JP 2004‑235736 A 2004.8.19

(57)【要約】
【課題】電話機本体を分解することなく、機能ユニット
を着脱することが可能で、機能の追加・変更・削除が容
易なボタン電話機を提供する。
【解決手段】ボタン電話機のダイヤルボタンユニット１
５、ラインボタンユニット１６及びＬＣＤ表示器ユニッ
ト１７を、電話機本体１１を分解することなく表面側か
ら着脱できるようにする。電話機本体には、凸条１１１
とコネクタ１１２が設けられ、ラインボタンユニットに
は、これらに夫々対応する溝５４及びコネクタ５５が設
けられる。また、ラインボタンユニットは、ガイドレー
ル５３を有する張出し部５１と、張出す部側に露出する
を有するコネクタ５６を備える。ＬＣＤ表示ユニットは
、張出し部及びコネクタ５６にそれぞれ対応するＬＣＤ
表示マウント５８とＬＣＤ用コネクタ６０とを有する。
ラインボタンユニットは電話機本体にスライド装着され
、ＬＣＤ表示ユニットは、ラインボタンユニットにスラ
イド装着される。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電話機本体と、該電話機本体と着脱可能に構成されたダイヤルボタンユニット、ラインボ
タンユニット及び表示器ユニットとを備え、
前記ダイヤルボタンユニット、前記ラインボタンユニット及び前記表示器ユニットを、電
話機本体を分解することなく前記電話機本体の表面側から着脱できるようにしたことを特
徴とするボタン電話機。
【請求項２】
請求項１に記載のボタン電話機において、前記表示器ユニットが、ＬＣＤパネルを含むこ
とを特徴とするボタン電話機。
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【請求項３】
請求項１に記載のボタン電話機において、前記表示器ユニットがダミーであることを特徴
とするボタン電話機。
【請求項４】
請求項１，２または３に記載のボタン電話機において、前記ラインボタンユニットが、複
数のラインボタンとそれに対応する複数のＬＥＤとを備えていることを特徴とするボタン
電話機。
【請求項５】
請求項１，２または３に記載のボタン電話機において、前記ラインボタンユニットが、複
数のラインボタンと少なくとも１つのＬＣＤパネルとを備えていることを特徴とするボタ
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ン電話機。
【請求項６】
請求項４または５に記載のボタン電話機において、前記ラインボタンの数が互いに異なる
少なくとも２種以上の前記ラインボタンユニットに対応していることを特徴とするボタン
電話機。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか一に記載のボタン電話機において、機能ボタンの数が互いに異
なる少なくとも２種以上の前記ダイヤルボタンユニットに対応していることを特徴とする
ボタン電話機。
【請求項８】
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請求項１乃至７のいずれか一に記載のボタン電話機において、前記ラインボタンユニット
が前記電話機本体にスライド装着され、前記表示器ユニットが前記ラインボタンユニット
にスライド装着され、当該ラインボタンユニットを介して前記電話機本体に装着されてい
ることを特徴とするボタン電話機。
【請求項９】
請求項８に記載のボタン電話機において、前記ラインボタンユニットの着脱方向と、前記
表示器ユニットの着脱方向とが互いに平行であることを特徴とするボタン電話機。
【請求項１０】
請求項１乃至９のいずれに記載のボタン電話機と、該ボタン電話機が接続される主装置と
を備えたことを特徴とするボタン電話システム。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ボタン電話機及びボタン電話システムに関し、特に、各機能ユニットを着脱可
能にしたボタン電話機及びそれを備えたボタン電話システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
ボタン電話システムは、１個の主装置とそれに接続される複数のボタン電話機とによって
構成される。この種のシステムを提供する場合、利用者の多彩なニーズに応えるために、
複数種類のボタン電話機を用意する必要がある。例えば、動作状態の表示を行う表示部を
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有するものと有さないものや、内線及び外線の回線数の多少に応じたラインボタンを備え
たものなどを用意する必要がある。
【０００３】
従来のボタン電話機は、表示器及び選択ボタン部をそれぞれ独立したアセンブリとし、電
話機本体に着脱可能とすることで、アセンブリを交換するだけで多種類のボタン電話機を
提供できるようにしている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
また、電話機の表面側から化粧パネル及びボタン類を取り外しを可能とすることで、容易
に仕様変更できるようにしているものもある（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
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さらに、ボタン電話機ではないが、操作キーブロックを交換可能にして、容易に機能変更
できるようにした無線通信機もある（例えば、特許文献３参照。）。
【０００６】
【特許文献１】
実開平５−６９６１号公報（要約）
【０００７】
【特許文献２】
特開２００２−７５１１４号公報（要約）
【０００８】
【特許文献３】
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登録実用新案第３００４１４２号公報（要約）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従来の表示器及び選択ボタン部を独立したアセンブリとしたボタン電話機（特許文献１）
では、各アセンブリに抜け止めフック及びロック爪が形成されており、一旦、電話機本体
に取り付けると、電話機本体を分解しないと取り外せないという問題点がある。
【００１０】
また、化粧パネル及びボタン類を取り外し可能としたボタン電話器（特許文献２）では、
ラインボタン（内線・外線選択ボタン）の数の増減や、表示器の有無に関する利用者のニ
ーズに応えることができないという問題点がある。同様に、操作キーブロックを交換可能
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にした無線通信機においても、全ての操作キーブロックを一括交換するため、利用者の様
々なニーズに応えることができないという問題点がある。
【００１１】
そこで、本発明は、電話機本体を分解することなく、機能ユニットを着脱することが可能
なボタン電話機を提供することを目的とする。
【００１２】
また、本発明は、機能の追加・変更・削除が容易なボタン電話機を提供することを目的と
する。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
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本発明によれば、電話機本体と、該電話機本体と着脱可能に構成されたダイヤルボタンユ
ニット、ラインボタンユニット及び表示器ユニットとを備え、前記ダイヤルボタンユニッ
ト、前記ラインボタンユニット及び前記表示器ユニットを、電話機本体を分解することな
く前記電話機本体の表面側から着脱できるようにしたことを特徴とするボタン電話機が得
られる。
【００１４】
また、本発明によれば、上記ボタン電話機と、該ボタン電話機が接続される主装置とを備
えたことを特徴とするボタン電話システムが得られる。
【００１５】
【作用】
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ダイヤルボタンユニットは、電話機本体の表面に垂直な方向に沿って着脱可能である。ま
た、ラインボタンユニットは、電話機本体の表面に平行な方向にスライドさせることによ
り着脱可能である。ＬＣＤ表示ユニットは、ラインボタンユニットに対して着脱可能であ
る。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１７】
図１に、本発明の一実施の形態に係るボタン電話機を示す。図示のように、このボタン電
話機１０は、電話機本体１１と送受話器１２とを備えている。電話機本体１１と送受話器
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１２との間は、伸縮自在の螺旋状カールコード（ケーブル）１３により接続されている。
また、このボタン電話機１０は、電話機本体１１に接続されているラインコード１４を介
して、システム全体を制御する主装置（図示せず）に接続されている。主装置には、複数
のボタン電話装置が接続されるとともに１以上の外線が接続されており、主装置とそれに
接続されたボタン電話装置とでボタン電話システムが構成される。
【００１８】
電話機本体１１には、その上面に、ダイヤルボタンユニット１５、ラインボタンユニット
１６及びＬＣＤ表示ユニット１７が、着脱自在に取り付けられている。また、電話機本体
１１は、送受話器１２の上げ下げ状態を感知するためのフックスイッチユニット、このボ
タン電話機の各種機能をコントロールするためのメイン基板ユニット（図示せず）、ダイ
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ヤルボタンユニット１５からの打鍵情報をメイン基板ユニットに伝えるためのダイヤルボ
タン基板ユニット（図示せず）、拡声用スピーカ１８、外部の音を感知するマイクロホン
１９を備えている。
【００１９】
ダイヤルボタンユニット１５は、所定のダイヤルボタン１５１及び複数の機能ボタン１５
２を備えるとともに、図２に示すように、ダイヤルカード２１及びダイヤルパネル２２を
備えている。なお、ダイヤルカード２１は、色彩を施してデザイン性を向上させたり必要
な視覚情報（回線番号、名称等）を記載するために利用される紙等であり、ダイヤルパネ
ル２２はそれを覆うための透明モールド部材である。ダイヤルカード２１は電話機本体１
１の所定位置に載置される。ダイヤルパネル２２を電話機本体１１に取り付けることによ
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り、ダイヤルカード２１は、ダイヤルパネル２２と電話機本体１１との間に位置固定され
る。ダイヤルパネル２２の電話機本体１１への取り付けは、ダイヤルパネル２２及び電話
機本体１１の一方に凸部２３を形成し、他方に凹部２４を形成し、ダイヤルパネル２２の
弾性を利用してこれら凸部２３と凹部２４とを係合させて行われる。
【００２０】
また、ラインボタンユニット１６は、内線及び外線の回線選択を行うための複数のライン
ボタン１６１を備えるとともに、図２に示すように、ラインカード２５及びラインパネル
２６を備えている。なお、ラインボタン１６１の内部には、回線の接続状態を示すＬＥＤ
（一色又は二色）が組み込まれている。また、ラインカード２５及びラインパネル２６は
、それぞれ、ダイヤルカード２１及びダイヤルパネル２２と同様のものである。ラインパ
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ネル２６をラインボタンユニット１６の上筐体２７に取り付けるため、一方には凸部２８
が、他方に凹部２９が形成されている。
【００２１】
ＬＣＤ表示ユニット１７は、各種ボタンの押下状態や通信状態、待機状態を表示するため
の液晶パネル１７１と、機能選択を行うための複数のソフトキー１７２及び着信状態やメ
ッセージの有無を視覚表示するためのメッセージランプ１７３を備えている。
【００２２】
上述したように、本実施の形態に係るボタン電話機では、ダイヤルボタンユニット１５、
ラインボタンユニット１６及びＬＣＤ表示ユニット１７が、着脱自在に電話機本体１１に
取り付けられているので、図３や図４に示すようなボタン電話機への（機種または仕様）
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変更が容易にできる。
【００２３】
図３のボタン電話機は、図１のボタン電話機よりもラインボタン１６１の数が少ないライ
ンボタンユニット１６′と、ＬＣＤパネル１７１及びソフトキー１７２を持たず、メッセ
ージランプ１７３のみを備えた（ダミーの）ＬＣＤ表示ユニット１７′とを備えている。
ラインボタンユニット１６′の筐体としては、ラインボタンユニット１６の筐体がそのま
ま利用できる。その際、筐体に形成されたラインボタン用穴に利用されないものが生じる
が、それらの穴の内側にはコンタクトラバーがあり、外側はラインカード及びラインパネ
ルで覆われるので、何ら不都合は生じない。このボタン電話機は、図１のボタン電話機に
比べ、機能が削減されている分だけ安価である。
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【００２４】
また、図４のボタン電話機は、２個のＬＣＤパネル４１，４２を備えたラインボタンユニ
ット１６″を備えている。各ＬＣＤパネル４１，４２の両側にはラインボタン１６１′が
互い違いに配置されている。このラインボタン１６１′には、ＬＥＤは組み込まれていな
い。ラインボタンとＬＥＤとの組み合わせ（ＬＥＤがラインボタンに組み込まれているか
否かに拘わらず）において、回線状態を色表示（例えば、赤と緑）させた場合は、色覚異
常などによりそれを区別することができない場合があるが、ＬＣＤに文字、キャラクタ等
を表示（濃淡表示・点滅表示含む）させれば、その区別が可能になる。また、ラインカー
ドに記載すべき事項も表示させることができるので、ラインカード及びラインパネルが不
要となる。
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【００２５】
以下、ダイヤルボタンユニット１５、ラインボタンユニット１６″及びＬＣＤ表示ユニッ
ト１７の各々の着脱構造について詳細に説明する。
【００２６】
まず、ラインボタンユニット１６″及びＬＣＤ表示ユニット１７について説明する。図５
（ａ）及び（ｂ）に示すように、ラインボタンユニット１６″は、電話機本体１１の表面
上で前後方向（図の矢印Ａに沿った方向）にスライドさせることにより、この電話機本体
１１に対して着脱可能となっている。また、ＬＣＤ表示ユニット１７は、ラインボタンユ
ニット１６″に形成された張出し部５１の表面上で前後方向（図の矢印Ｂに沿った方向）
にスライドさせることにより、このラインボタンユニット１６″に対して着脱可能となっ
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ている。換言すると、ＬＣＤ表示ユニット１７は、ラインボタンユニット１６″を介して
、電話機本体１１に対して着脱可能となっている。
【００２７】
ラインボタンユニット１６″は、ＬＣＤパネル４１，４２とその制御回路を除いて、ライ
ンボタンユニット１６と同じ構成を有する。即ち、ラインボタンユニット１６″は、ＬＣ
Ｄパネル４１，４２とその制御回路の他、複数のラインボタン１６１′にそれぞれ対応す
る接点を含む導電パターン（回路パターン）が形成されるとともに所定の電気・電子部品
が搭載されるラインボタン基板ユニット（図示せず）と、ラインボタン１６１′が押し下
げられたときに対応する接点をオンさせるとともに、押し下げられたラインボタン１６１
′を復旧させるコンタクトラバー（図示せず）と、これらを包み込む上筐体（図２の２５
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に相当）及び下筐体５２とを有している。ここで下筐体５２は、上筐体に比べて前後方向
に長く、前縁側を一致させて上筐体と組み合わさせたとき、後方側に張出して張出し部５
１を形成する。張出し部５１の両端には、ＬＣＤ表示ユニット１７を案内するガイドレー
ル５３が形成されている。また、下筐体５２の下面の両端近傍（ガイドレール５３の裏面
側）には、電話機本体１１に形成された凸条１１１に対応する溝５４が形成されている。
ラインボタンユニット１６″は、また、その前縁側に、電話機本体１１に設けられている
コネクタ１１２と嵌合し、電気的、機械的接続を担うコネクタ５５を備えている。さらに
、ラインボタンユニット１６″は、上筐体の後端に露出し、ＬＣＤ表示ユニット１７（又
は１７′）との電気的、機械的接続を担うコネクタ５６を備えている。
【００２８】
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溝５４内に凸条１１１が位置するように、ラインボタンユニット１６″を電話機本体１１
上に置き、前方へスライドさせると、ラインボタンユニット１６″は、凸条１１１に沿っ
て移動し、コネクタ５５がコネクタ１１２に嵌合する。これにより、ラインボタンユニッ
ト１６″が、電話機本体１１に電気的・機械的に固定される。この状態から、ラインボタ
ンユニット１６″を後方へスライドさせると、コネクタ５５がコネクタ１１２から分離す
る。このとき、凸条１１１と溝５４との働きにより、コネクタ５５には、着脱方向以外の
力はかからない。こうして、ラインボタンユニット１６″は、電話機本体１１から取り外
される。
【００２９】
なお、電話機本体１１に形成された凸条及び下筐体５２に形成された溝は、必ずしも必要
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なものではなく、他の手段によってラインボタンユニット１７を案内し位置固定するよう
にしてもよい。例えば、モールド部材の弾性を利用したスナップ固定あるいは凹凸固定や
、ネジを用いた固定でもかまわない。いずれにしても、このボタン電話機１０の表面側か
ら、電話機本体１１を分解することなく、ラインボタンユニット１７を取り外すことがで
きればよい。これは、ガイドレール５３についても当てはまる。
【００３０】
ＬＣＤ表示ユニット１７は、液晶パネル１７１、ソフトキー１７２、メッセージランプ１
７３、及びこれらを制御するコントロールユニット（図示せず）を収容するユニットカバ
ー５７と、このＬＣＤ表示ユニット１７をラインボタンユニット１６へ取り付けるための
ＬＣＤ表示マウント５８と、ユニットカバー５７とＬＣＤ表示マウント５８との間を連結
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し、ＬＣＤ表示マウント５８に対するユニットカバー５７の角度を可変にするためのチル
ト機構５９と、コントロールユニットに電気的に接続されるとともにＬＣＤ表示マウント
５８に配設された、ＬＣＤ用コネクタ６０とを備えている。
【００３１】
ＬＣＤ表示マウント５８は、ラインボタンユニット１６″のガイドレール５３間の距離よ
りも僅かに小さい幅を有している。ＬＣＤ表示マウント５８を張出し部５１の上、ガイド
レール５３の間に置き、前方に移動させることにより、ＬＣＤ用コネクタ６０が、コネク
タ５６に嵌合する。こうして、ＬＣＤ表示ユニット１７はラインボタンユニット１６″に
装着される。また、この状態から、ラインボタンユニット１６を後方へ移動させることに
より、ＬＣＤ用コネクタ６０がコネクタ５６から分離し、ＬＣＤ表示ユニット１７をライ
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ンボタンユニット１６″取り外すことができる。ガイドレール５３の働きにより、ＬＣＤ
用コネクタ６０には、着脱方向以外の力はかからない。
【００３２】
次に、ダイヤルボタンユニット１５について図６及び図７を参照して説明する。
【００３３】
ダイヤルボタンユニット１５は、図６に示すように、ボタン組立体６１とダイヤルカード
２１及びダイヤルパネル２２とを有している。
【００３４】
ボタン組立体６１は、図７に示すボタンユニット７１と、それを覆うボタンカバー６２と
を備えている。

40

【００３５】
図７に示すように、ボタンユニット７１は、ダイヤルボタン１５１及び機能ボタン１５２
と、フレーム７２と、各ボタン１５１，１５２をフレーム７２に連結するヒンジ７３とを
有している。ボタン１５１，１５２、フレーム７２及びヒンジ７３は、樹脂により一体成
形されている。ヒンジ７３は、フレーム７２に比べて細く、ボタン１５１，１５２が押し
下げられると弾性変形する。
【００３６】
ボタンユニット７１の種類としては、各国の言語に対応させたものや、文字のサイズや色
を変更したものなどが考えられる。
【００３７】
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ボタンカバー６２は、その上面にダイヤルボタン１５１及び機能ボタン１５２に対応する
穴を備える。また、ボタンカバーは、その下面に、各穴に対応するボタン１５１，１５２
の側面を支持する筒状のボタンガイド（図示せず）を備える。さらに、ボタンカバー６２
は、一方の側面に一対の位置決部６３を、他方の側面に嵌合係止部６４を備えている。ボ
タンカバー６２は、その下面側からボタンユニット７１を収容し、各ボタン１５１，１５
２を上面側から突出させる。
【００３８】
電話機本体１１には、ダイヤルボタンユニット１５（正確には、ボタン組立体６１）を収
容するための凹所１１３が形成されている。凹所１１３内には、電話機本体１１の内部に
設けられたコンタクトラバーの一部（各ボタンに対応する突起部）１１４が突出している
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。電話機本体１１の内部において、コンタクトラバーの下側には、その突起部に形成され
た接点に対応する接点パターンが形成され、所定の電気・電子部品が搭載されたダイヤル
ボタン基板ユニットが設けられている。また、凹所１１３の側面には、位置決部６３に夫
々対応する凹部１１５と、係合部６４に対応する凹部１１６とが形成されている。
【００３９】
ボタン組立体６１を電話機本体に装着するには、ボタン組立体６１を傾け、位置決部６３
を凹部１１５に係合させて、押し込む。これにより、嵌合係止部６４が、弾性変形して、
ボタン組立体６１が凹所１１３内に収容されるとともに、嵌合係止部６４が凹部１１６に
係合する。次にダイヤルカード２１をボタン組立体６１の上に置き、ダイヤルパネル２２
を電話機本体１１に取り付ける。

20

【００４０】
ボタン組立体６１を電話機本体１１から取り外すときは、ダイヤルパネル２２及びダイヤ
ルカードを取り除いた後、嵌合係止部６４を弾性変形させるとともに、嵌合係止部６４を
引き上げればよい。これは特に道具を必要とせず、素手で行うことができる。
【００４１】
こうして、電話機本体を分解すること無く、電話機表面から容易にダイヤルボタンユニッ
ト１５またはボタンユニット７１を交換することができる。
【００４２】
なお、上記説明では、ダイヤルパネル２２が電話機本体１１に取り付けられる場合につい
て説明したが、ダイヤルパネル２２はボタン組立体６１に取り付けられるようにしてもよ
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い。
【００４３】
【発明の効果】
本発明によれば、電話機本体を分解することなく、その表面側からＬＣＤ表示ユニット、
ラインボタンユニット、ダイヤルボタンユニットを容易に着脱交換することができる。こ
れにより、ボタン電話機の機能の追加、削除、変更が容易に行える。
【００４４】
本発明では、電話機本体の分解が必要ないので、だれでも容易に各ユニットを交換するこ
とができる。また、分解時に生じ易い、電話機内部の機械的破壊や、静電気による電子部
品の静電破壊の発生もない。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係るボタン電話機の斜視図である。
【図２】図１のボタン電話機のダイヤルボタンユニット及びラインボタンユニットを説明
するための分解斜視図である。
【図３】図１のボタン電話機のラインボタンユニット及びＬＣＤ表示ユニットを種類の異
なるものに交換した状態を示す斜視図である。
【図４】図１のボタン電話機のラインボタンユニットをＬＣＤパネル付きのものに交換し
た状態を示す斜視図である。
【図５】図４のボタン電話機のラインボタンユニット及びＬＣＤ表示ユニットの着脱構造
を説明するための部分分解図であって、（ａ）は、右斜め前方から見た図、（ｂ）は、右
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斜め後方から見た図である。
【図６】図４のボタン電話機のダイヤルボタンユニットの着脱構造を説明するための分解
図である。
【図７】図４のボタン電話機で使用されるボタンユニットの一例を示す平面図である。
【符号の説明】
１０

ボタン電話機

１１

電話機本体

１１１

凸条

１１２

コネクタ

１１３

凹所

１１４

コンタクトラバーの一部
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１１５，１１６

凹部

１２

送受話器

１３

カールコード

１４

ラインコード

１５

ダイヤルボタンユニット

１５１

ダイヤルボタン

１５２

機能ボタン

１６，１６′，１６″
１６１，１６１′

ラインボタンユニット
ラインボタン

１７，１７′
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ＬＣＤ表示ユニット

１７１

液晶パネル

１７２

ソフトキー

１７３

メッセージランプ

２１

ダイヤルカード

２２

ダイヤルパネル

２３

凸部

２４

凹部

２５

ラインカード

２６

ラインパネル

２７

上筐体

２８

凸部

２９

凹部

４１，４２
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ＬＣＤパネル

５１

張出し部

５２

下筐体

５３

ガイドレール

５４

溝

５５，５６

コネクタ

５７

ユニットカバー

５８

ＬＣＤ表示マウント

５９

チルト機構

６０

ＬＣＤ用コネクタ

６１

ボタン組立体

６２

ボタンカバー

６３

位置決部

６４

嵌合係止部

７１

ボタンユニット

７２

フレーム

７３

ヒンジ
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