
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　

　

前記少なくとも一つのスライドモジュールはそれぞれ、
　前記下部ハウジングとの結合のための第１及び第２固定部を有し、前記上部ハウジング
と下部ハウジングが相対スライドできるようにするスライド部材と、
　前記上部ハウジングに固定され、前記スライド部材を収容する収容板と、
　前記収容板とともに前記スライド部材を支持し、前記スライド部材のスライドをガイド
するためのガイドホールが形成されたガイド板とを含むことを特徴と イドタイプ
携帯電話。
【請求項２】
　前記スライド部材は、
　前記ガイド板により前記収容板に取り付けられる板スプリングと、
　前記スライドモジュールに前記下部ハウジングを固定するため、離隔して前記板スプリ
ングから垂直に前記ガイド板側に突出する前記第１及び第２固定部と、
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上部ハウジングと下部ハウジングからなるスライドタイプ携帯電話において、
前記上部ハウジングと下部ハウジングを相互結合させ、直線方向に前記上部ハウジング

と下部ハウジングを相対スライドできるようにする少なくとも一つのスライドモジュール
と、

前記上部ハウジングに装着された回路基板と前記下部ハウジングに装着された回路基板
とを電気的に連結させるための連結部材とを含み、
　

するスラ



　前記板スプリングと前記収容板との間にボールを挿入させるため、前記第１及び第２固
定部間の前記板スプリングの所定部に設けられるボール収容部とを含むことを特徴とする
請求項 記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項３】
　前記第１及び第２固定部にはそれぞれ、前記下部ハウジングを固定させるためのネジが
螺合される螺溝が形成されることを特徴とする請求項 記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項４】
　前記収容板は、一面が開放され、前記下部ハウジングに付着される底面と四つの垂直壁
面とを有する直方体形に構成され、前記底面には、前記上部ハウジングと下部ハウジング
を相対スライドさせる場合、前記ボールが係合して所定の音が発生するように、第１及び
第２ホールが離隔して形成されることを特徴とする請求項 記載のスライドタイプ携帯電
話。
【請求項５】
　前記ガイド板は、一面が開放され、一つの上面と四つの垂直壁面とを有する直方体形に
成され、前記上面の中央部には、前記スライド部材のスライドをガイドするためのガイド
ホールが形成されることを特徴とする請求項 記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項６】
　前記ガイド板により前記スライド部材を前記収容板に取り付ける場合、前記ガイド板と
収容板との間に、前記スライド部材のスライドができるようにするガイド空間が形成され
ることを特徴とする請求項 記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項７】
　

前記
下部ハウジングには、前記ＦＰＣＢの連結線が挿入される溝が形成されることを特徴とす
る請求項 記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項８】
　前記隆起部と前記ボールとの間にはスプリングが介在されることを特徴とする請求項
記載のスライドタイプ携帯電話。
【請求項９】
　前記上部ハウジング及び下部ハウジングが相対的に直線方向にスライドできるように均
衡を維持させるため、前記下部ハウジングの両側面に棒状に突出した第１及び第２突出部
が形成され、前記上部ハウジングの両側面には、前記第１及び第２突出部が挿入される直
線形の第１及び第２溝が形成されることを特徴とする請求項１ないし のいずれか一項記
載のスライドタイプ携帯電話。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はスライドタイプ携帯電話に関するもので、特に携帯電話の本体内部にスライドモ
ジュールを装着して、上部ハウジングと下部ハウジングのスライドができるようにした携
帯電話に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、我が社会で無線通信サービスを受けるための携帯電話は現代人の必須品となってお
り、このような携帯電話は使用者の嗜好に合うよう（例えば、バータイプ、フリップタイ
プ及びフォルダータイプなど）多様な形態に製造されている。
【０００３】
そのうち、バータイプの携帯電話はキーパッドが外部に露出されているため、キーパッド
が間違って押されるか、易しく損傷するおそれがある。これを解決するために提案された
フリップタイプの携帯電話においては、フリップでキーパッドを覆って保護することでバ
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１

１

前記連結部材は、前記上部ハウジングと下部ハウジングの回路基板にそれぞれ連結され
る第１及び第２端子と、前記第１及び第２端子を電気的に連結する連結線とからなるＦＰ
ＣＢ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）であり、

１

２

８



ータイプの携帯電話の問題点を解決しているが、バータイプの携帯電話と同様、フリップ
タイプの携帯電話においても、本体の長さがかなり長くて携帯するのに不便な点があった
。特に、インターネットへの接続などのため、携帯電話のディスプレイ部を大きくしなけ
ればならない要求条件を充足させるのが難しかった。
【０００４】
このように、バータイプ及びフリップタイプの携帯電話の本体長さを減らすために提案さ
れたものがフォルダータイプの携帯電話である。このフォルダータイプの携帯電話は、通
話又は携帯に際してフォルダーを開閉し得る構造となって、上部フォルダーと下部フォル
ダーを連結するヒンジ部が易しく損傷した。
【０００５】
このようなフォルダータイプ携帯電話の問題点を解決するために提案されたものがスライ
ドタイプ携帯電話である。
【０００６】
図１及び図２に示す従来のスライドタイプ携帯電話１００は、本体１１１と、本体のキー
パッド及び液晶画面（ＬＣＤ）を覆っているスライドカバー１１２とからなるもので、ス
ライドカバー１１２をスライドさせることでキーパッド及び液晶画面を露出させるか覆う
ようにする特徴がある。
【０００７】
図１はスライドタイプ携帯電話１００を携帯するため、スライドカバー１１２でキーパッ
ド及び液晶画面を覆っている状態を示すものである。
【０００８】
図２はスライドタイプ携帯電話１００で通話するため、図１のように覆われているスライ
ドカバー１１２をスライドさせてキーパッド及び液晶画面を露出させた状態を示すもので
ある。
【０００９】
前記のような従来のスライドタイプ携帯電話１００の場合、スライドカバー１１２をスラ
イドさせてキーパッド及び液晶画面を保護しているが、これは実質的にフリップタイプ携
帯電話のフリップをスライド方式に改造したものにすぎないばかりで、フリップタイプ携
帯電話に比べその長さが縮小されていない。
【００１０】
図３及び図４に示すような従来のスライドタイプ携帯電話２００は、液晶画面２１１が外
部に露出されるように組み込まれた本体２１２と、キーパッド２１３が付着され、本体２
１２の内部にスライド挿入されるスライド部材２１４とからなる。
【００１１】
図３はキーパッド２１３が付着されたスライド部材２１４が本体２１２の内部にスライド
挿入された状態を示すものである。
【００１２】
図４はキーパッド２１３のキーを押して電話をかけるため、図３のように本体２１２の内
部に挿入されたスライド部材２１４をスライドさせて外部に露出させた状態を示すもので
ある。
【００１３】
このような従来のスライドタイプ携帯電話２００の場合においても、フリップタイプ携帯
電話に比べ本体２１２の長さを実質的に減らしていない。
【００１４】
そして、携帯電話の本体を上部ハウジングと下部ハウジングに区分し、上部ハウジングを
上方にスライドできるようにした構造のスライドタイプ携帯電話も提案されている。この
携帯電話の場合、上部ハウジングをガイドする部材が損傷しやすいレールの構造で具現さ
れているため、携帯電話に加わる衝撃などによりスライド構造が易しく破損する問題点が
ある。
【００１５】
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また、このような従来のスライドタイプ携帯電話は、スライドによる携帯電話の開閉の際
に、使用者が開閉の完了状態を正確に知り得ないため、使用上多くの不便があった。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明は前記のような問題点を解決するためになされたもので、携帯電話の
本体内部に装着されるスライドモジュールにより上部ハウジングと下部ハウジングがスラ
イドできるように携帯電話を具現することで、携帯電話の本体長さを大幅減らし得る携帯
電話を提供することにその目的がある。
【００１７】
また、本発明は、スライドモジュールによる上部ハウジングと下部ハウジングをスライド
させる場合、携帯電話本体の開閉完了状態を使用者が感じ得るようにして、使用者がスラ
イドによる携帯電話の開閉状態を正確に確認し得るようにした携帯電話を提供することに
ほかの目的がある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
このような目的を達成するための本発明は、上部ハウジングと下部ハウジングからなるス
ライドタイプ携帯電話において、前記上部ハウジングと下部ハウジングを相互結合させ、
直線方向に前記上部ハウジングと下部ハウジングを相対スライドできるようにする少なく
とも一つのスライドモジュールと、前記上部ハウジングに装着された回路基板と前記下部
ハウジングに装着された回路基板とを電気的に連結させるための連結部材とを含む。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明は、携帯電話を液晶画面が設けられた上部ハウジングとキーパッドが付着された下
部ハウジングに分離し、上部ハウジングに装着されるスライドモジュールにより上部ハウ
ジングと下部ハウジングがスライドできるようにする携帯電話を提供するもので、以下、
添付図面に基づいて本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
【００２０】
図５は本発明の一実施例によるスライドモジュールを用いるスライドタイプ携帯電話の斜
視図で、スピーカー、機能キー及び液晶画面３１１などの電子素子とスライドモジュール
３１２が設けられた上部ハウジング３１０と、マイク、アンテナ、バッテリー及びキーパ
ッド３２１などの電子素子が設けられた下部ハウジング３２０とからなる。
【００２１】
そして、本発明の携帯電話３００は、上部ハウジング３１０に装着された電子素子を駆動
させるための回路基板と下部ハウジング３２０に装着された電子素子を駆動させるための
回路基板を電気的に連結させるためのＦＰＣＢ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ　Ｂｏａｒｄ）３３０を備える。
【００２２】
このような本発明の携帯電話の場合、電話の受信が選択できる機能キーとマイクとスピー
カーを外部に露出されるように装着すると、上部ハウジング３１０と下部ハウジング３２
０を開けなくても電話を受けることができる。
【００２３】
一方、スライドモジュール３１２は、図５に示すように、必ずしも一つのみで具現される
ものではなく、それ以上のスライドモジュールをもって本発明による携帯電話を具現する
こともできる。
【００２４】
図６は図５のスライドモジュールの分解斜視図で、スライドモジュール３１２に下部ハウ
ジング３２０を固定させるための固定部４１２、４１３が設けられ、上部ハウジング３１
０と下部ハウジング３２０がスライドできるようにするスライド部材４１０と、上部ハウ
ジング３１０に固定され、スライド部材４１０を収容するための収容板４２０と、収容板
４２０に収容されたスライド部材４１０を支持し、スライド部材４１０のスライドをガイ
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ドするためのガイドホールｈ１が形成されたガイド板４３０とからなる。
【００２５】
スライド部材４１０は、ガイド板４３０により収容板４２０上でスライド可能に支持され
る板スプリング４１１と、スライドモジュール３１２に下部ハウジング３２０を固定させ
るため、互いに離隔した状態で垂直にガイド板４３０側に突出する第１及び第２固定部４
１２、４１３と、板スプリング４１１と収容板４２０との間にボール４１５を介在させる
ため、第１及び第２固定部４１２、４１３間の板スプリング４１１の所定部が隆起された
隆起部４１４とからなる。
【００２６】
ここで、板スプリング４１１は摩擦による磨耗度が低い材質で具現して、スライド部材４
１０のスライドによる磨耗を最小化することができる。
【００２７】
そして、第１及び第２固定部４１２、４１３には、ネジ４０１、４０２と螺合される螺溝
が形成されており、これらは、図５の下部ハウジング３２０に形成されたホールｈ２、ｈ
３にそれぞれ第１及び第２固定部４１２、４１３を結合させた後、ネジ４０１、４０２を
前記螺溝に螺合させることにより、下部ハウジング３２０を上部ハウジング３１０に付着
されたスライドモジュール３１２に結合させるためのものである。
【００２８】
収容板４２０は一面が開放された直方体で、板スプリング４１１が接触する長方形の底面
４２１と該底面４２１から一定の高さを有する四つの垂直壁面とからなる。ここで、四つ
の垂直壁面の高さは板スプリング４１１の厚さよりは高く第１及び第２固定部４１２、４
１３よりは低く形成される。これは、スライド部材３１２がガイド板４３０により収容板
４２０に置かれても、第１及び第２固定部４１２、４１３が、下部ハウジング３２０のホ
ールｈ２、ｈ３が挿入するに充分な長さを持たせるようにするためである。
【００２９】
また、収容板４２０の垂直壁面に形成された凹凸部は、ガイド板４３０を収容板４２０の
内部に結合させる場合、ガイド板４３０の方向に直角に折曲されて、収容板４２０とガイ
ド板４３０の結合を確かにするためのものである。
【００３０】
そして、収容板４２０の底面４２１には二つのホールｈ４、ｈ５が離隔して形成され、こ
れらは、スライド部材４１０がスライドする場合、ボール４１５が係合されるようにする
ためのものである。例えば、ボール４１５がホールｈ４、ｈ５に係合される場合、使用者
が“カチッ”というロッキングの感じがするようにして、使用者がスライドによる上部及
び下部ハウジング３１０、３２０間の開閉完了状態を確認し得るようにするためのもので
ある。
【００３１】
ガイド板４３０は収容板４２０に似ている、一面の開放された直方体で、中央部にガイド
ホールｈ１が形成された長方形の平面と該平面４３１から一定の高さを有する四つの垂直
壁面とからなる。ここで、四つの垂直壁面は収容板４２０の垂直壁面とほぼ同一高さを有
し、スライドモジュール３１２の組立の際に、収容板４２０の内部に挿入され、ガイド板
４３０の垂直壁面の外側面は収容板４２０の垂直壁面の内側面に接触する。
【００３２】
そして、ガイド板４３０の平面４３１は垂直壁面とホールｈ１を離隔させる一定の広さを
有し、この広さにより、スライドモジュール３１２のスライド部材４１０がスライドでき
るガイド空間が形成されるものである。
【００３３】
図７は図６のスライドモジュールの結合状態を示す斜視図である。
【００３４】
同図に示すように、スライドモジュール３１２が結合された状態で、ガイド板４３０の上
に突出した第１及び第２固定部４１２、４１３に下部ハウジング３２０のホールｈ２、ｈ
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３が嵌合された後、ネジ４０１、４０２により下部ハウジング３２０が上部ハウジング３
１０に付着されたスライドモジュール３１２に固定されるものである。
【００３５】
このように、スライドモジュール３１２が結合された状態で、スライド部材４１０は前記
ガイド空間とガイド板４３０のガイドホールｈ１に沿ってスライドされる。すなわち、ス
ライドモジュール３１２により結合される上部及び下部ハウジング３１０、３２０は、ガ
イドホールｈ１に沿って移動するスライド部材４１０によりスライドできるものである。
【００３６】
図８は図５の上部ハウジングの底面図である。
【００３７】
図８において、符号ｈ６及びｈ７は棒状の溝で、この溝ｈ６、ｈ７にはそれぞれ、図５に
示すように、下部ハウジング３２０の両側面に棒状に突出した突出部３２２、３２３が挿
入される。これは、携帯電話３００をスライドさせて開閉する場合、上部及び下部ハウジ
ング３１０、３２０間で直線方向にスライドできるように均衡を維持させるためのもので
ある。
【００３８】
これにより、スライドにより上部ハウジング３１０と下部ハウジング３２０を開閉する場
合、上部ハウジング３１０と下部ハウジング３２０間での揺れ又は歪みの発生を防止する
ことができる。
【００３９】
そして、符号ｈ８はネジを挿入するためのホールであり、符号ｈ９は“Ｌ”字形のホール
で、ＦＰＣＢ３３０を挿入するためのものである。ここで、ホールｈ９を通して挿入され
るＦＰＣＢ３３０は上部ハウジング３１０に装着された回路基板に電気的に連結される。
【００４０】
図９は図５の下部ハウジングの平面図である。
【００４１】
同図において、符号ｈ１０は上部及び下部ハウジング３１０、３２０間の回路基板を電気
的に連結するＦＰＣＢ３３０が挿入される溝である。
【００４２】
そして、溝ｈ１０の内部には“Ｌ”字形のホールｈ１１が形成され、このホールｈ１１を
通してＦＰＣＢ３３０が下部ハウジング３２０の回路基板に電気的に連結される。
【００４３】
このように、上部及び下部ハウジング３１０、３２０を結合する場合、ＦＰＣＢ３３０が
溝ｈ１０の内部に挿入されるようにすることにより、ＦＰＣＢ３３０の厚さにより上部及
び下部ハウジング３１０、３２０間に結合状態の亀裂が発生することを防止することがで
きるものである。
【００４４】
図１０は図５のＦＰＣＢ３３０の断面を示すものである。
【００４５】
同図に示すように、ＦＰＣＢ３３０の第１端子３３１は上部ハウジング３１０のホールｈ
９に挿入され回路基板に連結され、第２端子３３２は下部ハウジング３２０のホールｈ１
１に挿入され回路基板に連結される。
【００４６】
そして、第１及び第２端子３３１、３３２間を連結する電線でなった連結線３３３は、上
部及び下部ハウジング３１０、３２０の結合の際に、下部ハウジング３２０の溝ｈ１０に
挿入される。
【００４７】
図１１は、図６のスライド部材４１０と収容板４２０を結合する場合、ボール４１５が収
容板４２０の底面４３１に接触する状態を示すものである。
【００４８】
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図１２は、図６のスライド部材４１０と収容板４２０を結合する場合、ボール４１５が収
容板４２０の底面４３１に接触する状態を示すもので、図１１とは異なり、隆起部４１４
とボール４１５との間にスプリング４１６を介在してスライド部材４１０を具現した場合
の例である。
【００４９】
このように、スプリング４１６を使っている理由は、スライド部材４１０のスライドの際
に、図１３に示すように、ボール４１５が収容板４２０のホールｈ４、ｈ５にかかって発
生する所定の音例えば“カチッ”という音がより高く発生するようにして、使用者がスラ
イドによる上部及び下部ハウジング３１０、３２０間の開閉が完了されたことを正確に確
認できるようにするためのものである。
【００５０】
しかし、板スプリング４１１が上下方向に弾力性を持っているので、図１２に示すような
スプリング４１６を使用しなくスライド部材４１０を具現しても、使用者がスライドによ
る上部ハウジング３１０と下部ハウジング３２０の開閉完了を感ずることができる。
【００５１】
一方、前述したような本発明の携帯電話においては、上部ハウジング３１０と下部ハウジ
ング３２０間のスライドを手動式で具現しているが、本発明はこれに限定されなく、スラ
イドによる上部ハウジング３１０と下部ハウジング３２０の開閉が完全自動に成されるよ
うにすることもできる。また、本発明による携帯電話はスライドによる上部ハウジング３
１０と下部ハウジング３２０の開閉に際して、開けるか又は閉める動作のいずれかスライ
ド動作のみが半自動に開閉できるように具現することもできる。
【００５２】
本発明の技術思想を前記の好ましい実施例に基づいて具体的に記述したが、前記の実施例
はその例示のためのもので、その制限のためのものではないことを理解すべきである。ま
た、本発明の技術分野の通常の専門家であれば、本発明の技術思想の範囲内で多様な実施
例ができることが分かるであろう。
【００５３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、スライドモジュールを用いて携帯電話を具現することに
より、つぎのような効果を有する。
一つ目、携帯電話の本体の長さを大幅減らして製品の商品性を高めることができる。
二つ目、スライドによる上部ハウジングと下部ハウジング間の開閉完了を使用者が感ずる
ように、使用者がスライドによる携帯電話の開閉状態を正確に確認し得るようにする。
三つ目、携帯電話の棒状突出部により上部ハウジングと下部ハウジング間のスライドが直
線方向になされるように均衡を維持させることにより、携帯電話の揺れ及び歪みを防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　従来のスライドタイプ携帯電話のスライドカバーの閉鎖状態を示す斜視図であ
る。
【図２】　図１の携帯電話のスライドカバーの開放状態を示す正面図である。
【図３】　従来のほかのスライドタイプ携帯電話のスライド部材の閉鎖状態を示す正面図
である。
【図４】　図３の携帯電話のスライド部材の開放状態を示す正面図である。
【図５】　本発明の一実施例によるスライドモジュールを用いるスライドタイプ携帯電話
の分解斜視図である。
【図６】　本発明によるスライドモジュールの分解斜視図である。
【図７】　本発明によるスライドモジュールの結合斜視図である。
【図８】　図５の上部ハウジングの底面図である。
【図９】　図５の下部ハウジングの平面図である。
【図１０】　図５のＦＰＣＢの平面図である。
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【図１１】　図６のボールの設置状態を示す部分断面斜視図である。
【図１２】　図１１のボールと隆起部間にスプリングが介在された状態を示す部分断面斜
視図である。
【図１３】　図１１のボールがホールに係合された状態を示す部分断面斜視図である。
【符号の説明】
３００　携帯電話
３１０　上部ハウジング
３１１　液晶画面
３１２　スライドモジュール
３２０　下部ハウジング
３２１　キーパッド
３３０　ＦＰＣＢ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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