止部１７との間には、当該第１のシャフト部材１１に設けられた部品に対する
外周方向の回動を規制するための加工は施されていない。このため、第１のシャフト部材
１１のワッシャストッパ係止部１６とスラストカム係止部１７との間に設けられるアーム
部２０は、第１のシャフト部材１１の外周方向に沿って回動自在に設けられることとなる
。そして、このように第１のシャフト部材１１にアーム部２０を設けた状態において、図
３に示すように第１のシャフト部材１１のワッシャストッパ係止部１６にワッシャストッ
パ３０を設けることで、アーム部２０が第１のシャフト部材１１に対して、回動可能かつ
脱落しない状態で設けられている。
【００２９】
〔横開き機構の構成〕
　次に、上記横開き機構６は、図２に示したように当該携帯電話機を横開き状態とする際
の回転軸となる第２のシャフト部材１２を、図３に示すヒンジ固定部５１により回動可能
に支持することで構成されている。このヒンジ固定部５１は、固定部５０を介して下部筐
体２にネジ止めされるようになっている。なお、第２のシャフト部材１２は、例えばステ
ンレス鋼、鉄、アルミニウム等の金属部材やＡＢＳ樹脂等の硬化プラスチック部材等によ
り形成されている。
【００３０】
（回転規制用カム部材の構成）
　第２のシャフト部材１２には、図３に示すようにシャフト接続部材１３を挟んで一対の
回転規制用カム部材５２が設けられている。図７に、この回転規制用カム部材５２の斜視
図を示す。この図７からわかるように、この回転規制用カム部材５２は、小径のリング状
部材５３及び大径のリング状部材５４を、それぞれ同軸となるように積層して一体成型し
た形状を有しており、その中心には、各リング状部材５３、５４を連通するかたちで、第
２のシャフト部材１２を挿入するための挿入孔部５５が設けられている。
【００３１】
　大径のリング状部材５４において、小径のリング状部材５３が設けられた面側に対して
反対側の面側には、図３に示すヒンジ固定部５１に設けられた複数の係止溝部６０にそれ
ぞれ嵌込する複数の爪部６１が設けられている。
【００３２】
　また、小径のリング状部材５３は、その外周面の２箇所を、当該小径のリング状部材５
３の一端部５３ａから大径のリング状部材５４にかけて切り落とし加工することで形成さ
れた第１の当接面部５６及び第２の当接面部５７を有している。この第１の当接面部５６
及び第２の当接面部５７は、小径のリング状部材５３の径方向の厚み（＝挿入孔部５５の
外周から当該小径のリング状部材５３の外周までの間の長さ）が変化するように設けられ
ている。
【００３３】
　換言すると、第１の当接面部５６は、回転規制用カム部材５２の中心Ｐから小径のリン
グ状部材５３の外周までの間の距離が、例えば３ｍｍとなるように形成されており、第２
の当接面部５７は、回転規制用カム部材５２の中心Ｐから小径のリング状部材５３の外周
までの間の距離が、例えば４ｍｍとなるように形成されている。
【００３４】
　後述するが、第１の当接面部５６は、上部筐体１及び下部筐体２が閉状態である場合に
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、図３に示すスラストカム７０の当接面部７１と当接する面部となっており、第２の当接
面部５７は、当該携帯電話機を図２に示す横開きとした場合において、上部筐体１及び下
部筐体２の開成角度が例えば１３０度等の所定の角度となった際に、図３に示すスラスト
カム７０の当接面部７１と当接する面部となっている。
【００３５】
　すなわち、各回転規制用カム部材５２は、図３に示すようにヒンジ固定部５１に設けら
れた各係止溝部６０に、該各回転規制用カム部材５２に設けられた各爪部６１を嵌込させ
ることで、ヒンジ固定部５１に固定されるのであるが、この際、上部筐体１及び下部筐体
２が閉状態である場合に、第１の当接面部５６が、図３に示すスラストカム７０の当接面
部７１に当接するように、また、上部筐体１及び下部筐体２が図２に示す横開き状態であ
る場合に、第２の当接面部５７が、図３に示すスラストカム７０の当接面部７１に当接す
るように、各回転規制用カム部材５２がヒンジ固定部５１に固定して設けられている。
【００３６】
〔スラストカムの構成〕
　次に、上記縦開き機構５に設けられているスラストカム７０の説明をする。図８に、ス
ラストカム７０の斜視図を、図９に、二軸ヒンジ部３を第１のシャフト部材１１の長手方
向に沿って切断した状態の断面図を示す。この図８及び図９からわかるように、スラスト
カム７０は、第１のシャフト部材１１が挿入されるシャフト挿入用孔部７２を備えた略有
底円筒形状を有している。そして、図９に示すように、有底面部７５側が第２のシャフト
部材１２側となり、開放面部７６側がアーム部２０側となるように、シャフト挿入用孔部
７２に第１のシャフト部材１１を挿入することで、該第１のシャフト部材１１に設けられ
ている。また、スラストカム７０は、その内部にスプリング８０を収納するかたちで、第
１のシャフト部材１１に設けられるようになっている。
【００３７】
　すなわち、この二軸ヒンジ部３を組み立てる場合、有底面部７５が第２のシャフト部材
１２側となるように、第１のシャフト部材１１に対してスラストカム７０のシャフト挿入
用孔部７２を挿通させて設ける。次に、この状態で、第１のシャフト部材１１にスプリン
グ８０を挿通することで、スラストカム７０内にスプリング８０を収納する。そして、ア
ーム部用カム部材４０、アーム部２０及びワッシャストッパ３０を、順に第１のシャフト
部材１１に設ける。これにより、スラストカム７０は、スプリング８０の一端部を介した
付勢力により、第２のシャフト部材１２方向に付勢された状態で第１のシャフト部材１１
に設けられることとなる。また、アーム部用カム部材４０は、このスプリング８０の他端
部を介した付勢力により、アーム部２０方向に付勢された状態で第１のシャフト部材１１
に設けられる。すなわち、この一つのスプリング８０は、一端部を介してスラストカム７
０を第２のシャフト部材１２方向に付勢すると共に、他端部を介してアーム部用カム部材
４０をアーム部２０側に付勢するように機能している。
【００３８】
　図８において、スラストカム７０の径の長さは、図３に示すようにシャフト接続部材１
３を挟んで設けられる２つの回転規制用カム部材５２の設置間距離の長さと、略々同じ長
さとなっている。
【００３９】
　また、このスラストカム７０は、シャフト挿入用孔部７２に第１のシャフト部材１１を
挿入した状態において、図７に示した上記各回転規制用カム部材５２の小径のリング状部
材５３に対する当接面部７１の当接を可能とする切り欠き加工が施されている。換言する
と、このスラストカム７０は、一対の突出部７３を形成するように切り欠き加工が施され
ており、この各突出部７３の厚みｄは、図７に示す各回転規制用カム部材５２の小径のリ
ング状部材５３の厚みｄと、略々同じ厚みとなっている。
【００４０】
　このため、スラストカム７０のシャフト挿入用孔部７２に第１のシャフト部材１１を挿
入すると、図３に示すようにスラストカム７０の各突出部７３が、シャフト接続部材１３
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及び各回転規制用カム部材５２の大径のリング状部材５４で挟持される状態で、当該スラ
ストカム７０が第１のシャフト部材１１に設けられるようになる。
【００４１】
　一方、図８に示すように、このスラストカム７０の開放面部７６側には、一対の嵌込用
凸部７７が設けられている。この各嵌込用凸部７７は、図５に示したアーム部２０の一対
の嵌込用凹部２６にそれぞれ嵌込するようになっている。
【００４２】
　すなわち、図８に示すスラストカム７０の各当接面部７１は、当該携帯電話機が閉状態
の場合、図３に示すように各回転規制用カム部材５２の小径のリング状部材５３に設けら
れている第１の当接面部５６に当接しているのであるが、当該携帯電話機を横開きとする
と、上部筐体１と下部筐体２との間の開成角度が例えば１３０度等の所定の開成角度とな
った際に、スラストカム７０の各当接面部７１が、各回転規制用カム部材５２の小径のリ
ング状部材５３に設けられている第２の当接面部５７に当接する状態となる。
【００４３】
　図７を用いて説明したように、回転規制用カム部材５２の中心Ｐから小径のリング状部
材５３の第１の当接面部５６までの距離は例えば３ｍｍ（肉薄）、回転規制用カム部材５
２の中心Ｐから小径のリング状部材５３の第２の当接面部５７までの距離は例えば４ｍｍ
（肉厚）となっている。このため、スラストカム７０の各当接面部７１が、各回転規制用
カム部材５２の第１の当接面部５６に当接している状態（＝当該携帯電話機の閉状態）か
ら、スラストカム７０の各当接面部７１が、各回転規制用カム部材５２の第２の当接面部
５６に当接する状態（＝当該携帯電話機が横開きで例えば１３０度程度開成された状態）
に遷移すると、肉厚となっている第２の当接面部５７の部分で、スラストカム７０がアー
ム部２０方向に押し込まれ、スプリング８０の付勢力に逆らって該スラストカム７０がア
ーム部２０方向に移動し、図８に示すスラストカム７０の各嵌込用凸部７７が、図５に示
すアーム部２０の各嵌込用凹部２６に嵌込する。これにより、当該携帯電話機の横開きに
おける、上部筐体１及び下部筐体２の開成角度が、上記１３０度等の所定の開成角度で規
制されるようになっている。
【００４４】
［携帯電話機の開閉動作］
　次に、このような二軸ヒンジ部３に基づく当該第１の実施例の携帯電話機の開閉動作を
説明する。
【００４５】
〔縦開き動作〕
　まず、当該携帯電話機を、上部筐体１及び下部筐体２が略々重なり合っている状態であ
る閉状態から、図１に示す縦開き状態とする際の二軸ヒンジ部３の動作を説明する。この
場合、ユーザは、例えば上部筐体１を右手で把持すると共に、下部筐体２を左手で把持し
、右手を押し上げるようなかたちで上部筐体１に力を加える。これにより、二軸ヒンジ部
３の第１のシャフト部材１１を回転軸としてアーム部２０が回動すると共に、上部筐体１
が縦方向（＝各筐体１，２の長手方向）に回動し、当該携帯電話機が図１に示す縦開き状
態となる。
【００４６】
　ここで、図１に示すようにアーム部２０は上部筐体１にネジ止めされている。このため
、上部筐体１を上述のように回動させると、アーム部２０は、図１０の矢印Ａ方向に回動
されることとなる。上述のように、図５に示したアーム部２０のカム面２４には、図６に
示したアーム部用カム部材４０が、スプリング８０の付勢力により当接されている。当該
携帯電話機が閉状態時には、アーム部２０のカム面２４に設けられている各嵌込用凸部２
５が、アーム部用カム部材４０の各嵌込用凹部４２にそれぞれ嵌込した状態となっている
のであるが、上部筐体１を上記縦方向に回転させると、アーム部２０の各嵌込用凸部２５
が、スプリング８０の付勢力に逆らってアーム部用カム部材４０を押圧することで、該ア
ーム部用カム部材４０を図１０に示す第１のシャフト部材１２方向に移動させ、該アーム
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部２０の各嵌込用凸部２５が、図６に示す各嵌込用凹部４２の間である凸部４３に乗り上
げた状態となる。
【００４７】
　次に、この状態から、上部筐体１をさらに上記縦方向に回転させ、上部筐体１と下部筐
体２との開成角度が例えば１７０度程度となると、アーム部２０の各嵌込用凸部２５が、
アーム部用カム部材４０の各嵌込用凹部４２に、再度、嵌込する。これにより、上部筐体
１と下部筐体２との開成角度が例えば１７０度程度で規制され、当該携帯電話機が、図１
に示す縦開き状態となる。
【００４８】
　アーム部用カム部材４０には、スプリング８０による付勢力が加えられているため、各
嵌込用凸部２５と各嵌込用凹部４２が再嵌込する際には、「カチッ」という、いわゆるク
リック音が発生する。このクリック音により、ユーザは、当該携帯電話機が縦開き状態と
なったことを認識することとなる。
【００４９】
　なお、当該携帯電話機を、この縦開き状態から閉状態に戻すように上部筐体１を回動さ
せた場合、縦開き状態時において嵌込しているアーム部２０の各嵌込用凸部２５とアーム
部用カム部材４０の各嵌込用凹部４２との該嵌込が一旦解除され、該アーム部２０の各嵌
込用凸部２５が、図６に示す各嵌込用凹部４２の間である凸部４３に乗り上げる状態を介
して、当該携帯電話機が閉状態となった際に、該アーム部２０の各嵌込用凸部２５とアー
ム部用カム部材４０の各嵌込用凹部４２とが、再度、嵌込する。
【００５０】
　ここで、上部筐体１と下部筐体２との開成角度が例えば１７０度程度となると、図１０
に示すアーム部２０に設けられたストッパ２７が、第１のシャフト部材１１に設けられた
ワッシャストッパ３０のストッパ３１に対して極近接する位置まで移動する。そして、ユ
ーザが、上部筐体１と下部筐体２との開成角度を１７０度以上に開成操作しようとすると
、アーム部２０に設けられたストッパ２７が、第１のシャフト部材１１に設けられたワッ
シャストッパ３０のストッパ３１に当接し、このユーザの開成操作を規制する。これによ
り、上部筐体１と下部筐体２との開成角度を１７０度＋１度～３度程度に規制することが
でき、ユーザの無理な開成操作で当該携帯電話機が破損する不都合を防止することができ
る。
【００５１】
　また、このように当該携帯電話機の縦開き時には、スラストカム７０の各突出部７３の
各当接面部７１は、図１１に示すように回転規制用カム部材５２の小径のリング状部材５
３に設けられている第１の当接面部５６（＝上記中心Ｐからの距離が短い方の当接面部：
図７参照）に当接しており、スラストカム７０の各突出部７３は、図１１に示すように回
転規制用カム部材５２の大径のリング状部材５４により挟持された状態となる。
【００５２】
　これにより、当該携帯電話機の縦開き時において、ユーザが、当該携帯電話機を横開き
状態とする力を上部筐体１（或いは下部筐体２）に加えても、上述のように回転規制用カ
ム部材５２の大径のリング状部材５４により各突出部７３が挟持されたスラストカム７０
により、この縦開き時における当該携帯電話機の横開きが規制される。このため、当該携
帯電話機の縦開き状態とした際に、当該携帯電話機を横開き状態とする力が加えられるこ
とで、二軸ヒンジ部３が破損する不都合を防止することができる。
【００５３】
〔横開き動作〕
　次に、当該携帯電話機を、上部筐体１及び下部筐体２が略々重なり合っている状態であ
る閉状態から、図２に示す横開き状態とする際の二軸ヒンジ部３の動作を説明する。この
場合、ユーザは、二軸ヒンジ部３が上位置となるように、例えば左手の掌上に当該携帯電
話機を横長の状態で置き、上部筐体１を右手で把持すると共に、下部筐体２を左手で把持
し、右手を押し上げるようなかたちで上部筐体１に力を加える。これにより、第２のシャ
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フト部材１２を回転軸として上部筐体１が横方向（＝各筐体１，２の短手方向）に回動し
、当該携帯電話機が図２に示す横開き状態となる。
【００５４】
　ここで、図１に示すようにアーム部２０は上部筐体１にネジ止めされている。このため
、上部筐体１を上述のように回動すると、アーム部２０を介して第１のシャフト部材１１
が、図１０の矢印Ｂ方向に回動されることとなる。
【００５５】
　図７を用いて説明したように、回転規制用カム部材５２の中心Ｐから小径のリング状部
材５３の第１の当接面部５６までの距離は例えば３ｍｍ（肉薄）、回転規制用カム部材５
２の中心Ｐから小径のリング状部材５３の第２の当接面部５７までの距離は例えば４ｍｍ
（肉厚）となっている。そして、当該携帯電話機の閉状態時には、第１のシャフト部材１
１に設けられている図８に示すスラストカム７０の各当接面部７１は、図１１に示すよう
に各回転規制用カム部材５２の小径のリング状部材５３に設けられている第１の当接面部
５６に当接している。このため、この閉状態時には、スラストカム７０がスプリング８０
の付勢力により第２のシャフト部材１２側に移動しており、以下に説明するスラストカム
７０の各嵌込用凸部７７と、図５に示すアーム部２０の各嵌込用凹部２６との嵌込が解除
された状態となっている。
【００５６】
　これに対して、当該携帯電話機を横開きとすることで、上部筐体１と下部筐体２との間
の開成角度が例えば１３０度程度となると、スラストカム７０の各当接面部７１が、上記
小径のリング状部材５３の第２の当接面部５７が設けられている位置まで移動し、該各当
接面部７１が該各第２の当接面部５７に当接する状態となる。
【００５７】
　スラストカム７０の各当接面部７１が上記小径のリング状部材５３の第２の当接面部５
７に当接した状態となると、肉厚となっている第２の当接面部５７の部分で、スラストカ
ム７０が、図１１に矢印Ｃで示すようにアーム部２０方向に押し込まれ、スプリング８０
の付勢力に逆らって該スラストカム７０がアーム部２０方向に移動する。これにより、図
８に示すスラストカム７０の各嵌込用凸部７７と、図５に示すアーム部２０の各嵌込用凹
部２６とが嵌込した状態となり、上部筐体１及び下部筐体２の開成角度が上記１３０度程
度の開成角度で規制され、当該携帯電話機が図２に示す横開き状態となる。
【００５８】
　ここで、アーム部２０は、ワッシャストッパ３０により、第１のシャフト部材１１から
の抜け落ちが防止されている。このため、ユーザが、上部筐体１と下部筐体２との開成角
度を１３０度以上に開成操作しようとすると、アーム部２０がスラストカム７０の上記矢
印Ｃ方向への移動路上の壁となり、上記１３０度以上のスラストカム７０の移動を規制す
る。これにより、上部筐体１と下部筐体２との開成角度を上記１３０度＋１度～３度程度
に規制することができ、ユーザの無理な開成操作で当該携帯電話機が破損する不都合を防
止することができる。
【００５９】
　また、このような当該携帯電話機の横開き時には、上述のようにスラストカム７０の各
嵌込用凸部７７が、アーム部２０の各嵌込用凹部２６に嵌込した状態となっている。この
ため、当該携帯電話機の横開き時において、ユーザが、当該携帯電話機を縦開き状態とす
る力を上部筐体１（或いは下部筐体２）に加えても、上記アーム部２０の各嵌込用凹部２
６に各嵌込用凸部７７を嵌込させたスラストカム７０により、この横開き時における当該
携帯電話機の縦開きが規制される。これにより、当該携帯電話機を横開き状態とした際に
、当該携帯電話機を縦開き状態とする力が加えられることで、二軸ヒンジ部３が破損する
不都合を防止することができる。
【００６０】
　なお、当該携帯電話機を、この横開き状態から閉状態に戻すように上部筐体１を回動さ
せた場合、スラストカム７０の各当接面部７１が、上記小径のリング状部材５３の第１の
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当接面部５６が設けられている位置まで移動し、当該携帯電話機が閉状態となった際に、
該各当接面部７１が該各第１の当接面部５６に当接した状態に戻る。これにより、スラス
トカム７０が、スプリング８０の付勢力により第２のシャフト部材１２側に戻され、横開
き状態時において嵌込しているスラストカム７０の各嵌込用凸部７７と、アーム部２０の
各嵌込用凹部２６との該嵌込が解除される。
【００６１】
［ケーブルの挿通構成］
　次に、このような縦開き及び横開きを可能とする二軸ヒンジ部３は、それぞれ円筒形状
を有する第１のシャフト部材１１及び第２のシャフト部材１２の内孔を介して、図１２に
示すようにケーブル９０の配線が可能となっている。具体的には、図９の断面図に示すよ
うに、第１のシャフト部材１１は、当該第１のシャフト部材１１の延設方向に連通する孔
部を有しており、同様に、第２のシャフト部材１２も、当該第２のシャフト部材１２の延
設方向に連通する孔部を有している。
【００６２】
　また、第２のシャフト部材１２は、外周部のうち、第１のシャフト部材１１との接続を
図る部分に、当該第２のシャフト部材１２の孔部を第１のシャフト部材１１の孔部と連通
させるための連通用孔部９１を有している。このため、第２のシャフト部材１２をシャフ
ト接続部材１３に挿入すると、第２のシャフト部材１２の孔部が、該第２のシャフト部材
１２の外周部に設けられている連通用孔部９１を介して、第１のシャフト部材１１の孔部
に接続され、図１２からわかるように全体として略Ｔ字状の連通孔部が形成されることと
なる。そして、図１２に示すように各シャフト部材１１，１２の各孔部を介して、１本或
いは複数本のケーブル９０を配線することが可能となる。
【００６３】
　これにより、例えば上部筐体１側に設けられた表示部等の電気部品と、下部筐体２に設
けられた回路基板等の電気部品とを、各シャフト部材１１，１２の各孔部を介したケーブ
ル９０により、相互に電気的に接続することを可能とすることができる。また、各シャフ
ト部材１１，１２の各孔部を介してケーブル９０を配線することができるため、当該携帯
電話機における縦開き動作時や横開き動作時におけるケーブル９０の捻れや切断等の不都
合を防止することができる。
【００６４】
［第１の実施例の効果］
　以上の説明から明らかなように、この第１の実施例の携帯電話機は、スプリング８０の
他端部を介した付勢力により、当該携帯電話機の縦開き方向の回転位置規制を行うための
アーム部用カム部材４０をアーム部２０に当接させると共に、このスプリング８０の一端
部を介した付勢力により、スラストカム７０を、当該携帯電話機の横開き方向の回転位置
規制を行うための回転規制用カム部材５２に当接させている。これにより、一つのスプリ
ング８０を用いて、当該携帯電話機の縦開き方向の回転位置規制、及び横開き方向の回転
位置規制を可能とすることができる。
【００６５】
　すなわち、従来、縦開き方向及び横開き方向の各回転位置規制のためにそれぞれ必要と
していたスプリングを、一つのスプリング８０で兼用することができる。このため、従来
、必要としていた２つ分のスプリングの設置スペースを、上記スプリング８０の設置スペ
ースのみに削減することができる。従って、二軸ヒンジ部３自体を小型化することができ
、当該二軸ヒンジ部３が設けられた当該実施例の携帯電話機の小型化を図ることができる
。
【００６６】
　次に、本発明の第２の実施例となる携帯電話機の説明をする。上述の第１の実施例の携
帯電話機は、２つ（一対）の回転規制用カム部材を有するものであったが、この第２の実
施例の携帯電話機は、必要とする回転規制用カム部材を一つに削減すると共に、さらなる
小型化を図った二軸ヒンジ部を備えた携帯電話機となっている。
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【００６７】
［第２の実施例の携帯電話機の構成］
　図１３に、この本発明を適用した第２の実施例となる携帯電話機の閉状態の斜視図を、
図１４に、この本発明を適用した第２の実施例となる携帯電話機の縦開き状態の斜視図を
、図１５に、この第２の実施例となる携帯電話機の横開き状態の斜視図を、それぞれ示す
。この図１３～図１５に示すように、この第２の実施例となる携帯電話機は、液晶表示部
や有機ＥＬ表示部（Organic Electro Luminescence）等の表示部が設けられる上部筐体１
０１と、回転操作キーや数字キー等の操作部が設けられる下部筐体１０２と、上部筐体１
０１及び下部筐体１０２を、それぞれ略直交する回転軸に沿って縦方向（＝縦開き状態）
及び横方向（＝横開き状態）に開閉可能とする二軸ヒンジ部１０３とを有している。
【００６８】
〔二軸ヒンジ部の構成〕
　二軸ヒンジ部１０３は、図１６に示すように略棒状の第１のシャフト部材１１１等を備
えた縦開き機構１１２と、第２のシャフト部材１１３等を備えた横開き機構１１４とを有
している。
【００６９】
〔縦開き機構の構成〕
　縦開き機構１１２の第１のシャフト部材１１１の一端部は、図１７に示すようにシャフ
ト接続部材１００により、横開き機構１１４の第２のシャフト部材１１３の一端部に接続
されている。詳しくは、各シャフト部材１１１，１１３は、該各シャフト部材１１１、１
１３が略直交するように互いの一端部同士を接続することで、全体的に略Ｌ字形状を有す
るように上記シャフト接続部材１００により接続されている。
【００７０】
　なお、この第１のシャフト部材１１１、第２のシャフト部材１１３、及びシャフト接続
部材１００は、例えばステンレス鋼、鉄、アルミニウム等の金属部材やＡＢＳ樹脂等の硬
化プラスチック部材等により一体成形されている。
【００７１】
　このような第１のシャフト部材１１１を回転軸とする縦開き機構１１２は、図１４に示
したように当該携帯電話機を縦開き状態とする機構となっており、図１６に示すように、
この第１のシャフト部材１１１に対して、下部筐体１０２にネジ止めされる縦開き用アー
ム部１１５と、当該携帯電話機の横開き時における開成角度を１３０度程度で規制するた
めのスラストカム１１６と、当該携帯電話機の縦開き時における開成角度を１７０度程度
で規制するためのストッパ１１７と、上記スラストカム１１６の第１のシャフト部材１１
１に沿った移動を制御するためのスライドキー１３７とを設けることで形成されている。
【００７２】
（スラストカムの構成）
　図１８（ａ）に、スラストカム１１６を右斜め上から見た状態の斜視図を、図１８（ｂ
）に、スラストカム１１６を裏面側から見た状態の斜視図を、それぞれ示す。この図１８
（ａ）及び図１８（ｂ）からわかるように、スラストカム１１６は、第１のシャフト部材
１１１が挿入されるシャフト挿入用孔部１１８を備えた略有底円筒形状を有している。そ
して、図１６に示すように、このスラストカム１１６は、有底面部１１９側が第１及び第
２のシャフト部材１１１，１１３の接続部側となり、開放面部１２０側が縦開き用アーム
部１１５側となるように、シャフト挿入用孔部１１８に第１のシャフト部材１１１を挿入
することで、該第１のシャフト部材１１１に設けられている。
【００７３】
　また、このスラストカム１１６は、第１のシャフト部材１１１の直径よりも若干大きめ
の径となっている孔部を備えた１枚或いは複数枚の略円板状の皿バネ（図示せず）を、当
該スラストカム１１６の内部に収納したうえで、第１のシャフト部材１１１に設けられる
ようになっている。
【００７４】
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　また、このスラストカム１１６は、有底面部１１９側に、当該有底面部１１９側から開
放面部１２０の方向に対する反対方向へ突出するように設けられた一対の突出部（嵌込用
凸部）１２１ａ、１２１ｂを有している。この各突出部１２１ａ、１２１ｂ間の距離は、
図１７に示すシャフト接続部材１００に設けられている一対の嵌込用凹部１１１ｂの間の
距離と略々同じ距離となっている。そして、スラストカム１１６の各突出部１２１ａ、１
２１ｂは、このシャフト接続部材１００に設けられている各嵌込用凹部１１１ｂとそれぞ
れ嵌込するようになっている。
【００７５】
　また、このスラストカム１１６は、開放面部１２０側に、当該開放面部１２０側から有
底面部１１９の方向に対する反対方向へ突出するように設けられた一対の突出部（嵌込用
凸部）１２３ａ、１２３ｂを有している。この各突出部１２３ａ、１２３ｂ間の距離は、
縦開き用アーム部１１５に設けられている一対の嵌込用凹部１２４の間の距離と略々同じ
距離となっている。そして、スラストカム１１６の各突出部１２３ａ、１２３ｂは、この
縦開き用アーム部１１５に設けられている一対の嵌込用凹部１２４とそれぞれ嵌込するよ
うになっている。
【００７６】
　後述するが、スラストカム１１６に設けられている各突出部１２１ａ、１２１ｂ、及び
各突出部１２３ａ、１２３ｂのうち、有底面部１１９側に設けられている各突出部１２１
ａ、１２１ｂは、図１３に示す当該携帯電話機の閉成時、及び図１４に示す当該携帯電話
機の縦開き時に、シャフト接続部材１００に設けられている各嵌込用凹部１１１ｂとそれ
ぞれ嵌込するようになっている。そして、図１５に示す当該携帯電話機の横開き時には、
このスラストカム１１６の各突出部１２１ａ、１２１ｂとシャフト接続部材１００に設け
られている各嵌込用凹部１１１ｂとの嵌込が解除されるようになっている。
【００７７】
　反対に、スラストカム１１６の開放面部１２０側に設けられている各突出部１２３ａ、
１２３ｂは、図１５に示す当該携帯電話機の横開き時に、縦開き用アーム部１１５に設け
られている各嵌込用凹部１２４（図１９参照）と嵌込し、図１３に示す当該携帯電話機の
閉成時、及び図１４に示す当該携帯電話機の縦開き時には、この縦開き用アーム部１１５
に設けられている各嵌込用凹部１２４との嵌込が解除されるようになっている。
【００７８】
　また、このスラストカム１１６の有底面部１１９側に設けられている各突出部１２１ａ
、１２１ｂのうち、一方の突出部１２１ｂ側には、図１８（ａ）に示すように当該二軸ヒ
ンジ部１１６内に配線されるケーブルの挟み込みを防止するための切り欠き部１２２が設
けられている。
【００７９】
　後述するが、当該二軸ヒンジ部１１６の第１のシャフト部材１１１及び第２のシャフト
部材１１３は、それぞれ空洞となっており、該二軸ヒンジ部１１６は、この各シャフト部
材１１１，１１３内にケーブルを配線可能となっている。また、当該携帯電話機の閉成時
（図１３参照）及び縦開き時（図１４参照）には、スラストカム１１６が各シャフト部材
１１１，１１３の接続部方向に移動することで、該スラストカム１１６の各突出部１２１
ａ、１２１ｂと、シャフト接続部材１００に設けられている各嵌込用凹部１１１ｂとがそ
れぞれ嵌込するようになっている。
【００８０】
　このため、このスラストカム１１６が各シャフト部材１１１，１１３の接続部方向に移
動した際に、各シャフト部材１１１，１１３内に配線されたケーブルを、該スラストカム
１１６の突出部で挟み込まないように、該ケーブルを挟み込む恐れのある上記突出部１２
１ｂ側にのみ上記切り欠き部１２２を設け、ケーブルの挟み込みを防止するようになって
いる。
【００８１】
（縦開き用アーム部の構成）
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　次に、図１９に縦開き用アーム部１１５の斜視図を示す。この図１９からわかるように
、縦開き用アーム部１１５は、図１３～図１５に示すように当該縦開き用アーム部１１５
を下部筐体１０２に固定するための一対のネジ孔１２５を備えた平板形状の取り付け部１
２６を有している。また、この縦開き用アーム部１１５は、第１のシャフト部材１１１を
挿入するためのシャフト挿入用孔部１２７を備えたシャフト回動支持部１２８を有してい
る。このシャフト回動支持部１２８は、平板形状の取り付け部１２６に対して略垂直方向
に起立するかたちで、該取り付け部１２６と一体的に形成されている。
【００８２】
　また、シャフト挿入用孔部１２７は略真円形状を有している。このため、シャフト挿入
用孔部１２７に挿入された第１のシャフト部材１１１は、当該シャフト挿入用孔部１２７
内を回動自在となっている。
【００８３】
　シャフト回動支持部１２８は、上記シャフト挿入用孔部１２７の外周に沿った一対の嵌
込用凹部１２４を有している。この嵌込用凹部１２４に対して、スラストカム１１６の各
突出部１２３ａ、１２３ｂが、図１５に示す当該携帯電話機の横開き時において、それぞ
れ嵌込するようになっている。
【００８４】
　また、シャフト回動支持部１２８は、スラストカム１１６が装着される側の面部である
スラストカム対向面部１２９側に、それぞれ相対する位置に設けられた一対の凸部１３０
を有している。また、スラストカム対向面部１２９は、この各凸部１３０以外の部分は、
凹部１３１となっている。すなわち、スラストカム対向面部１２９は、一対の凸部１３０
と一対の凹部１３１とを有している。この各凸部１３０及び各凹部１３１には、以下に説
明するクリックカムの各凹部及び各凸部がそれぞれ嵌込するようになっている。
【００８５】
（クリックカムの構成）
　次に、図２０に、クリックカム１３２の斜視図を示す。このクリックカム１３２は、第
１のシャフト部材１１１が挿入されるシャフト挿入用孔部１３３を備えた略円板形状を有
している。このクリックカム１３２の径は、図１８（ｂ）に示すスラストカム１１６の開
放面部１２０側の径よりも若干小さめの径を有しており、シャフト挿入用孔部１３３にシ
ャフト部材１１１を挿入した状態で、上述の皿バネと共にスラストカム１１６内に収納さ
れるようになっている。
【００８６】
　また、シャフト挿入用孔部１３３は、例えば５角形、８角形等の多角形形状を有してい
る。後述するが、このシャフト挿入用孔部１３３には、第１のシャフト部材１１１の、多
角形形状に加工された部分が挿入される。このため、クリックカム１３２は、第１のシャ
フト部材１１１の回動方向に沿って回動するようになっている。
【００８７】
　また、このクリックカム１３２において、上記縦開き用アーム部１１５のスラストカム
対向面部１２９（図１９参照）に相対向する面部であるカム面部１３４には、それぞれ相
対する位置に設けられた一対の凸部１３５を有している。また、このカム面部１３４にお
いて、上記各凸部１３５以外の部分は、凹部１３６となっている。すなわちカム面部１３
４は、一対の凸部１３５と一対の凹部１３６とを有している。このカム面部１３４の各凸
部１３５は、図１９に示した縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設
けられている各凹部１３１と嵌込し、該カム面部１３４の各凹部１３６は、図１９に示し
た縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凸部１３０
と嵌込するようになっている。
【００８８】
　このようなクリックカム１３２は、上述の皿バネと共にスラストカム１１６内に収納さ
れることで、この皿バネの付勢力により、縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面
部１２９に対して、当該クリックカム１３２のカム面部１３４が付勢されている。また、
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このクリックカム１３２は、上述のように第１のシャフト部材１１１と共に回動する。こ
のため、当該携帯電話機の縦開き時において、第１のシャフト部材１１１が回動すると、
この回動状態に従って、クリックカム１３２のカム面部１３４の各凸部１３５及び各凹部
１３６と、縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９の各凸部１３０及び各
凹部１３１との嵌込、及び嵌込解除が繰り返され、クリックカム１３２のカム面部１３４
の各凸部１３５が、縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９の各凹部１３
１に嵌込する際に、「カチッ」という、いわゆるクリック音が発生するようになっている
。
【００８９】
（スライドキーの構成）
　次に、図２１に、スライドキー１３７の斜視図を示す。この図２１からわかるように、
スライドキー１３７は、大きな略「コの字」状の第１の平板部材１３８上に、小さな略「
コの字」状の第２の平板部材１３９を重ねて一体形成した形状を有している。このため、
小さな略「コの字」状の第２の平板部材１３９は、大きな略「コの字」状の第１の平板部
材１３８から突出しており、当該スライドキー１３７の一端部１４０は略「Ｌ字」状に、
また、当該スライドキー１３７の他端部１４１は略「逆Ｌ字」状となっている。
【００９０】
　このようなスライドキー１３７は、上記略「コの字」状を形成する一対の片部が挿入片
部１４２となっており、この挿入片部１４２を、以下に説明するシャフト接続部材１００
のスライド溝部（図１７、図２２及び図２３の符号１４３）に挿入することで、該第１の
シャフト部材１１１に沿って設けられるようになっている。
【００９１】
　図２２は、第１のシャフト部材１１１を側面側から見た斜視図であり、図２３は、第１
のシャフト部材１１１を背面側（＝第１シャフト部材１１１と第２のシャフト部材１１３
との接続部側）から見た斜視図である。この図２２及び図２３からわかるように、第１の
シャフト部材１１１と第２のシャフト部材１１３とを接続するシャフト接続部材１００に
は、該第１のシャフト部材１１１の長手方向に沿った一対のスライド溝部１４３が設けら
れている。
【００９２】
　各スライド溝部１４３は、上記スライドキー１３７の各挿入片部１４２をそれぞれスラ
イド挿入可能なように「Ｌ字」状、或いは「逆Ｌ字」状の溝部となっている。スライドキ
ー１３７の各挿入片部１４２は、図２２に示すように、当該スライドキー１３７の一端部
１４０及び他端部１４１から各スライド溝部１４３に挿入されるのであるが、この際、挿
入されたスライドキー１３７の各挿入片部１４２が第１のシャフト部材１１１の上下に位
置するように、各スライド溝部１４３は第１のシャフト部材１１１の長手方向に沿って形
成されている。
【００９３】
　なお、上述のように各スライド溝部１４３は、「Ｌ字」状、或いは「逆Ｌ字」状の溝部
となっているため、スライドキー１３７の各挿入片部１４２を該各スライド溝部１４３に
スライド挿入すると、該スライドキー１３７は、この各スライド溝部１４３に沿って第１
のシャフト部材１１１の長手方向にのみ移動可能なように、該第１のシャフト部材１１１
に固定される。
【００９４】
　後述するが、このスライドキー１３７は、図１５に示す当該携帯電話機の横開き時に、
スラストカム１１６を縦開き用アーム部１１５側に移動させて、該スラストカム１１６の
各突出部１２３ａ、１２３ｂを、縦開き用アーム部１１５の嵌込用凹部に嵌込させて、当
該携帯電話機の横開き時における開成角度を例えば１３０度程度に規制するようになって
いる。
【００９５】
（ストッパの構成）
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　次に、図２４にストッパ１１７の斜視図を示す。この図２４からわかるように、ストッ
パ１１７は、第１のシャフト部材１１１が挿入されるシャフト挿入用孔部１４４を有する
略円板形状を有している。シャフト挿入用孔部１４４は、多角形形状を有している。後述
するが、このシャフト挿入用孔部１４４には、第１のシャフト部材１１１の、多角形形状
に加工された部分が挿入される。このため、ストッパ１１７は、第１のシャフト部材１１
１の回動方向に沿って回動するようになっている。
【００９６】
　また、このストッパ１１７には、外周の一部に沿った略扇型のストッパ片部１４５が設
けられている。換言すれば、ストッパ１１７は、外周の一部から突出した略扇型のストッ
パ片部１４５を有している。そして、当該携帯電話機の縦開き時における開成角度が１７
０度程度となった際に、このストッパ１１７のストッパ片部１４５が、下部筐体１０２側
に設けられたストッパ当接部（図示せず）に当接して、当該携帯電話機の縦開き時におけ
る開成角度を１７０度程度に規制するようになっている。
【００９７】
　なお、この例では、ストッパ１１７のストッパ片部１４５が当接するストッパ当接部、
は下部筐体１０２側に設けられていることとしたが、縦開き用アーム部１１５に対して上
記ストッパ当接部を設けるようにしてもよい。この場合でも、当該携帯電話機の縦開き時
における開成角度を１７０度程度に規制することができる。
【００９８】
〔横開き機構の構成〕
　次に、図１５に示したように当該携帯電話機を横開き状態とする横開き機構１１４は、
図１６に示すように、第２のシャフト部材１１３を回転軸とする機構となっており、第２
のシャフト部材１１３に対して、上部筐体１０１にネジ止めされる横開き用アーム部１４
６と、第１のシャフト部材１１１の長手方向に沿った上記スライドキー１３７の移動を制
御するためのスライド制御カム１４７とを設けることで形成されている。
【００９９】
（横開き用アーム部の構成）
　図２５に、横開き用アーム部１４６の斜視図を示す。この図２５からわかるように、横
開き用アーム部１４６は、第１のアーム片部１４８、第２のアーム片部１４９、及びスト
ッパ片部１５０を有している。
【０１００】
　第１のアーム片部１４８は、多角形形状のカム挿入用孔部１５１を備えた円板部材の外
周部の一部に長方形状の棒状部材を接続した形状を有している。この第１のアーム片部１
４８の棒状部材には、一方の側面部から他方の側面部に貫通するネジ孔が、所定の間隔を
開けて２つ設けられている。
【０１０１】
　同様に、第２のアーム片部１４９は、上記第１のアーム片部１４８に設けられたカム挿
入用孔部１５１と同径の多角形形状のカム挿入用孔部１５４を備えた円板部材の外周部の
一部に長方形状の棒状部材を接続した形状を有している。この第２のアーム片部１４９の
棒状部材には、一方の側面部から他方の側面部に貫通するネジ孔が、所定の間隔を開けて
２つ設けられている。
【０１０２】
　後述するが、第１のアーム片部１４８と第２のアーム片部１４９とは、図２５に示すよ
うに各カム挿入用孔部１５１，１５４、及び各棒状部材が重なるように設けられる。この
ため、第１のアーム片部１４８の棒状部材に設けられている２つのネジ孔、及び第２のア
ーム片部１４９の棒状部材に設けられている２つのネジ孔は、第１のアーム片部１４８と
第２のアーム片部１４９とを上述のように重ねた際に一連の貫通するネジ孔を形成するよ
うに、上記各棒状部材上の同位置にそれぞれ設けられている。
【０１０３】
　次に、この横開き用アーム部１４６には、図２５に示すように第１のアーム片部１４８
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の棒状部材一端部１４８ａ近傍（＝円板部材が接続されている端部に対して反対側の端部
）に設けられたネジ孔、及び第２のアーム片部１４９の棒状部材一端部１４９ａ近傍（＝
円板部材が接続されている端部に対して反対側の端部）に設けられたネジ孔をそれぞれ介
して、図１５に示すように略Ｌ字状のネジ止め部材１５３がネジ止めされている。
【０１０４】
　このネジ止め部材１５３は、各棒状部材の延設方向に対して直交する方向に突出するよ
うに、上記各棒状部材にネジ止めされている。このネジ止め部材１５３はネジ孔１５２を
有しており、上記各アーム片部１４８，１４９は、このネジ止め部材１５３のネジ孔１５
２を介して上部筐体１０１にネジ止めされるようになっている。
【０１０５】
　また、この横開き用アーム部１４６には、図２５に示すように第１のアーム片部１４８
の棒状部材一端部１４８ａ近傍（＝円板部材が接続されている端部に対して反対側の端部
）に設けられたネジ孔から所定の間隔を空けて設けられたネジ孔（＝円板部材が接続され
ている端部近傍に設けられたネジ孔）、及び第２のアーム片部１４９の棒状部材一端部１
４９ａ近傍（＝円板部材が接続されている端部に対して反対側の端部）に設けられたネジ
孔から所定の間隔を空けて設けられたネジ孔（＝円板部材が接続されている端部近傍に設
けられたネジ孔）をそれぞれ介して、図１５に示すように略Ｌ字状のネジ止め部材１５５
がネジ止めされている。
【０１０６】
　このネジ止め部材１５５は、各棒状部材の延設方向に対して直交する方向に突出し、か
つ、上記ネジ止め部材１５３に隣接するように、上記各棒状部材にネジ止めされている。
このネジ止め部材１５５はネジ孔１５６を有しており、上記各アーム片部１４８，１４９
は、このネジ止め部材１５５のネジ孔１５６を介して上部筐体１０１にネジ止めされるよ
うになっている。
【０１０７】
　すなわち、横開き用アーム部１４６は、第１のアーム片部１４８及び第２のアーム片部
１４９の各一端部１４８ａ，１４９ａ近傍に設けられた各ネジ孔、及び円板部材が接続さ
れている各端部近傍に設けられた各ネジ孔を介して、ネジ止め部材１５３，１５５をそれ
ぞれ各棒状部材にネジ止めすることで、該各棒状部材に各ネジ止め部材１５３，１５５を
ネジ止めすると同時に、第１のアーム片部１４８及び第２のアーム片部１４９を、図２５
に示すように重ね合わせた状態で連結して形成されている。
【０１０８】
　また、第２のアーム片部１４９の棒状部材には、円板部材が接続されている端部近傍に
設けられたネジ孔と円板部材との間に、当該棒状部材の側面部から略垂直方向に突出した
突出部１５７が設けられている。この突出部１５７は、以下に説明するストッパ片部１５
０の位置決め及び固定用の突出部となっている。
【０１０９】
　すなわち、ストッパ片部１５０は、図２５に示すように略長方形の平板状の固定片部１
６０と、この固定片部１６０よりも小さめの略長方形の平板状を有し、当該携帯電話機の
横開き時における開成角度が例えば１３０度程度となった際に、第２のシャフト部材１１
３に設けられているストッパに当接することで、該横開き時における開成角度を１３０度
程度に規制するためのストッパ当接部１６１とを、全体が略Ｌ字状となるように一体成形
した形状を有している。
【０１１０】
　固定片部１６０には、当該ストッパ片部１５０を第２のアーム片部１４９にネジ止めす
るためのネジ孔１５８と、第２のアーム片部１４９に対して当該ストッパ片部１５０を位
置決めすると共に、該ストッパ片部１５０を第２のアーム片部１４９に固定するための突
出部挿入用孔部１５９が設けられている。
【０１１１】
　ストッパ片部１５０は、固定片部１６０の突出部挿入用孔部１５９に対して、上記第２
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のアーム片部１４９の棒状部材に設けられた突出部１５７を挿入することで、各アーム片
部１４８，１４９に対する位置決めがなされる。そして、ストッパ片部１５０は、この位
置決めされた状態で、上記各アーム片部１４８，１４９の各円板部材近傍に設けられたネ
ジ孔を介して挿入されるネジが、固定片部１６０のネジ孔１５８に挿入されることで、各
アーム片部１４８，１４９に対して固定される。
【０１１２】
（スライド制御カムの構成）
　次に、図２６に、スライド制御カム１４７の斜視図を示す。この図２６からわかるよう
に、スライド制御カム１４７は、第２のシャフト部材１１３内に挿入される円筒形状の挿
入部１６２の一端部に対して、上記スライドキー１３７のスライド移動を制御するための
略円板状のスライド制御リング１６３の上面部に対して接続するかたちで一体的に形成さ
れている。
【０１１３】
　スライド制御リング１６３は、上記挿入部１６２が接続されている面部である上面部か
ら、この上面部に対して反対側の面部となる底面部にかけて連通する孔部１６４を有して
いる。このスライド制御リング１６３の孔部１６４の径は、円筒形状の挿入部１６２の孔
部１６５と同じ径となっている。そして、挿入部１６２とスライド制御リング１６３とは
、該挿入部１６２の孔部１６５とスライド制御リング１６３の孔部１６４とが連通するよ
うに接続されている。後述するが、この連通するスライド制御リング１６３の孔部１６４
、及び挿入部１６２の孔部１６５は、ケーブルを挿入するための孔部となっている。
【０１１４】
　また、スライド制御リング１６３は、図２６に示すように外周部の一部が直線状に切り
欠き加工されている。これにより、スライド制御リング１６３の孔部１６４の中心Ｐから
上記直線状に切り欠き加工されている部分までの距離ｒ１と、上記中心Ｐから上記直線状
に切り欠き加工されていない部分までの距離ｒ２とが異なるようになっている。すなわち
、上記中心Ｐから上記直線状に切り欠き加工されている部分までの距離ｒ１は、上記直線
状に切り欠き加工されていない部分までの距離ｒ２よりも短い距離となっている（Ｐ－ｒ
１＜Ｐ－ｒ２）。
【０１１５】
　このようなスライド制御リング１６３は、外周部の一部が直線状に切り欠き加工されて
いる部分が第１の当接面部１６６となっており、当該携帯電話機の閉状態時、及び縦開き
状態時において上記スライドキー１３７に当接することで、このスライドキー１３７を第
１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続部側に移動制御して、該スライドキー１
３７を介してスラストカム１１６を第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続部
側に移動制御するようになっている。また、スライド制御リング１６３は、外周部の一部
が直線状に切り欠き加工されていない部分が第２の当接面部１６７となっており、当該携
帯電話機の横開き状態時において、上記スライドキー１３７に当接することで、このスラ
イドキー１３７を上記縦開き用アーム部１１５側に移動制御して、該スライドキー１３７
を介してスラストカム１１６を縦開き用アーム部１１５側に移動制御するようになってい
る。このようなスライドキー１３７及びスラストカム１１６の移動制御動作の詳細は後述
する。
【０１１６】
　次に、スライド制御カム１４７の挿入部１６２の外周部は、全体的には摩擦抵抗を少な
くする処理が施されているのであるが、この外周部のうち、スライド制御リング１６３に
接続されている端部に対して反対側となる端部近傍の部分は、当該部分を多角形とする処
理が施されている。この挿入部１６２の上記多角形処理された部分は、横開き用アーム部
１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿入用孔部１５１，１５４（図２５参照）
に挿入されるアーム装着部１６８となっている。
【０１１７】
　このスライド制御カム１４７は、上記アーム装着部１６８を先頭にして、図１７、図２
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２及び図２３に示す第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続部側のスライド制
御カム挿入用孔部１６９から、該第２のシャフト部材１１３のスライド制御カム挿入用孔
部１６９に挿入される。この挿入により、スライド制御カム挿入用孔部１６９の上記各シ
ャフト部材１１１，１１３の接続部側の端部に、スライド制御カム１４７のスライド制御
リング１６３を当接させると、スライド制御カム挿入用孔部１６９の上記各シャフト部材
１１１，１１３の接続部側の端部に対して反対側に端部から、スライド制御カム１４７の
上記アーム装着部１６８が突出する。この突出したアーム装着部１６８を、図１６に示す
ように横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿入用孔部１５１
，１５４に挿入することで、第２のシャフト部材１１３に対して、スライド制御カム１４
７及び横開き用アーム部１４６が設けられるようになっている。
【０１１８】
　上述のようにスライド制御カム１４７の挿入部１６２の外周部は、全体的に摩擦抵抗を
少なくする処理が施されており、上記アーム装着部１６８には、その外周を多角形形状と
する多角形処理が施されている。このため、当該携帯電話機の横開き操作時や閉操作時に
横開き用アーム部１４６が回動すると、この横開き用アーム部１４６の回動に連れて、第
２のシャフト部材１１３内のスライド制御カム１４７が回動する。このスライド制御カム
１４７が回動すると、図１６に示すスライドキー１３７に当接しているスライド制御リン
グ１６３の当接面部が、第１の当接面部１６６から第２の当接面部１６７に変更となり、
或いは第２の当接面部１６７から第１の当接面部１６６に変更となる。
【０１１９】
　スライド制御カム１４７は、このようにスライドキー１３７に当接させる当接面部（＝
第１の当接面部１６６、或いは第２の当接面部１６７）を変えることで、スライドキー１
３７を介してスラストカム１１６を第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続部
側に移動制御し、或いはスライドキー１３７を介してスラストカム１１６を縦開き用アー
ム部１１５側に移動制御するようになっている。
【０１２０】
　また、第２のシャフト部材１１３において、当該第２のシャフト部材１１３と第１のシ
ャフト部材１１１との接続端部に対して反対側となる端部近傍には、図１７及び図２３に
示すように当該第２のシャフト部材１１３の外周部から外方向に突出するストッパ１７０
が設けられている。
【０１２１】
　この第２のシャフト部材１１３のストッパ１７０は、当該携帯電話機の横開き時におけ
る開成角度が例えば１３０度程度となった際に、図２５に示した横開き用アーム部１４６
のストッパ片部１５０のストッパ当接部１６１と当接するように、該第２のシャフト部材
１１３に設けられている。当該携帯電話機においては、第２のシャフト部材１１３のスト
ッパ１７０を上記ストッパ当接部１６１に当接させると共に、スラストカム１１６の各突
出部１２３ａ，１２３ｂを、縦開き用アーム部１１５の各嵌込用凹部１２４に嵌込させる
ことで、当該携帯電話機の横開き時における開成角度を例えば１３０度程度に規制するよ
うになっている。
【０１２２】
［二軸ヒンジ部の組み立て方］
　次に、このような二軸ヒンジ部１０３の組み立て方の説明をする。
【０１２３】
（縦開き機構の組み立て方）
　まず、この二軸ヒンジ部１０３の縦開き機構１１２を組み立てる場合、図２２に示すよ
うにシャフト接続部材１００に設けられているスライド溝部１４３に対して、スライドキ
ー１３７の各挿入片部１４２を挿入する。
　次に、図１８（ａ）に示すスラストカム１１６のシャフト挿入用孔部１１８に対して、
該スラストカム１１６の有底面部１１９を先頭に、第１のシャフト部材１１１を挿入する
。この際、図１８（ａ）に示すスラストカム１１６の突出部１２１ｂに設けられている切
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り欠き部１２２が、図１６に示すケーブル１７１側となるように、スラストカム１１６を
第１のシャフト部材１１１に設ける。このスラストカム１１６が装着される箇所は、図２
２に示す第１のシャフト部材１１１の、外周が多角形加工された箇所となる。上述のよう
に、スラストカム１１６のシャフト挿入用孔部１１８の外周部は多角形形状に加工されて
いるため、該スラストカム１１６は、回動しない状態で第１のシャフト部材１１１に設け
られることとなる。
【０１２４】
　次に、円板状の皿バネの孔部に第１のシャフト部材１１１を挿入することで、該第１の
シャフト部材１１１に対して１枚或いは複数枚の皿バネを第１のシャフト部材１１１に設
ける。各皿バネの直径は、図１８（ｂ）に示すスラストカム１１６の直径よりも小さめの
径を有している。このため、第１のシャフト部材１１１に設けられた各皿バネは、スラス
トカム１１６内に収納されるかたちで、該第１のシャフト部材１１１に設けられることと
なる。また、各皿バネの孔部は、多角形加工されている第１のシャフト部材１１１の外周
部に合わせて多角形加工されている。このため、各皿バネは、回動しない状態で第１のシ
ャフト部材１１１に設けられることとなる。
【０１２５】
　次に、図２０に示すクリックカム１３２のシャフト挿入用孔部１３３に第１のシャフト
部材１１１を挿入する。この際、クリックカム１３２のカム面部１３４が、図１９に示す
縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に相対向するように、該クリック
カム１３２を第１のシャフト部材１１１に装着する。
　クリックカム１３２の直径は、図１８（ｂ）に示すスラストカム１１６の直径よりも小
さめの径を有している。このため、第１のシャフト部材１１１に設けられたクリックカム
１３２は、スラストカム１１６内に収納されるかたちで、該第１のシャフト部材１１１に
設けられることとなる。また、クリックカム１３２のシャフト挿入用孔部１３３は、多角
形加工されている第１のシャフト部材１１１の外周部に合わせて多角形加工されている。
このため、クリックカム１３２は、回動しない状態で第１のシャフト部材１１１に設けら
れることとなる。
【０１２６】
　次に、図１９に示す縦開き用アーム部１１５のシャフト挿入用孔部１２７に第１のシャ
フト部材１１１を挿入する。縦開き用アーム部１１５は、図２２に示すように第１のシャ
フト部材１１１の全外周部のうち、多角形加工が施されていない部分（摩擦抵抗を軽減す
る処理が施されている外周部分）に装着される。また、縦開き用アーム部１１５のシャフ
ト挿入用孔部１２７の外周部には、摩擦抵抗を軽減する処理が施されている。このため、
縦開き用アーム部１１５は、回動自在となるように第１のシャフト部材１１１に設けられ
ることとなる。
【０１２７】
　なお、このように第１にシャフト部材１１１に縦開き用アーム部１１５を装着すると、
クリックカム１３２のカム面部１３４に設けられている各凸部１３５と、縦開き用アーム
部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凹部１３１とが嵌込した状態
となり、また、クリックカム１３２のカム面部１３４に設けられている各凹部１３６と、
縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凸部１３０と
が嵌込した状態となる。
【０１２８】
　次に、図２４に示すストッパ１１７のシャフト挿入用孔部１４４に第１のシャフト部材
１１１を挿入する。このストッパ１１７のシャフト挿入用孔部１４４は多角形加工されて
おり、図２２に示す第１のシャフト部材１１１の外周部のうち、端部近傍の多角形加工さ
れている部分に設けられる。このため、ストッパ１１７は、回動しない状態で第１のシャ
フト部材１１１に設けられることとなる。また、このストッパ１１７は、当該携帯電話機
の縦開き時における開成角度が例えば１７０度程度となった際に、該ストッパ１１７のス
トッパ片部１４５が、下部筐体１０２或いは縦開き用アーム部１１５に設けられているス
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トッパ当接部に当接するように、第１のシャフト部材１１１に設けられる。
【０１２９】
　次に、このようにスライドキー１３７、スラストカム１１６、皿バネ、クリックカム１
３２、縦開き用アーム部１１５、及びストッパ１１７を順に第１のシャフト部材１１１に
装着したうえで、ワッシャストッパを第１のシャフト部材１１１に装着する。これにより
、スライドキー１３７、スラストカム１１６、皿バネ、クリックカム１３２、縦開き用ア
ーム部１１５、及びストッパ１１７が、位置決めされたうえで第１のシャフト部材１１１
に装着された状態となり、図１６に示す縦開き機構１１２が組み上がることとなる。
【０１３０】
（横開き機構の組み立て方）
　次に、この二軸ヒンジ部１０３の横開き機構１１４を組み立てる場合、図２３に示す第
２のシャフト部材１１３のスライド制御カム挿入用孔部１６９に対して、図２６に示すス
ライド制御カム１４７を挿入する。この際、スライド制御カム１４７の第１の当接面部１
６６（切り欠き加工により、中心Ｐからの距離が短い方（ｒ１）の当接面部）が、上記ス
ライドキー１３７に当接するように、第２のシャフト部材１１３のスライド制御カム挿入
用孔部１６９に対してスライド制御カム１４７を挿入する。これにより、スライド制御カ
ム１４７の多角形加工されている外周部分であるアーム装着部１６８が、図１７に示す第
２のシャフト部材１１３の一端部１１３ａから突出する。
【０１３１】
　次に、図２５に示す横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿
入用孔部１５１，１５４に対して、上記第２のシャフト部材１１３の一端部１１３ａから
突出したスライド制御カム１４７のアーム装着部１６８を挿入する。この際、図２５に示
す横開き用アーム部１４６のストッパ片部１５０が、第１のシャフト部材１１１と相対向
するように、横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿入用孔部
１５１，１５４に対して、上記第２のシャフト部材１１３の一端部１１３ａから突出した
スライド制御カム１４７のアーム装着部１６８を挿入する。
【０１３２】
　横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿入用孔部１５１，１
５４には多角形加工が施されており、スライド制御カム１４７のアーム装着部１６８にも
、この各カム挿入用孔部１５１，１５４に対応する多角形加工が施されている。このため
、横開き用アーム部１４６が回動するに連れて、スライド制御カム１４７も回動すること
となる。
【０１３３】
　最後に、横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，１４９の各カム挿入用孔部１
５１，１５４に対して、上記第２のシャフト部材１１３の一端部１１３ａから突出したス
ライド制御カム１４７のアーム装着部１６８が挿入された状態で、ワッシャストッパをス
ライド制御カム１４７のアーム装着部１６８に装着する。これにより、スライド制御カム
１４７及び横開き用アーム部１４６が、位置決めされたうえで第２のシャフト部材１１３
に装着された状態となり、図１６に示す横開き機構１１４が組み上がることとなる。
【０１３４】
［二軸ヒンジ部の各筐体に対する組み込み方］
　次に、このような二軸ヒンジ部１０３の各筐体１０１，１０２に対する組み込み方を説
明する。このような二軸ヒンジ部１０３を各筐体１０１，１０２に対して組み込む場合、
まず、図１３～図１５に示すように第１のシャフト部材１１３に設けられた縦開き用アー
ム部１１５の取り付け部１２６に設けられている各ネジ孔１２５を介して、該縦開き用ア
ーム部１１５を下部筐体１０２にネジ止めする。
　次に、図１４及び図１５に示すように横開き用アーム部１４６の各アーム片部１４８，
１４９に設けられている各ネジ止め部材１５３，１５５の各ネジ孔１５２，１５６を介し
て、該横開き用アーム部１４６を上部筐体１０１にネジ止めする。これにより、二軸ヒン
ジ部１０３が当該携帯電話機の各筐体１０１，１０２に対して組み込まれることとなる。
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【０１３５】
［携帯電話機の開閉動作］
　次に、このような二軸ヒンジ部１０３に基づく当該第２の実施例の携帯電話機の開閉動
作を説明する。
【０１３６】
〔閉状態時における二軸ヒンジ部の状態〕
　まず、図１３に示すように当該携帯電話機の上部筐体１０１及び下部筐体１０２が略々
重なり合っている閉状態時における二軸ヒンジ部１０３の状態を説明する。
【０１３７】
　当該携帯電話機が閉状態の場合、スラストカム１１６は、当該スラストカム１１６内に
設けられて皿バネの付勢力により、第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続端
部方向に移動する。また、皿バネの付勢力で第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３
の接続端部方向に付勢されるスラストカム１１６により、スライドキー１３７も押し込ま
れ、該スライドキー１３７も第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続端部方向
に移動する。
【０１３８】
　ここで、図２６を用いて説明したように、スライド制御カム１４７のスライド制御リン
グ１６３の中心Ｐから第１の当接面部１６６までの距離ｒ１は、当該中心Ｐから第２の当
接面部１６７までの距離ｒ２よりも短い距離となっている。また、当該携帯電話機の閉状
態時には、上記中心Ｐからの距離が短い方の当接面部である第１の当接面部１６６が、ス
ライドキー１３７と相対向している。このため、図１６に示すように、スライドキー１３
７は、第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続端部に近い位置で、スライド制
御カム１４７のスライド制御リング１６３の第１の当接面部１６６に当接する。また、ス
ラストカム１１６も、第１及び第２のシャフト部材１１１，１１３の接続端部に近い位置
まで移動する。
【０１３９】
　これにより、スラストカム１１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂと、縦開き用アーム部
１１５の各嵌込用凹部１２４の嵌込が解除された状態となり、反対に、スラストカム１１
６の各突出部１２１ａ，１２１ｂと、図１７に示すシャフト接続部材１００に設けられて
いる各嵌込用凹部１１１ｂとが嵌込状態となる。
【０１４０】
　この状態においては、スラストカム１１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂと、縦開き用
アーム部１１５の各嵌込用凹部１２４の嵌込が解除された状態となっていることから、ス
ラストカム１１６は、第１のシャフト部材１１１の回動に連れて、当該携帯電話機の縦開
き方向の回動が可能となっている。
【０１４１】
　また、図２５に示す横開き用アーム部１４６のストッパ片部１５０のストッパ当接部１
６１は、図１６に示すように第２のシャフト部材１１３のストッパ１７０に当接していな
い状態となっていることから、横開き用アーム部１４６は、当該携帯電話機の横開き方向
の回動が可能となっている。
【０１４２】
〔縦開き動作〕
　次に、当該携帯電話機を、このような閉状態から図１４に示す縦開き状態とする際の二
軸ヒンジ部１０３の動作を説明する。当該携帯電話機を縦開き状態とする場合、ユーザは
、例えば上部筐体１０１を右手で把持すると共に、下部筐体１０２を左手で把持し、右手
を押し上げるようなかたちで上部筐体１０１に力を加える。これにより、二軸ヒンジ部１
０３の第１のシャフト部材１１１が、図１６に示す縦開き方向に回動する。
【０１４３】
　また、当該携帯電話機が閉状態の場合、上述のようにスラストカム１１６の各突出部１
２３ａ，１２３ｂと、縦開き用アーム部１１５の各嵌込用凹部１２４の嵌込が解除された
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状態となっており、また、スラストカム１１６の各突出部１２１ａ，１２１ｂが第１のシ
ャフト部材１１１の各嵌込用凹部１１１ｂと嵌込状態となっているうえ、該スラストカム
１１６のシャフト挿入用孔部１１８は多角形加工されているため、該スラストカム１１６
は、第１のシャフト部材１１１の回動に連れて、当該携帯電話機の縦開き方向に回動する
。
【０１４４】
　さらに、ストッパ１１７のシャフト挿入用孔部１４４、及びクリックカム１３２のシャ
フト挿入用孔部１３３も多角形加工されているため、該ストッパ１１７及びクリックカム
１３２も、この第１のシャフト部材１１１の回動に連れて上記縦開き方向に回動する。
【０１４５】
　そして、この縦開き時における各筐体１０１，１０２の開成角度が例えば略１７０度程
度となった際に、第１のシャフト部材１１１と共に回動したストッパ１１７が、下部筐体
１０２或いは縦開き用アーム部１１５に設けられているストッパ当接部に当接する。これ
により、各筐体１０１，１０２の開成角度が例えば略１７０度程度に規制され、当該携帯
電話機が図１４に示す縦開き状態となる。
【０１４６】
　なお、クリックカム１３２のカム面部１３４は、スラストカム１１６内に設けられた皿
バネにより、縦開き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に付勢されている。
そして、クリックカム１３２が第１のシャフト部材１１１と共に回動すると、クリックカ
ム１３２のカム面部１３４に設けられている各凸部１３５及び各凹部１３６と、縦開き用
アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凸部１３０及び各凹部
１３１とが、第１のシャフト部材１１１の回動状態に応じて嵌込及び嵌込解除を繰り返す
。これにより、当該携帯電話機の縦開き時における第１のシャフト部材１１１の回動状態
に応じて、クリックカム１３２のカム面部１３４に設けられている各凸部１３５と縦開き
用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凹部１３１とが嵌込
する際、及びクリックカム１３２のカム面部１３４に設けられている各凹部１３６と縦開
き用アーム部１１５のスラストカム対向面部１２９に設けられている各凸部１３０とが嵌
込する際に、それぞれ「カチッ」という、いわゆるクリック音が発生するようになってい
る。
【０１４７】
　また、当該携帯電話機を縦開き状態とした際に、ユーザが、当該携帯電話機を横開き状
態とする力を上部筐体１０１（或いは下部筐体１０２）に加えた場合、図１８（ａ）に示
すスラストカム１１６の各突出部１２１ａ，１２１ｂが、シャフト接続部１００に設けら
れている各嵌込用凹部１１１ｂに嵌込していることから、この縦開き時における当該携帯
電話機の横開きは規制され、当該携帯電話機を縦開き状態とした際に、当該携帯電話機を
横開き状態とする力が加えられることで、二軸ヒンジ部１０３が破損する不都合を防止す
るようになっている。
【０１４８】
〔横開き動作〕
　次に、当該携帯電話機を上記閉状態から、図１５に示す横開き状態とする際の二軸ヒン
ジ部１０３の動作を説明する。この場合、ユーザは、二軸ヒンジ部１０３が上位置となる
ように、例えば左手の掌上に当該携帯電話機を横長の状態で置き、上部筐体１０１を右手
で把持すると共に、下部筐体１０２を左手で把持し、右手を押し上げるようなかたちで上
部筐体１０１に力を加える。これにより、二軸ヒンジ部１０３の第２のシャフト部材１１
３を回転軸として、当該第２のシャフト部材１１３に設けられている横開き用アーム部１
４６及びスライド制御カム１４７が、図１６に示す横開き方向に回動する。
【０１４９】
　上述のように、当該携帯電話機の閉状態時及び縦開き状態時には、図２６に示すスライ
ド制御カム１４７の第１の当接面部１６６（中心Ｐからの距離（ｒ１）が短い方の面部）
がスライドキー１３７に当接しているのであるが、当該携帯電話機の横開き時にスライド
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制御カム１４７が上記横開き方向に回動すると、スライド制御カム１４７の第２の当接面
部１６７（中心Ｐからの距離（ｒ２）が長い方の面部）がスライドキー１３７に当接する
ようになる。
【０１５０】
　すなわち、当該携帯電話機の横開き時にスライド制御カム１４７が上記横開き方向に回
動することで、スライドキー１３７に当接していた面部が、第１の当接面部１６６から第
２の当接面部１６７に変換される。スライドキー１３７に当接していた面部が第２の当接
面部１６７に変換されると、この第２の当接面部１６７は、第１の当接面部１６６よりも
中心Ｐからの距離が長いため、スラストカム１１６内に設けられている皿バネの付勢力に
逆らって、スライドキー１３７が、図１６に示す縦開き用アーム部１１５の方向へ移動す
る。
【０１５１】
　スライドキー１３７が縦開き用アーム部１１５の方向へ移動すると、このスライドキー
１３７により、皿バネの付勢力に逆らって、スラストカム１１６も縦開き用アーム部１１
５の方向へ移動する。そして、当該携帯電話機の横開き時における開成角度が例えば略１
３０度程度となった際に、この縦開き用アーム部１１５の方向へ移動したスラストカム１
１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂが、縦開き用アーム部１１５の各嵌込用凹部１２４に
嵌込する。
【０１５２】
　一方、当該携帯電話機の横開き時には、図１６に示す横開き用アーム部１４６も上記横
開き方向に回動するのであるが、当該携帯電話機の横開き時における開成角度が例えば略
１３０度程度となった際に、この横開き用アーム部１４６に設けられているストッパ片部
１５０のストッパ当接部１６１（図２５参照）が、第２のシャフト部材１１３に設けられ
ているストッパ１７０に当接する。
【０１５３】
　このように当該携帯電話機の場合、横開き時においては、縦開き用アーム部１１５の方
向へ移動するスラストカム１１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂを、縦開き用アーム部１
１５の各嵌込用凹部１２４に嵌込させると共に、横開き用アーム部１４６に設けられてい
るストッパ片部１５０のストッパ当接部１６１を、第２のシャフト部材１１３に設けられ
ているストッパ１７０に当接させることで、該横開き時における開成角度を例えば略１３
０度程度に規制する。これにより、当該携帯電話機が図１５に示す横開き状態となる。
【０１５４】
　なお、当該携帯電話機を横開き状態とした際に、ユーザが、当該携帯電話機を縦開き状
態とする力を上部筐体１０１（或いは下部筐体１０２）に加えた場合、図１８（ａ）に示
すスラストカム１１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂが、第１のシャフト部材１１１に設
けられている縦開き用アーム部１１５の各嵌込用凹部１２４に嵌込していることから、こ
の横開き時における当該携帯電話機の縦開きは規制され、当該携帯電話機を横開き状態と
した際に、当該携帯電話機を縦開き状態とする力が加えられることで、二軸ヒンジ部１０
３が破損する不都合を防止するようになっている。
【０１５５】
［ケーブルの挿通構成］
　次に、このような縦開き及び横開きを可能とする二軸ヒンジ部１０３は、円筒形状を有
する第１のシャフト部材１１１及び円筒形状を有する第２のシャフト部材１１３に挿入さ
れたスライド制御カム１４７の孔部１６４を介して、図１６に示すようにケーブル１７１
を配線している。
【０１５６】
　具体的には、当該二軸ヒンジ部１０３は、それぞれ円筒形状を有する第１及び第２のシ
ャフト部材１１１，１１３を、図１７，図２２，図２３に示すように略Ｌ字状に接続して
形成されている。また、第２のシャフト部材１１３には、図２６を用いて説明した略円筒
形状のスライド制御カム１４７が挿入されるようになっている。このため、当該二軸ヒン
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ジ部１０３内には、略Ｌ字状に連通する孔部が形成されることとなる。
【０１５７】
　この第２の実施例の携帯電話機では、この略Ｌ字状に連通する孔部を介して１本或いは
複数本のケーブル１７１を配線している。これにより、例えば上部筐体１０１側に設けら
れた表示部等の電気部品と、下部筐体１０２に設けられた回路基板等の電気部品とを、各
シャフト部材１１１，１１３内を介したケーブル１１７により、相互に電気的に接続する
ことを可能とすることができる。また、各シャフト部材１１１，１１３内を介してケーブ
ル１１７を配線することができるため、当該携帯電話機における縦開き動作時や横開き動
作時におけるケーブル９０の捻れや切断等の不都合を防止することができる。
【０１５８】
　（ケーブル挟み込みの防止機能）
　ここで、上述のように当該携帯電話機の閉状態時及び縦開き状態時には、スラストカム
１１６の各突出部１２１ａ，１２１ｂと、図１７に示すシャフト接続部材１００に設けら
れている各嵌込用凹部１１１ｂとが嵌込状態となっているのであるが、このスラストカム
１１６の各突出部１２１ａ，１２１ｂのうち、図１６に示すように当該二軸ヒンジ部１０
３内に配線されるケーブル１７１側に相当する突出部１２１ｂには、図１８（ａ）を用い
て説明したように切り欠き部１２２が設けられている。
【０１５９】
　このため、当該携帯電話機の閉状態時及び縦開き状態時に、スラストカム１１６の各突
出部１２１ａ，１２１ｂが第１のシャフト部材１１１の各嵌込用凹部１１１ｂと嵌込する
状態となった場合でも、上記切り欠き部１２２により上記配線されたケーブル１７１を挟
み込む不都合を防止することができる。
【０１６０】
［第２の実施例の効果］
　以上の説明から明らかなように、この第２の実施例の携帯電話機は、第１のシャフト部
材１１１に設けられたスラストカム１１６を、該スラストカム１１６内に設けた皿バネ（
或いはスプリングや板バネでもよい。）により、各シャフト部材１１１，１１３の接続端
部方向に付勢する。
【０１６１】
　また、第１のシャフト部材１１１の延設方向に沿ったスラストカム１１６の移動を制御
するためのスライドキー１３７を、該スラストカム１１６に当接させて第１のシャフト部
材１１１に設けると共に、当該携帯電話機の「縦開き時及び閉状態時」には中心Ｐからの
距離が短い第１の当接面部１６６をスライドキー１３７に当接させ、当該携帯電話機の「
横開き時」には中心Ｐからの距離が長い第２の当接面部１６７をスライドキー１３７に当
接させるスライド制御カム１４７を第２のシャフト部材１１３に設ける。
【０１６２】
　そして、当該携帯電話機の「縦開き時及び閉状態時」には、スライド制御カム１４７の
第１の当接面部１６６をスライドキー１３７に当接させることで、スラストカム１１６を
各シャフト部材１１１，１１３の接続端部側に移動させて、該スラストカム１１６の各突
出部１２３ａ，１２３ｂと、縦開き用アーム部１１５に設けられている各嵌込用凹部１２
４との嵌込を解除して二軸ヒンジ部１０３を縦開き方向に回動可能とすると共に、縦開き
時における各筐体１０１，１０２の開成角度が略１７０度程度となった際に、第１のシャ
フト部材１１１に設けられたストッパ１１７を、下部筐体１０２或いは縦開き用アーム部
１１５に設けられたストッパ当接部に当接させて、該縦開き時における各筐体１０１，１
０２の開成角度を１７０度程度に規制する。
【０１６３】
　また、当該携帯電話機の「横開き時」には、スライド制御カム１４７の第２の当接面部
１６７をスライドキー１３７に当接させることで、スラストカム１１６を縦開き用アーム
部１１５側に移動させて、この横開き時における各筐体１０１，１０２の開成角度が略１
３０度程度となった際に、該スラストカム１１６の各突出部１２３ａ，１２３ｂと、縦開
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き用アーム部１１５に設けられている各嵌込用凹部１２４とを嵌込させると共に、横開き
用アーム部１４６に設けられているストッパ片部１５０のストッパ当接部１６１を、第２
のシャフト部材１１３に設けられているストッパ１７０に当接させて、該横開き時におけ
る各筐体１０１，１０２の開成角度を１３０度程度に規制する。
【０１６４】
　これにより、第１のシャフト部材１１１側にのみ設けた皿バネを用いて、当該携帯電話
機の縦開き方向の回転位置規制、及び横開き方向の回転位置規制を可能とすることができ
る。すなわち、従来、縦開き方向及び横開き方向の各回転位置規制のためにそれぞれ必要
としていたスプリングを、一つのスプリング（＝上記皿バネ）で兼用することができる。
このため、従来、必要としていた２つ分のスプリングの設置スペースを、上記皿バネの設
置スペースのみに削減することができる。従って、二軸ヒンジ部１０３自体を小型化する
ことができ、当該二軸ヒンジ部１０３が設けられた当該第２の実施例の携帯電話機の小型
化を図ることができる。
【０１６５】
　また、第１の実施例の携帯電話機の二軸ヒンジ部３の場合、図７に示したように回転規
制用カム部材５２に設けられた２つの小径のリング状部材５３でスラストカム７０の移動
制御を行うようになっている。これに対して、この第２の実施例の携帯電話機に設けられ
ている二軸ヒンジ部１０３の場合、第１のシャフト部材１１１の延設方向に沿ったスラス
トカム１１６の移動を、１枚の板形状のスライドキー１３７と、このスライドキー１３７
に当接する面部が縦開き時（及び閉状態時）と横開き時とで変わる一つのスライド制御カ
ム１４７で制御するようになっている。このため、この第２の実施例の携帯電話機に設け
られている二軸ヒンジ部１０３は、第１の実施例の携帯電話機に設けられている二軸ヒン
ジ部３よりも、部品点数を少なくすることができるうえ、構成の簡略化を図ることができ
る。従って、この部品点数の削減及び構成の簡略化を通じて、二軸ヒンジ部１０３のさら
なる小型化を図ることができる。
【０１６６】
　また、第１の実施例の携帯電話機の二軸ヒンジ部３の場合、スラストカム７０等の付勢
部材としてスプリング８０を用いていたが、この第２の実施例の携帯電話機の二軸ヒンジ
部１０３の場合、皿バネを用いているため、スラストカム１１６の全長の短縮化を図るこ
とができ、該二軸ヒンジ部１０３のさらなる小型化を図ることができる。
【０１６７】
　また、第１の実施例の携帯電話機の二軸ヒンジ部３の場合、当該二軸ヒンジ部３を各筐
体１，２に固定するために、略鼓形状の回転規制用カム部材５２を保持するためのヒンジ
固定部５１と、アーム部２０の固定部２３を必要としていたが、この第２の実施例の携帯
電話機の二軸ヒンジ部１０３の場合、図１９に示した縦開き用アーム部１１５の取り付け
部１２６と、図２５に示した横開き用アーム部１４６に設けられた各ネジ止め部材１５３
，１５５により各筐体１０１，１０２に対する当該二軸ヒンジ部１０３の固定を図ること
ができる。
【０１６８】
　すなわち、この第２の実施例の携帯電話機の二軸ヒンジ部１０３は、第１の実施例の携
帯電話機の二軸ヒンジ部３よりも、各筐体１０１，１０２に対して該二軸ヒンジ部１０３
を固定するための固定部材を小さいくすることができるため、該二軸ヒンジ部１０３のさ
らなる小型化を図ることができる。
【０１６９】
　また、二軸ヒンジ部は、どうしても外形が大きくなってしまうため、携帯電話機の筐体
の筐体面から該二軸ヒンジ部が突出する（はみ出してしまう）不都合を生じ、携帯電話機
の筐体の設計やデザインが制限される問題がある。
【０１７０】
　しかし、本件出願人が、この第２の実施例の携帯電話機に設けられている二軸ヒンジ部
１０３を試作して携帯電話機に設けたところ、この第２の実施例の携帯電話機に設けられ
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ている二軸ヒンジ部１０３の場合、上述のように大幅な小型化を図ることができるため、
携帯電話機の筐体の筐体面と同一面内に上記二軸ヒンジ部１０３を設けることができ、該
筐体から上記二軸ヒンジ部１０３が突出する（はみ出してしまう）不都合を防止すること
ができた。
【０１７１】
　これは、二軸ヒンジ部１０３を設けた携帯電話機の外観を、一軸ヒンジ部を設けた携帯
電話機と同じ外観とすることができることを意味している。このため、当該二軸ヒンジ部
１０３は、携帯電話機の筐体の設計やデザインの自由度の向上に大きく貢献することがで
きるものである。
【０１７２】
［変形例］
　上述の各実施例の説明では、本発明を携帯電話機に適用することとしたが、本発明を、
ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System）、ＰＤＡ装置（PDA：Personal Digit
al Assistant）、携帯ゲーム機、デジタルカメラ装置、ノート型のパーソナルコンピュー
タ装置等の他の機器に適用してもよい。いずれの場合も上述と同様に、小型の二軸ヒンジ
部３で筐体の縦開き及び横開きを可能とする等の効果を得ることができる。
【０１７３】
　最後に、上述の各実施例は、本発明の一例である。このため、本発明は上述の各実施例
に限定されることはなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に
応じて種々の変更が可能であることは勿論であることを付け加えておく。
【符号の説明】
【０１７４】
　１　上部筐体、２　下部筐体、３　二軸ヒンジ部、５　縦開き機構、６　横開き機構、
１１　第１のシャフト部材、１２　第２のシャフト部材、１３　シャフト接続部材、１４
　挿入孔部、１５　接続部、１６　ワッシャストッパ係止部、１７　アーム部用カム部材
係止部、２０　アーム部、２１　シャフト挿入孔、２２　カム部、２３　固定部、２４　
カム面、２５　嵌込用凸部、２６　嵌込用凹部、２７　アーム部のストッパ、３０　ワッ
シャストッパ、３１　ワッシャストッパのストッパ、４０　アーム部用カム部材、４１　
挿入用孔部、４２　嵌込用凹部、４３　凸部、５０　固定部、５１　ヒンジ固定部、５２
　回転規制用カム部材、５３　小径のリング状部材、５４　大径のリング状部材、５５　
挿入孔部、５６　第１の当接面部、５７　第２の当接面部、６０　係止溝部、６１　爪部
、７０　スラストカム、７１　当接面部、７２　シャフト挿入用孔部、７３　突出部、７
５　有底面部、７６　開放面部、７７　嵌込用凸部、８０　スプリング、９０　ケーブル
、９１　連通用孔部、１００　シャフト接続部材、１０１　第２の実施例の携帯電話機の
上部筐体、１０２　第２の実施例の携帯電話機の下部筐体、１０３　第２の実施例の携帯
電話機に設けられている二軸ヒンジ部、１１１　二軸ヒンジ部の第１のシャフト部材、１
１１ｂ　第１のシャフト部材の根幹部に設けられている嵌込用凹部、１１２　二軸ヒンジ
部の縦開き機構、１１３　第２のシャフト部材、１１４　二軸ヒンジ部の横開き機構、１
１５　縦開き用アーム部、１１６　スラストカム、１１７　ストッパ、１１８　スラスト
カムのシャフト挿入用孔部、１１９　スラストカムの有底面部、１２０　スラストカムの
開放面部、１２１ａ　スラストカムの突出部、１２１ｂ　スラストカムの突出部、１２２
　スラストカムの突出部に設けられている切り欠き部、１２３ａ　スラストカムの突出部
、１２３ｂ　スラストカムの突出部、１２４　縦開き用アーム部の嵌込用凹部、１２５　
縦開き用アーム部のネジ孔、１２６　縦開き用アーム部の取り付け部、１２７　縦開き用
アーム部のシャフト挿入用孔部、１２８　縦開き用アーム部のシャフト回動支持部、１２
９　シャフト回動支持部のスラストカム対向面部、１３０　スラストカム対向面部に設け
られた凸部、１３１　スラストカム対向面部に設けられた凹部、１３２　クリックカム、
１３３　シャフト挿入用孔部、１３４　クリックカムのカム面部、１３５　クリックカム
のカム面部に設けられた凸部、１３６　クリックカムのカム面部に設けられた凹部、１３
７　スライドキー、１３８　スライドキーの第１の平板部材、１３９　スライドキーの第



(32) JP 2009-236315 A 2009.10.15

10

２の平板部材、１４０　スライドキーの一端部、１４１　スライドキーの他端部、１４２
　スライドキーの挿入片部、１４３　スライドキーが挿入されるスライド溝部、１４４　
ストッパのシャフト挿入用孔部、１４５　ストッパ片部、１４６　横開き用アーム部、１
４７　スライド制御カム、１４８　横開き用アーム部の第１のアーム片部、１４９　横開
き用アーム部の第２のアーム片部、１５０　横開き用アーム部のストッパ片部、１５１　
第１のアーム片部のカム挿入用孔部、１５２　第１のアーム片部のネジ止め部材のネジ孔
、１５３　第１のアーム片部のネジ止め部材、１５４　第２のアーム片部のカム挿入用孔
部、１５５　第２のアーム片部のネジ止め部材、１５６　第２のアーム片部のネジ止め部
材のネジ孔、１５７　第２のアーム片部の棒状部材から突出した突出部、１５８　ストッ
パ片部のネジ孔、１５９　ストッパ片部の突出部挿入用孔部、１６０　ストッパ片部の固
定片部、１６１　ストッパ片部のストッパ当接部、１６２　スライド制御カムの挿入部、
１６３　スライド制御カムのスライド制御リング、１６４　スライド制御カムのスライド
制御リングの孔部、１６５　スライド制御カムの挿入部の孔部、１６６　スライド制御リ
ングの第１の当接面部、１６７　スライド制御リングの第２の当接面部、１６８　アーム
装着部、１６９　第２のシャフト部材のスライド制御カム挿入用孔部、１７０　第２のシ
ャフト部材の外周部に設けられているストッパ
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