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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーパッドを上面に有する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可
能に結合されてその上面に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたス
ライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、
　前記本体ハウジング内に装着される第１のヒンジフレームと；
　前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置され、前記スライドハウジングをス
ライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として回転可能にする第２のヒンジフレーム
と；
　前記第２のヒンジフレームにスライディング可能に結合され、前記スライドハウジング
に固定される第１及び第２のプレートと；
　前記第２のヒンジフレームと第１のプレートとの間に配設される少なくとも一つのスラ
イドバーと；
　前記第１及び第２のヒンジフレームの中心部を挿通し、これら第１及び第２のヒンジフ
レームを向かい合う状態に回転可能に結合させる結合手段と；
から構成されたことを特徴とするスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディ
ング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２】
　前記本体ハウジングの上面の所定の箇所には、前記第１及び第２のヒンジフレームが装
着されるように締結穴がさらに形成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディ
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ング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３】
　前記結合手段は、
　　前記第１及び第２のヒンジフレームの中心部を挿貫し、前記第１及び第２のヒンジフ
レームを向かい合う状態に回転可能に結合させるブシュと；
　　前記ブシュの下端に嵌め付けられるスナップリングと；
から構成されたことを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端
末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４】
　前記第１のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの上端面に形成されて、第２のヒンジフレームの回転によるすき
間を調節する１対のストッパーと；
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第１のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の周りに円周方向に沿って等間隔で形成されて、ボールを安着させる少な
くとも一つのボール溝と；
　　前記それぞれのボール溝と相互に連結され、前記ボールの移動をガイドするボールガ
イド溝と；
　　前記ボール溝の外周の所定の箇所に形成され、前記第２のヒンジフレームと接して前
記スライドハウジングの回転を止める１対の回転ストッパーと；
　　前記本体ハウジング内にネジで結合されるように前記第１のヒンジフレームに形成さ
れた少なくとも一つのネジ締結部と；
から構成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端
末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項５】
　前記１対の回転ストッパーは、向かい合って対称形成されることを特徴とする請求項４
に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置
。
【請求項６】
　前記第２のヒンジフレームは、
　　このヒンジフレームの中心部に形成された第２のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の周りに沿ってヒンジ軸の下方に延在するシリンダーと；
　　前記シリンダーの下端面に形成され、その内側に圧縮バネを備え、シリンダーの周り
に円周方向に沿って等間隔で形成される少なくとも一つのバネ穴と；
　　前記バネ穴に配置され、圧縮バネの弾性力を受けて該当のバネ穴の下端から出、前記
第１のヒンジフレームのボール溝と選択的に噛み合う少なくとも一つのボールと；
　　前記第２のヒンジフレームの上端面に形成され、前記スライドバーがスライディング
可能にそれぞれ結合される１対のガイド溝と；
　　前記第２のヒンジフレームの上面一側に形成され、前記スライドバーと接して前記ス
ライドバーのスライディング移動を止めるストッパー突起と；
から構成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端
末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項７】
　前記第１のプレートは、
　　前記第１のプレートの外周縁に沿って形成された複数の結合穴と；
　　前記それぞれのスライドバーをネジ結合により固定させるための少なくとも一つのネ
ジ穴と；
　　前記第１のプレートの所定の箇所に形成され、軟性回路が貫通する第１のプレート側
貫通穴と；
　　前記第１のプレートの長手方向に沿って形成され、前記リングバネをガイドすると同
時に支持する支持突起と；
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　　前記第１のプレートの長手方向に沿って形成されて、前記リングバネをガイドする１
対のガイド穴と；
から構成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端
末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項８】
　前記第１のプレートには、前記スライドバーに形成された突起と結合されて固定される
ように、前記第１のプレートの長手方向に沿って複数の固定穴がさらに形成されることを
特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング
及び回転ヒンジ装置。
【請求項９】
　前記第２のプレートは、
　　前記第２のプレートの外周縁に沿って形成されて、前記第１のプレートの結合穴と結
合される複数の結合突起と；
　　前記第２のプレートの上端面に形成されて、前記スライドハウジングとネジで固定さ
れる少なくとも一つのネジ穴と；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成されて、前記リングバネの一端と結合される
１対のピンと；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成されて、軟性回路が貫通する第２のプレート
側貫通穴と；
とから構成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２のプレートの間には、前記スライドハウジングをスライディング移動
するように弾性力を提供する１対のリングバネが配設されることを特徴とする請求項１に
記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１１】
　前記リングバネの一端は、前記第１のプレートのガイド穴を貫通し、前記第２のヒンジ
フレームの上端面に形成された支持溝に結合され、他端は、前記第２のプレートに形成さ
れたピンと結合されることを特徴とする請求項１０に記載のスライディング及び回転タイ
プ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１２】
　前記それぞれのスライドバーは、
　　前記プレートの長手方向に形成され、前記第２のヒンジフレームに形成されたガイド
溝に結合される１対の第１のスライドバーと；
　　前記第１のスライドバーの一端に備えられて、前記第１のスライドバーを支持すると
同時に、前記第２のヒンジフレームのストッパー突起と接して前記スライドバーのスライ
ディング移動を止める第２のスライドバーと；
　　前記第１のスライドバーの他端に備えられて、前記第１のスライドバーを支持する第
３のスライドバーと；
から構成されることを特徴とする請求項１に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端
末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１３】
　キーパッドを上面に有する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可
能に結合されてその上面に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたス
ライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、
　　前記本体ハウジング内に装着される第１のヒンジフレームと；
　　前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に貫通結合し、前記スライドハウジング
をスライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として回転可能にする円筒形のヒンジハ
ウジングを有する第２のヒンジフレームと；
　　前記第２のヒンジフレームにスライディング可能に結合され、前記スライドハウジン
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グに固定される第１及び第２のプレートと；
　　前記第２のヒンジフレームと第１のプレートとの間に配設される少なくとも一つのス
ライドバーと；
　　前記第１及び第２のヒンジフレームの間に配設され、前記第２のヒンジフレームを、
前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態で回転可能にする回転ワッシャと；
　　前記ヒンジハウジングの下端に嵌め付けられるスナップリングと；
から構成されたことを特徴とするスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディ
ング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１４】
　前記本体ハウジングの上面の所定の箇所には、前記第１及び第２のヒンジフレームが装
着される締結穴がさらに形成されることを特徴とする請求項１３に記載のスライディング
及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１５】
　前記第１のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの上端面に形成されて、第２のヒンジフレームの回転によるすき
間を調節するための１対のストッパーと；
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第１のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記第２のワッシャとの間に配置された少なくとも１つのワッシャ突起を有する回転
ワッシャと；
　　貫通穴の周りに円周方向に沿って等間隔で形成されて、第２のヒンジが一定角度回転
する毎に該回転ワッシャのワッシャ突起に嵌合されるワッシャ溝と；
　　前記ワッシャ溝の外周の所定の箇所に形成され、前記第２のヒンジフレームと接して
前記スライドハウジングの回転を止める１対の回転ストッパーと；
　　前記第１のヒンジフレームに形成されて、前記本体ハウジング内にネジで結合される
少なくとも一つのネジ締結部と；
から構成されることを特徴とする請求項１３に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１６】
　前記１対の回転ストッパーは、向かい合って対称形成されることを特徴とする請求項１
５に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装
置。
【請求項１７】
　前記第２のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの中心部においてヒンジ軸の下方に一体に突設された円筒形のヒ
ンジハウジングと；
　　前記ヒンジハウジングの中心部に形成された第２のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記第２のヒンジフレームの下端面において前記ヒンジハウジングの円周方向に沿っ
て形成され、その内側に圧縮バネを備える少なくとも一つのバネ支持突起と；
　　前記第２のヒンジフレームの上端面に形成され、前記スライドバーとスライディング
可能に結合される１対のガイド溝と；
　　前記第２のヒンジフレームの上面一側に形成され、前記スライドバーと接して前記ス
ライドバーのスライド移動を止めるストッパー突起と；
から構成されることを特徴とする請求項１３に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１８】
　前記回転ワッシャは、
　　前記第２のヒンジが一定角度回転する毎に、前記第１のヒンジフレームに形成された
ワッシャ溝に結合されるように、前記ワッシャの円周方向に沿って等間隔で形成された少
なくとも一つのワッシャ突起と；
　　前記回転ワッシャの内側に形成され、前記ヒンジハウジングに形成された固定溝に固
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定される１対の固定突起と；
から構成されることを特徴とする請求項１３に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項１９】
　前記第２のヒンジフレームと前記回転ワッシャとの間には、前記ワッシャ突起が前記第
１のヒンジフレームのワッシャ溝に安着され、前記ワッシャ溝に前記ワッシャ突起が噛み
合うか、該当のワッシャ溝から離脱するように弾性力を提供する圧縮バネが配設されるこ
とを特徴とする請求項１３に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライデ
ィング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２０】
　キーパッドを上面に有する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可
能に結合されてその上面に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたス
ライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、
　前記本体ハウジング内に装着される第１のヒンジフレームと；
　前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置され、前記スライドハウジングをス
ライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として回転可能にする第２のヒンジフレーム
と；
　前記第２のヒンジフレームに、スライディング移動及び回転可能に結合される第１のプ
レートと、前記第１のプレートと結合され、前記スライドハウジングに固定される第２の
プレートと；
　前記第２のヒンジフレームと第１のプレートとの間に配設される少なくとも一つのスラ
イドバーと；
　前記第１のヒンジフレームの所定の箇所に形成されたガイドピンと；
　前記第１のプレートに形成され、前記ガイドピンと結合されて、前記ガイドピンをスラ
イディング移動及び回転可能にガイドするピンガイド穴と；
から構成されたことを特徴とするスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディ
ング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２１】
　前記ピンガイド穴の上部は、前記第１のプレートの長手方向に沿って所定の長さに形成
され、下部は、前記スライドハウジングが回転されるように曲線で形成されることを特徴
とする請求項２０に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及
び回転ヒンジ装置。
【請求項２２】
　キーパッドを上面に有する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可
能に結合されてその上面に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたス
ライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、
　前記本体ハウジング内に装着される第１のヒンジフレームと；
　前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置され、ヒンジ軸を中心として前記ス
ライドハウジングを回転可能にする第２のヒンジフレームと；
　前記第２のヒンジフレームに固定され、それぞれのスライドバーを備え、前記スライド
ハウジングをスライディング移動可能にする第１及び第２のプレートと；
　前記第１のプレートの両側面に取り付けられ、それらの間には前記第２のプレートがス
ライディング可能に備えられる第１及び第２のスライドバーと；
　前記第１のヒンジフレームの所定の箇所に備えられ、前記第２のプレートに形成された
ガイド部に沿ってガイドされるガイドピンと；
から構成されたことを特徴とするスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディ
ング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２３】
　前記本体ハウジングの上面の所定の箇所には、前記第１及び第２のヒンジフレームが装
着される締結穴がさらに形成されることを特徴とする請求項２２に記載のスライディング
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及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２４】
　前記第１のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第１のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の外周に円周方向に沿って等間隔で形成されて、ボールを安着させる少な
くとも一つのボール溝と；
　　前記ボール溝と相互に連結されて、前記ボールの移動をガイドするボールガイド溝と
；
　　前記ボール溝の外周の所定の箇所に形成されて、前記第２のヒンジフレームと接して
前記スライドハウジンの回転を止めるストッパー突起と；
　　前記第１のヒンジフレームの所定の箇所に形成されて、前記ガイドピンと結合される
ピン穴と；
　　前記第１のヒンジフレームに形成されて、前記本体ハウジング内側にネジで固定され
る少なくとも一つのネジ締結部と；
から構成されることを特徴とする請求項２２に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２５】
　前記第１のヒンジフレームは、ポリカーボネート材質からなることを特徴とする請求項
２２に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ
装置。
【請求項２６】
　前記第２のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第２のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の周りに沿ってヒンジ軸の下方に延在するシリンダーと；
　　前記シリンダーの下端面に形成され、その内側に圧縮バネが装着され、シリンダーの
周りに向かい合って対称形成される１対のバネ穴と；
　　前記バネ穴にそれぞれ配置され、圧縮バネの弾性力を受けて前記バネ穴の下端から出
、前記第２のヒンジの回転によって前記第１のヒンジフレームのボール溝と選択的に噛み
合う１対のボールと；
　　前記第２のヒンジフレームの円周に形成されて、前記第１のプレートに固定される１
対の締結部と；
　　前記締結部の一側に形成され、前記第１のヒンジフレームのストッパー突起と接して
前記スライドハウジングの回転を止めるストッパー部と；
から構成されることを特徴とする請求項２２に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２７】
　前記シリンダーの一端には、前記第１のヒンジフレームの中心部を貫通して前記第１及
び第２のヒンジフレームを向かい合う状態で回転可能に結合させるスナップリングが嵌め
付けられることを特徴とする請求項２６に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末
機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２８】
　前記１対の締結部は、前記第１のプレートに形成された固定穴に結合される固定突起が
突設され、
　前記固定突起の両側には、前記第１のプレートに形成されたネジ締結部と結合される少
なくとも一つの結合溝が形成され、
　前記結合溝には、ネジが結合されるネジ穴が形成されることを特徴とする請求項２６に
記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項２９】
　前記第１のプレートは、
　　前記第１のプレートの両側面に、前記スライドハウジングの長手方向に沿って形成さ
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れ、前記それぞれのスライドバーをネジで固定させるバー締結部と；
　　前記第１のプレート内の所定の箇所に形成されて、前記第２のヒンジフレームの固定
突起と結合される１対の固定穴と；
　　前記固定穴の上・下部に形成されて、前記第２のヒンジフレームの結合溝に結合され
る少なくとも一つの第１のプレート側ネジ締結部と；
　　前記第１のプレート内の所定の箇所に形成されて、前記リングバネの一端と結合され
るようにリベットピンを貫通させて固定する１対のリベットピン溝と；
から構成されることを特徴とする請求項２２に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３０】
　前記第１のプレート側ネジ締結部は、前記プレートの下方に突出されて前記第２のヒン
ジフレームの結合溝に結合されることを特徴とする請求項２９に記載のスライディング及
び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３１】
　前記第２のプレートは、
　　前記第２のプレートの両側面に前記第２のプレートの長手方向に沿って形成され、前
記それぞれのスライドバーがスライディング移動可能に結合されるガイド溝と；
　　前記第２のプレートの一側面に形成され、前記スライドハウジングがスライディング
移動及び回転するように前記ガイドピンをガイドするガイド部と；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成されて、前記リングバネの他端が結合される
バネ締結穴と；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成され、軟性回路が貫通する第２のプレート側
貫通穴と；
　　前記第２のプレートの両側の所定の箇所に、前記プレートの長手方向に形成される第
２のプレート側ネジ穴と；
から構成されることを特徴とする請求項２２に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３２】
　前記第１及び第２のプレートの間には、前記スライドハウジングをスライディング移動
するように弾性力を提供する１対のリングバネが配設されることを特徴とする請求項２２
に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置
。
【請求項３３】
　前記リングバネの一端は、貫通する前記リベットピンによって、前記第１のプレートに
形成されたリベットピン溝に結合され、他端は、前記第２のプレートに形成されたバネ締
結穴と結合されることを特徴とする請求項３２に記載のスライディング及び回転タイプ携
帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３４】
　前記第１及び第２のスライドバーの一側面には、前記プレートの長手方向に提供され、
前記ガイド溝に結合されるガイド突起がさらに形成されることを特徴とする請求項２２に
記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３５】
　前記第２のスライドバーは、前記第１のスライドバーに比べてその長さが短く形成され
ることを特徴とする請求項３４に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３６】
　前記ガイド部の上部は、前記スライドハウジングがスライディング移動するように、前
記第２のプレートの長手方向に沿って所定の長さに形成され、下部は、前記スライドハウ
ジングが回転されるように、曲線で形成されることを特徴とする請求項３１に記載のスラ
イディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
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【請求項３７】
　キーパッドを上面に有する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可
能に結合されてその上面に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたス
ライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、
　前記本体ハウジングに装着される第１のヒンジフレームと；
　前記スライドハウジングがヒンジ軸を中心として回転するように、前記第１のヒンジフ
レームと向かい合う状態に結合される第２のヒンジフレームと；
　前記第２のヒンジフレームに固定されて、前記スライドハウジングをスライディング移
動可能にする第１及び第２のプレートと；
　前記第１及び第２のプレートの両側面に形成されて、前記第２のプレートをスライディ
ング可能にガイドするガイド手段と；
　前記本体ハウジングの上面の所定の箇所に形成されて、前記第１及び第２のプレートを
スライディング移動及び回転可能にし、スライディング移動及び回転する前記第１及び第
２のプレートを止めるストッパーピンと；
から構成されたことを特徴とするスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディ
ング及び回転ヒンジ装置。
【請求項３８】
　前記本体ハウジングには、マイク装置及び複数のキーパッドが設けられ、前記キーパッ
ドと隣接する箇所に複数の補助キーパッドがさらに設けられることを特徴とする請求項３
７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装
置。
【請求項３９】
　前記スライドハウジングには、複数の補助キーパッド及びスピーカー装置がさらに設け
られることを特徴とする、請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機
のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４０】
　前記本体ハウジングの上面の所定の箇所において、前記第１及び第２のヒンジフレーム
を装着するためのハウジング側挿入溝が前記ハウジングの内側方向に形成され、
　前記ハウジング側挿入溝の外周に沿って等間隔で少なくとも一つのネジ溝が形成され、
　前記ハウジング側挿入溝内には、前記第１のヒンジフレームに形成された固定突起と結
合される少なくとも一つの固定穴がさらに形成されることを特徴とする、請求項３７に記
載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４１】
　前記第１のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第１のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の外周に円周方向に沿って所定の長さに形成されて、前記スライドハウジ
ングが回転されるようにボールをガイドするボールガイド溝と；
　　前記ボールガイド溝の両端に形成されて、前記ボールを安着させる少なくとも一つの
ボール溝と；
　　前記貫通穴と前記ボールガイド溝との間に突出形成されたストッパー突起と；
　　前記第１のヒンジフレームの外周に円周方向に沿って等間隔で形成されて、前記本体
ハウジングに形成されたそれぞれのネジ溝と結合される少なくとも一つのネジ締結部と；
　　前記第１のヒンジフレームの下端面に形成されて、前記ハウジング側挿入溝内に形成
された固定穴に挿入固定される少なくとも一つの固定突起と；
から構成されることを特徴とする請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４２】
　前記第２のヒンジフレームは、
　　前記ヒンジフレームの中心部に形成された第２のヒンジフレーム側貫通穴と；
　　前記貫通穴の周りに沿ってヒンジ軸の下方に延在するシリンダーと；
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　　前記シリンダーと隣接する箇所に形成されて、その内側に圧縮バネが装着されるバネ
穴と；
　前記バネ穴に配置され、圧縮バネの弾性力を受けて前記バネ穴の下端から出、前記スラ
イドハウジングを回転させるか、前記スライドハウジングの回転を止めるように、前記ボ
ールガイド溝と前記該当のボール溝に噛み合うボールと；
　　前記貫通穴と前記バネ穴との間において前記貫通穴の円周に沿って形成され、前記第
１のヒンジフレームのストッパー突起と結合されて、前記スライドハウジングをガイドす
ると同時に、前記スライドハウジングの回転を止めるストッパー穴と；
　　前記第２のヒンジフレームの円周に形成されて、前記第１のプレートと結合されるよ
うにネジを貫通させる少なくとも一つのネジ締結穴と；
　　前記第２のヒンジフレームの上面に形成されて、前記第１のプレートと結合される少
なくとも一つの締結突起と；
から構成されることを特徴とする請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４３】
　前記第１のプレートは、
　　前記第１のプレートの両側面に、前記スライドハウジングの長手方向に沿って形成さ
れた第１及び第２のスライドバーと；
　　前記第１のプレート内の所定の箇所に形成されて、前記第２のヒンジフレームのネジ
締結穴を貫通したネジと結合されるように形成された少なくとも一つのネジ穴と；
　　前記第１のプレート内の所定の箇所に形成されて、前記第２のヒンジフレームの締結
突起と結合される少なくとも一つのプレート側固定穴と；
　　前記第１のプレート内の所定の箇所に形成されて、貫通するリベットピンによって、
リングバネの一端と固定される１対のリベットピン溝と；
　　前記第１のプレートの一端に形成されて、前記スライドハウジングの内側と接触して
スライディング移動を止めるストッパー部と；
から構成されることを特徴とする請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４４】
　前記第１及び第２のスライドバーの両端には、前記各プレートがスライディング移動す
るときに、前記スライドハウジングとの接触による衝撃を吸収するように、少なくとも一
つの衝撃吸収材が装着され、
　前記第１のプレートの下側面には、前記ネジ穴をそれぞれ支持する少なくとも一つのネ
ジ支持突起がさらに設けられることを特徴とする請求項４３に記載のスライディング及び
回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４５】
　前記第２のプレートは、
　　前記第２のプレートの一側面に形成され、前記スライドハウジングがスライディング
移動及び回転するように前記ストッパーピンをガイドするガイド部と；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成されて、前記リングバネの他端と結合される
バネ締結穴と；
　　前記第２のプレートの所定の箇所に形成されて、軟性回路が貫通する第２のプレート
側貫通穴と；
　　前記第２のプレートの両側の所定の箇所に、前記プレートの長手方向に形成される第
２のプレート側ネジ穴と；
　　前記第２のプレートの一端に形成されて、前記ストッパーピンを安着させる安着面と
；
から構成されることを特徴とする請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４６】
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　前記第１及び第２のプレートの間には、前記スライドハウジングをスライディング移動
されるように弾性力を提供する１対のリングバネが配設されることを特徴とする請求項３
７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装
置。
【請求項４７】
　前記ガイド手段は、
　　前記第１及び第２のスライドバーの長手方向に形成された少なくとも一つのガイド突
起と；
　　前記第２のプレートの両側面に形成されて、前記ガイド突起とスライディング移動可
能に結合されるガイドレールと；
から構成されることを特徴とする請求項３７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯
端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【請求項４８】
　前記ガイド突起は、前記第１のプレートの内側方向に突出形成されることを特徴とする
請求項４７に記載のスライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転
ヒンジ装置。
【請求項４９】
　前記シリンダーの一端に形成された締結溝には、前記スライドハウジングの回転による
摩擦を防止する摩擦防止リングがさらに備えられることを特徴とする請求項４２に記載の
スライディング及び回転タイプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライディング／回転タイプ携帯端末機において、本体ハウジングからスラ
イディング移動及び回転移動自在に構成したスライディング／回転タイプ携帯端末機のス
ライディング／ヒンジ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、“携帯用通信装置”とは、使用者が持ち歩きながら相手側と無線で通信可能な
装置のことをいう。この携帯用通信装置には、ＨＨＰ(Hand Held PCS)、ＣＴ－２セルラ
ーフォン、デジタルフォン、ＰＣＳフォン及びＰＤＡなどがあり、外形によって様々なタ
イプに分類される。例えば、携帯端末機は、基本的に、バータイプ(bar-type)、フリップ
タイプ(flip-type)、及びホルダータイプ(folder-type)に分類される。バータイプ無線端
末機は、バータイプの単一ハウジングで構成され、フリップタイプの携帯端末機は、バー
タイプのハウジングにフリップやカバーがヒンジ装置にて回転自在に構成され、ホルダー
タイプの携帯端末機は、バータイプのハウジングにホルダー部がヒンジ装置にて回転自在
に取り付けられる。また、携帯用端末機は、その着用箇所または着用方式によって、ネッ
クレスタイプ(necklace-type)及びリストタイプ(wrist-type)に分類されることもある。
ネックレスタイプの携帯端末機は、紐やチェーンを使って端末機を首にかける方式のもの
で、リストタイプの携帯端末機は、腕バンドを使って腕に端末機をつける方式のものであ
る。また、携帯端末機は、開閉方式によって、回転タイプ(rotation-type)及びスライデ
ィングタイプ(sliding-type)に分類される。回転タイプの携帯端末機は、二つのハウジン
グが、向かい合う状態で回転自在に連結され開閉されるものであり、スライディングタイ
プの携帯端末機は、二つのハウジングのうち、一つのハウジングが長手方向にスライディ
ング移動しつつ開閉されるものである。このように様々に分類される携帯端末機は、当該
技術分野で通常の知識を持つ者なら容易に理解されるものである。
【０００３】
　上に述べた従来の各携帯用端末機はいずれも、アンテナ装置、データ入出力装置、デー
タ送受信装置を備える必要がある。このデータ入力装置は、指でキーを押さえる動作でデ
ータ入力が可能なキーパッドが主として使用され、タッチパッドやタッチスクリーンが使
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用されることもある。また、データ出力装置は、主としてＬＣＤを使用する。さらに、従
来の携帯用通信装置は、使用者同士の画像通話や望む被写体の撮影のためにカメラレンズ
を備える。
【０００４】
　上述したスライディングタイプの携帯端末機は、一つのハウジング(すなわち、スライ
ドハウジング)が残りのハウジング(すなわち、本体ハウジング)に沿って端末機の長手方
向にスライディングしつつ開放される形態のものであり、既存のホルダータイプの携帯端
末機に比べ、使用者の多様化する好みに十分に応えられる、という特長を有する。このス
ライディングタイプの携帯端末機は、本体ハウジングに対してスライドハウジングが本体
ハウジング長の１／２程度まで下方または上方にスライディングされることで開放される
。
【０００５】
　通常、このスライディングタイプの携帯端末機において、本体ハウジングには、３×４
の多数のキーを提供するキーパッドが備えられ、スライドハウジングには、液晶表示部が
備えられる。
【０００６】
　このスライディングタイプの携帯端末機のスライドハウジングは、本体ハウジング上で
ガイド手段によってガイドされる。このために、スライドハウジング及び本体ハウジング
のいずれか一方にはガイドリブを形成し、残りの一方には、ガイドリブと対応する箇所に
ガイドスリットを形成する。また、該スライドハウジングがスライディング移動して完全
に開く箇所及び閉じる箇所にストッパー手段を設け、本体ハウジング上でのスライドハウ
ジングの過度なスライディングを防止している。
【０００７】
　しかしながら、従来のスライディング／回転タイプ携帯端末機では、この携帯端末機の
外形サイズを考慮し、液晶表示部は、端末機の長手方向に長い直方形になっている。この
ように液晶表示部が端末機の長手方向に長く形成されているため、ワイド画面が要求され
る場合には、端末機を回し液晶表示部を横にして使用しなければならず、このときにキー
パッドも端末機と一緒に回転されるので、キー入力がし難くなる、という問題があった。
【０００８】
　一方、端末機を長手方向に立てて液晶表示部を使用する場合には、表示画面が小さいの
で、使用者が端末機の液晶表示部からＴＶ、動映像及びゲームを視聴するのが不便だった
。
【０００９】
　かかるスライディングタイプの携帯端末機の例が、特許文献１に詳細に記載されており
、これは、メインボディーと、サブボディーと、バネモジュールと、スライドガイドと、
スライド溝と、から構成されている。しかしながら、この特許文献１に開示されたスライ
ディングタイプの携帯端末機もまた、単にサブボディーが上・下にスライディング移動可
能に構成されているだけで、サブボディーの回転は不可能になっており、結果としてサブ
ボディーの液晶表示部をワイド画面の形態には使用できない、という不具合があった。
【特許文献１】米国特許番号第１０,３７９,５５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、上記事情に鑑み、本発明の目的は、スライディング／回転タイプ携帯端末
機において、本体ハウジングからスライディング移動及び回転移動自在に構成することに
よって、端末機の使い勝手のよさを向上させるようにしたスライディング／回転タイプ携
帯端末機のスライディング／ヒンジ装置を提供することである。
【００１１】
　本発明の他の目的は、スライディング／回転タイプ携帯端末機において、スライドハウ
ジングがスライディング移動の後に回転して、本体ハウジングに対して“Ｔ”の形状に配
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置されるように構成することによって、端末機の液晶表示部をワイド画面の形態に使用可
能にしたスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の実施形態は、キーパッドを上面に有する本
体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可能に結合されてその上面に液晶
表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたスライディング及び回転タイプ携
帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、前記本体ハウジング内に装着さ
れる第１のヒンジフレームと；前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置され、
前記スライドハウジングをスライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として回転可能
にする第２のヒンジフレームと；前記第２のヒンジフレームにスライディング可能に結合
され、前記スライドハウジングに固定される第１及び第２のプレートと；前記第２のヒン
ジフレームと第１のプレートとの間に配設される少なくとも一つのスライドバーと；前記
第１及び第２のヒンジフレームの中心部を挿通し、これら第１及び第２のヒンジフレーム
を向かい合う状態に回転可能に結合させる結合手段と；から構成されたことを特徴とする
。
【００１３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第２の実施形態は、キーパッドを上面に有
する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可能に結合されてその上面
に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたスライディング及び回転タ
イプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、前記本体ハウジング内に
装着される第１のヒンジフレームと；前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に貫通
結合し、前記スライドハウジングをスライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として
回転可能にする円筒形のヒンジハウジングを有する第２のヒンジフレームと；前記第２の
ヒンジフレームにスライディング可能に結合され、前記スライドハウジングに固定される
第１及び第２のプレートと；前記第２のヒンジフレームと第１のプレートとの間に配設さ
れる少なくとも一つのスライドバーと；前記第１及び第２のヒンジフレームの間に配設さ
れ、前記第２のヒンジフレームを、前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態で回転可
能にする回転ワッシャと；前記ヒンジハウジングの下端に嵌め付けられるスナップリング
と；から構成されたことを特徴とする。
【００１４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第３の実施形態は、キーパッドを上面に有
する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可能に結合されてその上面
に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたスライディング及び回転タ
イプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、前記本体ハウジング内に
装着される第１のヒンジフレームと；前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置
され、前記スライドハウジングをスライディング移動可能にし、ヒンジ軸を中心として回
転可能にする第２のヒンジフレームと；前記第２のヒンジフレームに、スライディング移
動及び回転可能に結合される第１のプレートと、前記第１のプレートと結合され、前記ス
ライドハウジングに固定される第２のプレートと；前記第２のヒンジフレームと第１のプ
レートとの間に配設される少なくとも一つのスライドバーと；前記第１のヒンジフレーム
の所定の箇所に形成されたガイドピンと；前記第１のプレートに形成され、前記ガイドピ
ンと結合されて、前記ガイドピンをスライディング移動及び回転可能にガイドするピンガ
イド穴と；から構成されたことを特徴とする。
【００１５】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第４の実施形態は、キーパッドを上面に有
する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可能に結合されてその上面
に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたスライディング及び回転タ
イプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、前記本体ハウジング内に
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装着される第１のヒンジフレームと；前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に配置
され、ヒンジ軸を中心として前記スライドハウジングを回転可能にする第２のヒンジフレ
ームと；前記第２のヒンジフレームに固定され、それぞれのスライドバーを備え、前記ス
ライドハウジングをスライディング移動可能にする第１及び第２のプレートと；前記第１
のプレートの両側面に取り付けられ、それらの間には前記第２のプレートがスライディン
グ可能に備えられる第１及び第２のスライドバーと；前記第１のヒンジフレームの所定の
箇所に備えられ、前記第２のプレートに形成されたガイド部に沿ってガイドされるガイド
ピンと；から構成されたことを特徴とする。
【００１６】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第５の実施形態は、キーパッドを上面に有
する本体ハウジングと、該本体ハウジング上にスライディング可能に結合されてその上面
に液晶表示部を有するスライドハウジングと、から構成されたスライディング及び回転タ
イプ携帯端末機のスライディング及び回転ヒンジ装置であって、前記本体ハウジングに装
着される第１のヒンジフレームと；前記スライドハウジングがヒンジ軸を中心として回転
するように、前記第１のヒンジフレームと向かい合う状態に結合される第２のヒンジフレ
ームと；前記第２のヒンジフレームに固定されて、前記スライドハウジングをスライディ
ング移動可能にする第１及び第２のプレートと；前記第１及び第２のプレートの両側面に
形成されて、前記第２のプレートをスライディング可能にガイドするガイド手段と；前記
本体ハウジングの上面の所定の箇所に形成されて、前記第１及び第２のプレートをスライ
ディング移動及び回転可能にし、スライディング移動及び回転する前記第１及び第２のプ
レートを止めるストッパーピンと；から構成されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スライディング／回転タイプ携帯端末機において本体ハウジングから
スライディング移動及び回転移動自在にスライディング／ヒンジ装置を構成するため、端
末機の使い勝手のよさを向上させることが可能になる。
【００１８】
　また、本発明によれば、スライドハウジングがスライディング移動の後に回転して、本
体ハウジングに対して“Ｔ”の形状に配置されるようにスライディング／ヒンジ装置を構
成するため、端末機の液晶表示部をワイド画面の形態に使用することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。図
面中、同一の構成要素には、可能な限り同一の参照符号及び番号を共通使用するものとす
る。
【００２０】
　まず、本発明の好ましい第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機
のスライディング／ヒンジ装置１０について、図１乃至図１４を参照して説明する。図１
乃至図１４に示すように、スライディング／ヒンジ装置１０は、第１及び第２のヒンジフ
レーム４０，５０と、第１及び第２のプレート６０，７０と、少なくとも一つのスライド
バー８０と、結合手段９０と、から構成される。
【００２１】
　第１のヒンジフレーム４０は、第２のヒンジフレーム５０と回転可能に結合されるよう
に本体ハウジング２０内に備えられ、本体ハウジング２０にネジ９３にて締結される。第
２のヒンジフレーム５０は、第１のヒンジフレーム４０と向かい合う状態に結合され、ス
ライドハウジング３０がスライディング移動及びヒンジ軸Ａ１(図１２参照)を中心とする
回転されるようにする。第１のプレート６０は、第２のヒンジフレーム５０にスライディ
ング移動可能に結合される。第２のプレート７０は、スライドハウジング３０とネジ９３
にて締結されるように第１のプレート６０に結合される。
【００２２】
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　スライドバー８０は、スライドハウジング３０をスライディング移動可能に支持するよ
うに、第２のヒンジフレーム５０と第１のプレート６０との間に備えられ、第１のプレー
ト６０にネジにて締結される。
【００２３】
　結合手段９０は、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０を向かい合う状態で回転可
能に結合させるように、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０の中心部に貫通挿入さ
れる。該結合手段９０は、ブシュ９１と、スナップリング９２とから構成される。すなわ
ち、ブシュ９１は、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０を向かい合う状態で回転可
能に結合させるように、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０の中心部に挿通され、
スナップリング９２は、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０を貫通挿入されるとと
もに、ブシュ９１の下端に締結されるようになっている。第１のヒンジフレーム４０(図
２)は、１対のストッパー４１と、第１のヒンジフレーム側貫通穴４２と、ボール溝４３
と、１対の回転ストッパー４５と、少なくとも一つのネジ締結部４４と、ボールガイド溝
４６と、から構成される。１対のストッパー４１は、第２のヒンジフレーム５０の回転に
よる第２のヒンジフレーム５０のすき間を調節しうるように、第１のヒンジフレーム４０
の上端面に形成されている。第１のヒンジフレーム側貫通穴４２は、ブシュ９１が貫通す
るように第１のヒンジフレーム４０の中心部に穿設される。ボール溝４３は、複数のボー
ル５４がそれぞれ安着されるように、貫通穴４２の周りに円周方向に沿って等間隔で形成
される。
【００２４】
　ボールガイド溝４６は、それぞれのボール溝４３を互いに連結するように形成され、よ
って、このボールガイド溝４６に沿ってボール５４の移動がガイドされる。回転ストッパ
ー４５は、第２のヒンジフレーム５０と接触してスライドハウジング３０の回転を止める
ように、ボール溝４３の外周の所定の箇所に形成される。ネジ締結部４４は、第１及び第
２のヒンジフレーム４０，５０が向かい合って結合された状態で、本体ハウジング２０の
内側にネジ９３で締結されるように、第１のヒンジフレーム４０に形成される。また、１
対の回転ストッパー４５は、向かい合うように対称配置される。
【００２５】
　また、第２のヒンジフレーム５０(図２)は、第２のヒンジフレーム側貫通穴５１と、シ
リンダー５２と、少なくとも一つのバネ穴５３と、少なくとも一つのボール５４と、１対
のガイド溝５５と、ストッパー突起５６と、から構成される。第２のヒンジフレーム側貫
通穴５１は、ブシュ９１が挿通するように、ヒンジフレーム５０の中心部に穿設される。
シリンダー５２は、第１のヒンジフレーム側ボール溝４３と向かい合うように貫通穴５１
の周りに沿ってヒンジ軸Ａ１の下方に延在する。バネ穴５３(図６)は、ボール５４と圧縮
バネ５７が該当のバネ穴５３に設けられるように、シリンダー５２の円周方向に沿って等
間隔で形成される。
【００２６】
　それぞれのボール５４は、圧縮バネ５７の弾性力によってバネ穴５３の下端から出るよ
うにバネ穴５３にそれぞれ安着され、第１のヒンジフレーム４０のボール溝４３とそれぞ
れ噛み合うように、該当のバネ穴５３に装着される。
【００２７】
　１対のガイド溝５５は、第１のスライドバー８１(図４)とスライディング可能に結合さ
れるように、第２のヒンジフレーム５０の上端面に形成される。ストッパー突起５６は、
第２のスライドバー８２(図４)と接触してスライドバー８０のスライド移動を止めるよう
に、第２のヒンジフレーム５０の上面一側に形成される。第１のプレート６０(図１，５
，６及び図８～図１０)は、複数の結合穴６１と、少なくとも一つのネジ穴６２と、第１
のプレート側貫通穴６３と、支持突起６４と、１対のガイド穴６５と、から構成される。
複数の結合穴６１は、第２のプレート７０に形成された結合突起７７とそれぞれ結合され
て固定されるように、第１のプレート６０の外周縁に沿って形成される。ネジ穴６２は、
スライドバー８０がネジ９３で固定されるように、第１のプレート６０の所定の箇所に形



(15) JP 4343817 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

成される。
【００２８】
　第１のプレート側貫通穴６３は、スライドハウジング３０と電気的に接続された軟性回
路（回路部材として一般的に用いられるフレキシブル配線基板等の軟性を有する回路）(
図示せず)が貫通するように、第１のプレート６０の所定の箇所に形成される。支持突起
６４は、スライドバー８０を支持するように、第１のプレート６０の長手方向に沿って形
成される。
【００２９】
　１対のガイド穴６５は、後述するリングバネ９４をガイド可能に第１のプレート６０の
長手方向に沿って形成される。また、第１のプレート６０には、スライドバー８０に形成
された突起８１ａと結合されて固定されるように、第１のプレート６０の長手方向に沿っ
て複数の固定穴６６が形成される。また、第２のプレート７０(図１，１３，１４)は、複
数の結合突起７７と、少なくとも一つのネジ穴７２と、１対のピン７３と、第２のプレー
ト側貫通穴７４と、から構成される。複数の結合突起７７は、第１のプレート６０に形成
された結合穴６１と噛み合うように、第２のプレート７０の外周縁に沿って形成される。
それぞれのネジ穴７２は、第２のプレート７０がスライドハウジング３０に固定されるよ
うに、ネジ９３で締結される。１対のピン７３は、後述するリングバネ９４と結合される
ように、第２のプレート７０の所定の箇所にそれぞれ設けられる。
【００３０】
　第２のプレート側貫通穴７４は、スライドハウジング３０と電気的に接続された軟性回
路（回路部材として一般的に用いられるフレキシブル配線基板等の軟性を有する回路）(
図示せず)が貫通するように、第２のプレート７０の所定の箇所に穿設される。また、第
１及び第２のプレート６０，７０の間には、スライドハウジング３０が半自動でスライデ
ィング移動するように弾性力を提供する１対のリングバネ９４が備えられる。
【００３１】
　リングバネ９４の一端９４ａは、第１のプレート６０(図４)に形成されたガイド穴６５
を貫通して、第２のヒンジフレーム５０の上端面に形成された支持溝５８に結合され、よ
って、スライドハウジング３０のスライディング移動に際してガイド穴６５に沿って移動
可能になっている。また、リングバネ９４の他端９４ｂは、リングバネ９４を支持するよ
うに、第２のプレート７０に形成されたピン７３と結合される。また、スライドバー８０
(図１)は、第１乃至第３のスライドバー８１，８２，８３から構成される。
【００３２】
　第１のスライドバー８１は、第２のヒンジフレーム５０に形成されたガイド溝５５に結
合されてスライディング移動するように、第１及び第２のプレート６０，７０の長手方向
に形成されている。第２のスライドバー８２は、第１のスライドバー８１を支持すると同
時に、第２のヒンジフレーム５０のストッパー突起５６と接してスライドバー８０のスラ
イディング移動を止めるように、第１のスライドバー８１の一端に連結形成される。第３
のスライドバー８３は、第１のスライドバー８１を支持するように、第１のスライドバー
８１の他端にそれぞれ連結形成される。
【００３３】
　このような構成を持つ本発明の好ましい第１の実施形態に従うスライディング／回転タ
イプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ装置の動作過程を、添付した図１乃至図１４を
参照してより詳細に説明すると、下記の通りである。図１乃至図１４に示すように、スラ
イディングタイプの携帯端末機は、複数のキーで構成されるキーパッド２１を備えた本体
ハウジング２０と、液晶表示部３１を備えたスライドハウジング３０と、からなる。図１
に示すように、本体ハウジング２０の上面の所定の箇所には、第１及び第２のヒンジフレ
ーム４０，５０が装着されるように、締結穴２２が形成される。
【００３４】
　スライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ装置１０は、本体ハ
ウジング２０に第１のヒンジフレーム４０がネジで締結される。このときに、第１のヒン



(16) JP 4343817 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

ジフレーム４０の上面には、この第１のヒンジフレーム４０と向かい合う状態で、スライ
ドハウジング３０をスライディング移動可能にし、また、ヒンジ軸Ａ１を中心に回転可能
にする第２のヒンジフレーム５０が備えられる。この状態で、図５及び図６に示すように
、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０の中心部には、第１及び第２のヒンジフレー
ム４０，５０が向かい合う状態で回転可能に結合されるように、ブシュ９１を貫設し、こ
のブシュ９１の下端に形成された締結溝にスナップリング９２を嵌めて締結する。このよ
うにブシュ９１が貫通するように、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０の中心部に
は、第１及び第２のヒンジフレーム側貫通穴４２，５１が形成される。
【００３５】
　また、第１のヒンジフレーム４０の上端面には、第２のヒンジフレーム５０の回転によ
るすき間(図４)を調節するように、１対のストッパー４１が設けられる。この状態で、図
３及び図４に示すように、第２のヒンジフレーム５０の上端面には、スライドハウジング
３０がスライディング移動可能に、第１のプレート６０が結合される。
【００３６】
　図７及び図８に示すように、本体ハウジング２０からスライドハウジング３０が長手方
向にスライディング移動するときに、第２のヒンジフレーム５０と第１のプレート６０と
の間には、第２のヒンジフレーム５０の上面に形成された１対のガイド溝５５に結合され
た１対の第１のスライドバー８１が配置されているので、これら第１のスライドバー８１
がガイド溝５５に沿ってスライディング移動する。
【００３７】
　このときに、図１０に示すように、第１及び第２のプレート６０，７０の間にはスライ
ドハウジング３０が半自動でスライディング移動されるように弾性力を提供する１対のリ
ングバネ９４が設けられているので、このリングバネ９４の弾性力によりスライドハウジ
ング３０は半自動でスライディング移動する。
【００３８】
　このようにリングバネ９４が半自動で弾性力を提供しうるように、図９に示すように、
リングバネ９４の一端９４ａは、第１のプレート６０のガイド穴６５を貫通して、第２の
ヒンジフレーム５０の上端面に形成された支持溝５８に結合され、リングバネ９４の他端
９４ｂは、第２のプレート７０に形成されたピン７３と結合される。
【００３９】
　図１０に示すように、第１のスライドバー８１は、プレートの長手方向に形成され、そ
の一端が第２のスライドバー８２で互いに連結され、他端には第３のスライドバー８３が
それぞれ連結される。図１１に示すように、第２のヒンジフレーム５０の上面一側には、
スライドバーと接してスライドバーの移動を止めるストッパー突起５６が形成される。
【００４０】
　一方、図１２に示すように、スライドハウジング３０をスライディング移動した後に回
転させると、スライドハウジング３０は本体ハウジング２０に対して“Ｔ”の形態となる
。このときに、図９に示すように、第１のヒンジフレーム側貫通穴４２の周りには円周方
向に沿ってボール５４を安着させる少なくとも一つのボール溝４３が等間隔で配置されて
いるので、該当のボール溝４３にボール５４を安着させる。
【００４１】
　この状態で、図２及び図１４に示すように、第２のヒンジフレーム５０にはヒンジ軸Ａ
１の下方にシリンダー５２が延在し、このシリンダー５２の下端面には、シリンダー５２
の周りに円周方向に沿って等間隔で少なくとも一つのバネ穴５３が形成されているので、
これらバネ穴５３の内側に圧縮バネ５７が備えられる。また、該圧縮バネ５７の下端は、
圧縮バネ５７の弾性力を受けてバネ穴５３の下端から出、第１のヒンジフレーム４０のボ
ール溝４３に安着されるボール５４と選択的に噛み合う。
【００４２】
　これらボール５４は、図１３に示すように、スライドハウジング３０を回転させるとき
に、該当のボール溝４３から抜け出て等間隔で形成された他のボール溝４３にそれぞれ挿
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入される。また、このようにスライドハウジング３０が回転するときに、それぞれのボー
ル溝４３を相互に連結するボールガイド溝４６が形成されているので、このボールガイド
溝４６にガイドされてボール５４が移動する。
【００４３】
　また、図９に示すように、ボール溝４３の外周の所定の箇所には、第２のヒンジフレー
ム５０と接してスライドハウジング３０の回転を止める１対の回転ストッパー４５が設け
られているので、スライドハウジング３０の回転は、第２のヒンジフレーム５０と回転ス
トッパー４５とが接することによって止まるようになる。また、圧縮バネ５７によってボ
ール５４に弾性力が提供され、よって、ボール５４はボール溝４３に対して着脱可能にな
る。
【００４４】
　次に、本発明の好ましい第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機
のスライディング／ヒンジ装置の動作を、添付した図１５乃至図２６を参照してより詳細
に説明する。図１５に示すように、スライディングタイプの携帯端末機は、複数のキーで
構成されるキーパッド２１を備えた本体ハウジング２０と、液晶表示部３１を具備えたス
ライドハウジング３０と、からなる。本体ハウジング２０の上面の所定の箇所には、第１
及び第２のヒンジフレーム４０，５０が備えられるように、締結穴２２が形成される。図
１５及び図１６に示すように、スライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング
／ヒンジ装置は、本体ハウジング２０内に第１のヒンジフレーム１００をネジ９３で固定
する。第１のヒンジフレーム１００の中心部には、第１のヒンジフレーム側貫通穴１０２
が形成される。
【００４５】
　第１のヒンジフレーム１００の上端には、本体ハウジング２０内側とネジ９３で締結さ
れるように、少なくとも一つのネジ締結部１０４が形成される。
【００４６】
　第１のヒンジフレーム１００の上面には、第１のヒンジフレーム１００と向かい合う状
態でスライドハウジング３０をスライディング移動可能にし、ヒンジ軸Ａ１を中心として
回転可能にする第２のヒンジフレーム２００が配置される。図１６及び図２２に示すよう
に、第２のヒンジフレーム２００の中心部には、第１及び第２のヒンジフレーム１００，
２００が向かい合う状態で回転可能に相互に結合されるように、ヒンジフレームのヒンジ
軸Ａ１の下方に円筒形のヒンジハウジング２０１が突出形成され、また、この円筒形のヒ
ンジハウジング２０１が挿通するように、第１のヒンジフレーム１００の中心部には第１
のヒンジフレーム側貫通穴１０２が形成される。
【００４７】
　図１８に示すように、円筒形のヒンジハウジング２０１の下端に形成された締結溝にス
ナップリング５００を嵌め付けることで、第１のヒンジフレーム１００と第２のヒンジフ
レーム２００とを向かい合う状態で結合する。
【００４８】
　また、第１のヒンジフレーム１００の上端面には、第２のヒンジフレーム２００の回転
によるすき間を調節するように、１対のストッパー１０１が形成される。図１９に示すよ
うに、第２のヒンジフレーム２００の上端面には、スライドハウジング３０がスライディ
ング可能に第１のプレート６０が結合され、この状態で、第１のプレート６０はスライド
ハウジング３０とネジ９３で締結される。
【００４９】
　図２０乃至図２３に示すように、本体ハウジング２０からスライドハウジング３０が長
手方向にスライディング移動するときに、第２のヒンジフレーム２００と第１のプレート
６０との間には、第２のヒンジフレーム２００の上面に形成された１対のガイド溝２０４
に結合された１対の第１のスライドバー３０１が提供されているので、第１のスライドバ
ー３０１がそれぞれガイド溝２０４に沿ってスライディング移動する。
【００５０】
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　また、図２５に示すように、第２のヒンジフレーム２００の上面一側には、第２のスラ
イドバー３０２と接してスライドバー３００を止めるストッパー突起２０５が形成される
。続いて、図２４に示すように、スライドハウジング３０をスライディング移動の後に回
転させると、スライドハウジング３０は本体ハウジング２０に対して“Ｔ”の形状となる
。
【００５１】
　図２５に示すように、第１及び第２のヒンジフレーム１００，２００の間には、第１の
ヒンジフレーム１００と向かい合う状態で第２のヒンジフレーム２００が回転されるよう
に、回転ワッシャ４００が備えられる。図２２に示すように、回転ワッシャ４００の内側
には、円筒形のヒンジハウジング２０１に形成された固定溝２０１ａに噛み合うように１
対の固定突起４０２が形成されているので、固定突起４０２が該当の固定溝２０１ａに固
着される(図２６)。
【００５２】
　回転ワッシャ４００は、第１のヒンジフレーム１００に形成されたワッシャ溝１０３に
嵌め込まれて結合されるように、ワッシャ４００の円周方向に沿って等間隔で少なくとも
一つのワッシャ突起４０１が形成される。
【００５３】
　また、図２６に示すように、第２のヒンジフレーム２００と回転ワッシャ４００との間
には、弾性力を提供する圧縮バネ６００が備えられ、該圧縮バネ６００は、ワッシャ溝１
０３にワッシャ突起４０１が噛み合うか、ワッシャ溝１０３からワッシャ突起４０１が外
されるように弾性力を提供する。したがって、スライドハウジング３０を回転させると、
円筒形のヒンジハウジング２０１が回転すると同時に、回転ワッシャ４００も共に回転す
る。
【００５４】
　図１６に示すように、ワッシャ溝１０３の外周の所定の箇所には、第２のヒンジフレー
ム２００と接してスライドハウジング３０の回転を止める１対の回転ストッパー１０５が
設けられる。したがって、スライドハウジング３０が回転すると、回転ワッシャ４００の
ワッシャ突起４０１は、該当のワッシャ溝１０３から離脱し等間隔で形成された他のワッ
シャ溝１０３にそれぞれ挿入される。
【００５５】
　また、圧縮バネ６００によって回転ワッシャ４００に弾性力が提供され、よって、ワッ
シャ突起４０１は、スライドハウジング３０の回転とともにワッシャ溝１０３に対して着
脱可能になる。
【００５６】
　次に、本発明の好ましい第３の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機
のスライディング／ヒンジ装置の動作について、添付した図２７乃至図３１を参照してよ
り詳細に説明する。図２７に示すように、スライディングタイプの携帯端末機は、複数の
キーで構成されたキーパッド２１を備えた本体ハウジング２０と、液晶表示部３１を備え
たスライドハウジング３０と、からなる。スライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置１０は、本体ハウジング２０内に第１のヒンジフレーム４０をネ
ジ９３で固定する。
【００５７】
　第１のヒンジフレーム４０の上面には、第１のヒンジフレーム４０と向かい合う状態に
、スライドハウジング３０をスライディング移動可能にし、ヒンジ軸Ａ１を中心として回
転可能にする第２のヒンジフレーム５０が備えられる。図２８に示すように、第１及び第
２のヒンジフレーム４０，５０の中心部には、第１及び第２のヒンジフレーム４０，５０
が向かい合う状態で回転可能に結合されるようにブシュ９１が挿通され、また、このブシ
ュ９１の下端に形成された締結溝にはスナップリング９２が嵌め付けられる。第２のヒン
ジフレーム５０の上端面には、スライドハウジング３０がスライディング可能に第１のプ
レート６０が結合され、第１のプレート６０はスライドハウジング３０とネジ９３で締結
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固定される。
【００５８】
　図３０及び図３１に示すように、スライドハウジング３０が本体ハウジング２０からそ
の長手方向にスライディングするときに、第１のスライドバー８１が第２のヒンジフレー
ム５０と第１のプレート６０との間に配置されながら１対のガイド溝５５に結合されるの
で、スライドバー８１は、第２のヒンジフレーム５０の上端に形成された１対のガイド溝
５５に沿ってそれぞれスライド移動する。第１及び第２のプレート６０，７０の間には、
スライドハウジング３０が半自動でスライディング移動可能に弾性力を提供する１対のリ
ングバネ９４が備えられ、このリングバネ９４の弾性力によりスライドハウジング３０は
半自動でスライディング移動する。
【００５９】
　図２９に示すように、リングバネ９４が半自動で弾性力を提供するように、リングバネ
９４の一端９４ａは、第１のプレート６０のガイド穴６５を貫通して、第２のヒンジフレ
ーム５０の上端面に形成された支持溝５８に結合され、一方で、リングバネ９４の他端９
４ｂは、第２のプレート７０に形成されたピン７３と結合される。
【００６０】
　第１のヒンジフレーム４０の所定の箇所には、スライディング移動するガイドピン２０
００が形成される。第１のプレート６０には、ガイドピン２０００と結合され、このガイ
ドピン２０００をスライディング移動及び回転可能にガイドするピンガイド穴１０００が
形成される。図３０及び図３１に示すように、スライドハウジング３０がスライディング
移動の後に回転すると、スライドハウジング３０は本体ハウジング２０と共に“Ｔ”の形
態となる。したがって、図３０に示すように、スライドハウジング３０がスライディング
及び回転すると、ガイドピン２０００はピンガイド穴１０００に沿ってスライディング移
動する。このピンガイド穴１０００の上部は、第１のプレート６０の長手方向に沿って所
定の長さに形成され、よって、ガイドピン２０００は、このピンガイド穴１０００に沿っ
てスライディング移動可能になる。
【００６１】
　また、図３１に示すように、スライドハウジング３０を回転させる場合に、ピンガイド
穴１０００の下部は、スライドハウジング３０が回転されるように曲線で形成されている
ので、このピンガイド穴１０００の曲線に沿ってガイドピン２０００をガイドし、スライ
ドハウジング３０を回転させると良い。
【００６２】
　次に、本発明の好ましい第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機
のスライディング／ヒンジ装置の動作を、添付した図３２乃至図４７を参照して詳細に説
明する。図３２に示すように、スライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング
／ヒンジ装置１０は、第１のヒンジフレーム３０００を、ネジ締結部４００５にネジ９３
０を締結することで本体ハウジング２０に固定する。図３２乃至図３４に示すように、第
１のヒンジフレーム３０００の上面には、スライドハウジングがヒンジ軸Ａ１を中心とし
て回転されるように、第１のヒンジフレーム３０００と向かい合う状態に第２のヒンジフ
レーム４０００が配置される。
【００６３】
　図３３に示すように、第２のヒンジフレーム４０００の中心部には、第１及び第２のヒ
ンジフレーム３０００，４０００が向かい合う状態で回転可能に結合されるようにヒンジ
軸Ａ１の下方にシリンダー４００２が延在しているので、第１のヒンジフレーム側貫通穴
３０００１にシリンダー４００２を挿通し、続いて、このシリンダー４００２の下端に形
成された締結溝にストッパーリング４００７を嵌め付ける。
【００６４】
　図３４乃至図３６に示すように、第２のヒンジフレーム４０００の中心部には、軟性回
路（回路部材として一般的に用いられるフレキシブル配線基板等の軟性を有する回路）(
図示せず)が貫通する第２のヒンジフレーム側貫通穴４００１が形成され、この軟性回路
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が貫通する第２のプレート側貫通穴６００４が、第２のプレート６０００の所定の箇所に
形成される。また、第２のプレート６０００の両側の所定の箇所には、その長手方向に沿
って第２のプレート側ネジ穴６００５が形成され、これら第２のプレート側ネジ穴６００
５はスライディングハウジングとネジ９３０で締結される。
【００６５】
　図３６乃至図３８に示すように、第１のプレート５０００が第２のヒンジフレーム４０
００にネジ締結されており、第１のプレート５０００の両側面には、第１及び第２のスラ
イドバー７０００，８０００がネジ９３０で締結されており、第１のプレート５０００の
両側面には、スライドハウジング３０の長手方向に沿ってバー締結部５００１が形成され
、このバー締結部５００１にスライドバー７０００，８０００をネジ９３０でそれぞれ固
定される。したがって、図３９及び図４０に示すように、スライディングハウジング３０
をスライディング移動させると、これと同時に、第１のプレート５０００の第１及び第２
のスライドバー７０００，８０００が、第２のプレートに形成されたガイド溝６００１に
沿ってスライディング移動する。
【００６６】
　このときに、図４１に示すように、第１及び第２のスライドバー７０００，８０００の
一側にはプレート５０００の長手方向にガイド突起７００１，８００１が形成されている
ので、これらガイド突起７００１，８００１がガイド溝６００１に結合されてスライディ
ング移動する。
【００６７】
　また、図４２に示すように、第１のヒンジフレーム３０００の所定の箇所には、第２の
プレート６０００に形成されたガイド部６００２に沿ってスライディング移動するガイド
ピン９０００が結合されるピン溝３００５が設けられているので、ピン溝３００５にガイ
ドピン９０００を結合し、このガイドピン９０００はガイド部６００２に沿って直線にス
ライディング移動する。
【００６８】
　ガイド部６００２の上部６００２ａは、ガイドピン９０００が直線にスライディング移
動するように、第２のプレート６０００の長手方向に沿って所定の長さに形成される。ま
た、図４２に示すように、第１及び第２のプレート５０００，６０００との間には、スラ
イドハウジング３０が半自動でスライディング移動するように弾性力を提供する１対のリ
ングバネ９４０が設けられる。リングバネ９４０の一端は、この一端を貫通するリベット
ピン９５０によって、第１のプレート５０００に形成されたリベットピン溝５００４に結
合され、他端は、第２のプレート６０００に形成されたバネ側締結穴６００３に結合され
る(図３４参照)。したがって、図４３に示すように、スライドハウジング３０をスライデ
ィング移動の後に回転させると、スライドハウジング３０は本体ハウジングと“Ｔ”の形
状をなす。
【００６９】
　図３３、図３７、図４４乃至図４６に示すように、第１のヒンジフレーム側貫通穴３０
０１の周りには、ボール４００４を安着させる少なくとも一つのボール溝３００２が 円
周方向に沿って等間隔で形成されており、よって、これらボール溝３００２にボール４０
０４が安着される。また、図４５に示すように、ボール溝３００２を相互に連結し、ボー
ル４００４の移動をガイドするボールガイド溝３００２が形成される。
【００７０】
　図４５及び図４７に示すように、第２のヒンジフレーム４０００のシリンダー４００２
の下端内側には圧縮バネ５７０が備えられ、シリンダー４００２の周りに対称して１対の
バネ穴４００３が形成されているので、この１対のバネ穴４００３には、圧縮バネ５７０
の弾性力を受けてバネ穴４００３の下端から出、第１のヒンジフレーム３０００のボール
溝３００２と選択的に噛み合う１対のボール４００４が備えられる。
【００７１】
　したがって、図４５に示すように、スライディングハウジングを回転させると、ボール
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４００４が該当のボール溝３００２から離脱し、等間隔で形成された他のボール溝３００
２に挿入される。このときに、ボール４００４は、ボール溝３００２を相互に連結するボ
ールガイド溝３００２に沿ってガイドされる。
【００７２】
　図３２及び図３３に示すように、第２のヒンジフレーム４０００の円周には、第１のプ
レート５０００と締結される１対の締結部４００５が設けられており、よって、この締結
部４００５に第１のプレート５０００が固定される。各締結部４００５には固定突起４０
０５ａが突設され、この固定突起４００５ａと締結される固定穴５００２が、第１のプレ
ート５０００にそれぞれ形成される。
【００７３】
　各固定突起４００５ａの両側には、第１のプレート５０００に形成された少なくとも一
つの第１のプレート側ネジ締結部５００３と結合される少なくとも一つの結合溝４００５
ｂが形成される。結合溝４００５ｂ内にはネジ穴４００５ｃが形成される。第１のプレー
ト側ネジ締結部５００３は、プレート５０００の下方に突出して第２のヒンジフレーム４
０００の結合溝４００５ｂに結合される。各締結部４００５の一側には、第１のヒンジフ
レーム３０００のストッパー突起３００４と接してスライドハウジング３０の回転を止め
るストッパー部４００６が形成されており、よって、このストッパー部４００６がストッ
パー突起３００４と接してスライドハウジング３０の回転を止める。このときに、ガイド
ピン９０００は、図４６に示すように、ガイド部６００２の下部６００２ｂに形成された
曲線に沿って回転する。
【００７４】
　次に、本発明の好ましい第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機
のスライディング／ヒンジ装置の動作を、添付した図４８乃至図６６を参照して詳細に説
明する。図４８乃至図５０に示すように、スライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置は、本体ハウジング２０と、スライディングハウジング３０と、
第１及び第２のヒンジフレーム１２と、第１及び第２のプレート３４と、ガイド手段５と
、ガイドピン６と、から構成される。第１のヒンジフレーム１は、本体ハウジング２０の
上面の所定の箇所に形成されたハウジング側挿入溝２４内に挿入される。
【００７５】
　第２のヒンジフレーム２の円周には、第１のプレート３とネジ９３０により締結される
ように、少なくとも一つのネジ締結穴２ｆが形成されているので、それぞれのネジ締結穴
２ｆにネジ９３０を貫通させ、続いて、該当のネジ締結穴２ｆから突き出たネジ９３０を
、第１のプレート３に形成された少なくとも一つのネジ穴３ｃに締結する。
【００７６】
　図４９及び図６６に示すように、ハウジング側挿入溝２４の外周に沿って等間隔で少な
くとも一つのネジ溝２５が形成されているので、各ネジ溝２５に、第１のヒンジフレーム
１に形成されたネジ締結部１ｅを挿入し、ネジ９３０で締結固定する。
【００７７】
　図５９に示すように、第１のプレート３の下側面にはそれぞれのネジ穴３ｃを支持する
少なくとも一つのネジ支持突起３ｈが形成される。また、第１のプレート３内の所定の箇
所に形成された少なくとも一つのプレート側固定穴３ｄと第２のヒンジフレーム２の締結
突起２ｇとを結合させる。
【００７８】
　第１のプレート３の所定の箇所には、リングバネ９４０の一端と結合されるリベットピ
ン９５０を貫通させて固定するように、１対のリベットピン溝３ｅが形成されているので
、リングバネ９４０の一端と第１のプレート３のリベットピン溝３ｅとをそれぞれ一致さ
せた後に、このリベットピン溝３ｅに各リベットピン９５０を挿入する。
【００７９】
　第１及び第２のプレート３４の両側には、第２のプレート４をスライディング移動可能
にガイドするガイド手段５が提供される。このガイド手段５は、第１及び第２のスライド
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バー３ａ，３ｂに形成されたガイド突起５ａと、第２のプレート４に形成されたガイドレ
ール５ｂと、からなる。
【００８０】
　つまり、第１及び第２のスライドバー３ａ，３ｂは、第１のプレート３の両側面にスラ
イドハウジング３０の長手方向に沿って形成され、ガイド突起５ａは、第１のプレート３
の内側方向に突出形成される。このように構成される第１及び第２のスライドバー３ａ，
３ｂの間に第２のプレート４が結合される。このときに、ガイド突起５ａに、第２のプレ
ート４の両側面に形成されたガイドレール５ｂがスライディング移動可能に結合される。
また、第２のプレート４の所定の箇所には、リングバネ９４０の他端と結合されるバネ側
締結穴４ｄが形成されているので、リングバネ９４０の他端は、バネ締結穴４ｄに締結さ
れる。また、第１及び第２のスライドバー３ａ，３ｂの両端には、プレート３，４がスラ
イディング移動するときに、スライドハウジング３０との接触による衝撃を吸収するよう
に、少なくとも一つの衝撃吸収材７が結合される。各衝撃吸収材７は、スライドバー３ａ
，３ｂにその長手方向にそれぞれ結合される。
【００８１】
　この状態で、第１のヒンジフレーム１の上面に、スライドハウジング３０をヒンジ軸Ａ
１を中心として回転可能にする第２のヒンジフレーム２を、第１のヒンジフレーム１と向
かい合う状態に結合する。また、第１のヒンジフレーム１の下端面には、ハウジング側挿
入溝２４に形成された固定穴２６に挿入される少なくとも一つの固定突起１ｆが形成され
ているので、この固定突起１ｆを固定穴２６に挿入し固定する。
【００８２】
　図４８、図５３、図６４に示すように、第２のヒンジフレーム２の中心部には、第１及
び第２のヒンジフレーム１２が向かい合う状態で回転可能に結合されるように、ヒンジ軸
Ａ１の下方にシリンダー２ｂが延在しているので、第１のヒンジフレーム１の中心部に形
成された第１のヒンジフレーム側貫通穴１ａに、シリンダー２ｂを挿入した後に、シリン
ダー２ｂの下端に形成された締結溝にストッパーリング４００７を嵌め付けると良い。ま
た、このストッパーリング４００７の上面には、スライドハウジング３０の回転による摩
擦を防止するように摩擦防止リング８が配置される。
【００８３】
　第２のヒンジフレーム２の中心部には、軟性回路（回路部材として一般的に用いられる
フレキシブル配線基板等の軟性を有する回路）(図示せず)が貫通する第２のヒンジフレー
ム側貫通穴２ａが形成され、第２のプレート４の所定の箇所には、軟性回路(図示せず)が
貫通する第２のプレート側貫通穴４ｅが形成される。
【００８４】
　図４８及び図５０に示すように、第２のプレート４の両側の所定の箇所には、スライド
ハウジング３０とネジ９３０で締結される第２のプレート側ネジ穴４ｆが、プレート４の
長手方向に沿って形成される。図５５に示すように、スライドハウジング３０をスライデ
ィング移動させるときに、第１のプレート３に形成されたガイドレール５ｂが、第１及び
第２のスライドバー３ａ，３ｂに形成されたガイド突起５ａに沿ってガイドされる。
【００８５】
　図５６及び図５７に示すように、本体ハウジング２０の上面の所定の箇所には、第２の
プレート４をスライディング移動及び回転可能にし、スライディング移動及び回転された
第２のプレート４を止めるストッパーピン６が形成されているので、ストッパーピン６は
、第２のプレート４がスライディング移動するときに、第２のプレート４に形成された直
線のガイド部４ａに接し、第２のプレート４がスライディング移動されるようにする。
【００８６】
　図５８に示すように、第１及び第２のプレート３，４の間には、スライドハウジング３
０が半自動でスライディング移動するように弾性力を提供する１対のリングバネ９４０が
配置される。各リングバネ９４０の一端は、貫通するリベットピン９５０によって、第１
のプレート３に形成されたリベットピン溝３ｅに結合され、他端は、第２のプレート４に
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形成されたバネ締結穴４ｄと結合される(図４８参照)。
【００８７】
　図５９及び図６０に示すように、第１のプレート３の一端には、スライドハウジング３
０の内側と接触すると同時に、スライドハウジング３０のスライディング移動を止めるス
トッパー部３ｇが形成されているので、スライドハウジング３０のスライディング移動と
同時に第２のプレート４が移動するときに、スライドハウジング３０の内側がストッパー
部３ｇと接触すると同時に、スライドハウジング３０のスライディング移動が止まる。
【００８８】
　図６０に示すように、止め突起４ｃは、ガイド部４ａ，４ｂの下端に形成され、第１の
プレート３の止め部３ｆが係止されるようになっている。したがって、図６１に示すよう
に、スライドハウジング３０をスライディング移動の後に回転させると、スライドハウジ
ング３０は本体ハウジング２０と共に“Ｔ”の形状をなす。
【００８９】
　図６２乃至図６４に示すように、第１のヒンジフレーム側貫通穴１ａの外周には、スラ
イドハウジング３０が回転されるようにボール２ｄをガイドするボールガイド溝１ｂが、
円周方向に沿って形成されているので、このボールガイド溝１ｂに沿って、第２のヒンジ
フレーム２に備えられたボール２ｄがガイドされることで、第２のヒンジフレーム２が回
転される。図６３及び図６４に示すように、また、ボールガイド溝１ｂの両端には、ボー
ル２ｄを安着させる少なくとも一つのボール溝１ｃが形成されているので、ボール２ｄが
一方のボール溝１ｃから離脱し、ボールガイド溝１ｂに沿って移動して他方のボール溝１
ｃに挿入され、これにより、第２のヒンジフレーム２の回転感がより向上する。
【００９０】
　図６４に示すように、第２のヒンジフレーム２のシリンダー２ｂに隣接した箇所には、
圧縮バネ５７０を内蔵したバネ穴２ｃが形成されており、このバネ穴２ｃには、圧縮バネ
５７０の弾性力を受けてバネ穴２ｃの下端から出、スライドハウジング３０を回転させた
り止めるようにボールガイド溝１ｂまたは該当のボール溝１ｃに噛み合うボール２ｄが備
えられる。
【００９１】
　第２のヒンジフレーム側貫通穴２ａとバネ穴２ｃとの間には、貫通穴２ａの円周に沿っ
て第１のヒンジフレーム１のストッパー突起１ｄと結合されて、スライドハウジング３０
をガイドすると同時に回転を止めるストッパー穴２ｅが形成される。したがって、図６５
に示すように、スライドハウジング３０を回転させると、第２のプレート４に形成された
曲線のガイド部４ｂに沿ってスライドハウジング３０が回転する。
【００９２】
　このときに、本体ハウジング２０に形成されたストッパーピン６は、プレート３，４を
スライディング移動及び回転可能にし、また、スライドまたは回転したプレート３，４を
止める。また、第２のプレート４の一端には、ストッパーピン６を安着させる安着面４ｃ
が形成されているので、この安着面４ｃにストッパーピン６が安着され、これで、プレー
ト３，４のスライディング移動及び回転が止まるようになる。
【００９３】
　本体ハウジング２０には、マイク装置２３及び複数のキーパッド２１が提供され、この
キーパッド２１と隣接した箇所には複数の補助キーパッド２２が提供される。また、スラ
イドハウジング３０には、複数の補助キーパッド３３及びスピーカー装置３２が提供され
る。
【００９４】
　以上に説明した本発明のスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置は、上述した実施形態及び図面によって限定されるのではなく、本発明の技術的
思想を逸脱しない範囲内で各種の置換、変形及び変更が可能なことは、本発明の属する技
術分野で通常の知識を持つ者にとって明らかである。例えば、本発明は、携帯可能の端末
機のいずれにも適用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライ
ディング／ヒンジ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライ
ディング／ヒンジ装置のヒンジフレームを示す分解斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライ
ディング／ヒンジ装置の結合状態を示す斜視図である。
【図４】図３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ
装置の内部を示す切取斜視図である。
【図５】図３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ
装置の内部を示す平面図である。
【図６】図３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ
装置の内部を示す切取側断面図である。
【図７】図３に示した本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端
末機のスライディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを、スライディング移動した状
態を示す斜視図である。
【図８】図７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ
装置の内部を示す切取斜視図である。
【図９】図７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒンジ
装置のヒンジフレームを示す切取斜視図である。
【図１０】図７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒン
ジ装置の内部を示す平面図である。
【図１１】図７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒン
ジ装置の内部を示す切取側断面図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを回転させた状態を示す斜視図である。
【図１３】図１２に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す側断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のヒンジフレームを示す分解斜視図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の結合状態を示す斜視図である。
【図１８】図１７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図１９】図１７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
【図２０】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを、スライディング移動した状態を示す斜
視図である。
【図２１】図２０に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図２２】図２０に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置のヒンジフレームを示す切取斜視図である。
【図２３】図２０に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
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【図２４】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを回転させた状態を示す斜視図である。
【図２５】図２３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図２６】本発明の第２の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す側断面図である。
【図２７】本発明の第３の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図２８】図２７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
【図２９】図２７に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の作動状態を示す平面図である。
【図３０】本発明の第３の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを回転させた状態を示す内部平面図である
。
【図３１】図３０に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図３２】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図３３】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のヒンジフレームを示す分解斜視図である。
【図３４】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のプレートを示す分解斜視図である。
【図３５】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の結合状態を示す斜視図である。
【図３６】図３５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図３７】図３５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図３８】図３５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取平面図である。
【図３９】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを、スライディング移動した状態を示す斜
視図である。
【図４０】図３９に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図４１】図３９に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図４２】図３９に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取平面図である。
【図４３】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを回転させた状態を示す斜視図である。
【図４４】図４３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図４５】図４３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図４６】図４３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
【図４７】本発明の第４の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す側断面図である。
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【図４８】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す分解斜視図である。
【図４９】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のヒンジフレームを示す分解斜視図である。
【図５０】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のプレートを示す分解斜視図である。
【図５１】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の結合状態を示す斜視図である。
【図５２】図５１に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図５３】図５２に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図５４】図５２に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取平面図である。
【図５５】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングをスライディング移動した状態を示す斜視
図である。
【図５６】図５５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図５７】図５５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図５８】図５５に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
【図５９】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機におい
て、第１及び第２のプレートの結合状態を示す斜視図である。
【図６０】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機におい
て、第１及び第２のプレートのスライディング移動状態を示す斜視図である。
【図６１】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置のスライドハウジングを回転させた状態を示す斜視図である。
【図６２】図６１に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す斜視図である。
【図６３】図６１に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す切取斜視図である。
【図６４】図６３に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置において、Ａ部分を拡大した斜視図である。
【図６５】図６１に示したスライディング／回転タイプ携帯端末機のスライディング／ヒ
ンジ装置の内部を示す平面図である。
【図６６】本発明の第５の実施形態に従うスライディング／回転タイプ携帯端末機のスラ
イディング／ヒンジ装置の構成を示す側断面図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　第１のヒンジフレーム
　１ａ　ヒンジフレーム側貫通穴
　１ｂ　ボールガイド溝
　１ｃ　ボール溝
　１ｄ　ストッパー突起
　１ｅ　ネジ締結部
　１ｆ　固定突起
　２　第２のヒンジフレーム
　２ａ　第２のヒンジフレーム側貫通穴
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　２ｂ　シリンダー
　２ｃ　バネ穴
　２ｄ　ボール
　２ｅ　ストッパー穴
　２ｆ　ネジ締結穴
　２ｇ　第２のヒンジフレームの締結突起
　３　第１のプレート
　３ａ　第１のスライドバー
　３ｂ　第２のスライドバー
　３ｃ　ネジ穴
　３ｄ　プレート側固定穴
　３ｅ　リベットピン溝
　３ｆ　止め部
　３ｇ　ストッパー部
　３ｈ　ネジ支持突起
　４　第２のプレート
　４ａ　ガイド部
　４ｂ　ガイド部
　４ｃ　止め突起
　４ｄ　バネ締結穴
　４ｅ　第２のプレート側貫通穴
　４ｆ　第２のプレート側ネジ穴
　５　ガイド手段
　５ａ　突起
　５ｂ　ガイドレール
　６　ストッパーピン
　７　衝撃吸収材
　８　摩擦防止リング
　１０　スライディング／ヒンジ装置
　２０　本体ハウジング
　２１　キーパッド
　２２　締結穴
　２３　マイク装置
　２４　ハウジング側挿入穴
　２５　ネジ溝
　２６　固定穴
　３０　スライドハウジング
　３１　液晶表示部
　３２　スピーカー装置
　３３　補助キーパッド
　３４　第１及び第２のプレート
　４０　第１のヒンジフレーム
　４１　ストッパー
　４２　第１のヒンジフレーム側貫通穴
　４３　ボール溝
　４４　ネジ締結部
　４５　回転ストッパー
　４６　ボールガイド溝
　５０　第２のヒンジフレーム
　５１　第２のヒンジフレーム側貫通穴
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　５２　シリンダー
　５３　バネ穴
　５４　ボール
　５５　ガイド溝
　５６　ストッパー突起
　５７　圧縮バネ
　５８　支持溝
　６０　第１のプレート
　６１　結合穴
　６２　ネジ穴
　６３　第１のプレート側貫通穴
　６４　支持突起
　６５　ガイド穴
　６６　固定穴
　７０　第２のプレート
　７２　ネジ穴
　７３　ピン
　７４　第２のプレート側貫通穴
　７７　結合突起
　８０　スライドバー
　８１　第１のスライドバー
　８１ａ　突起
　８２　第２のスライドバー
　８３　第３のスライドバー
　９０　結合手段
　９１　ブシュ
　９２　スナップリング
　９３　ネジ
　９４　リングバネ
　９４ａ　リングバネの一端
　９４ｂ　リングバネの他端
　１００　第１のヒンジフレーム
　１０１　ストッパー
　１０２　第１のヒンジフレーム側貫通穴
　１０３　ワッシャ溝
　１０４　ネジ締結部
　１０５　回転ストッパー
　２００　第２のヒンジフレーム
　２０１　ヒンジハウジング
　２０１ａ　固定溝
　２０４　ガイド溝
　２０５　ストッパー突起
　３００　スライドバー
　３０１　第１のスライドバー
　３０２　第２のスライドバー
　４００　回転ワッシャ
　４０１　ワッシャ突起
　４０２　固定突起
　５００　スナップリング
　５７０　圧縮バネ
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　６００　圧縮バネ
　９３０　ネジ
　９４０　リングバネ
　９５０　リベットピン
　１０００　ピンガイド穴
　２０００　ガイドピン
　３０００　第１のヒンジフレーム
　３００１　第１のヒンジフレーム側貫通穴
　３００２　ボールガイド溝
　３００４　ストッパー突起
　３００５　ピン溝
　４０００　第２のヒンジフレーム
　４００１　第２のヒンジフレーム側貫通穴
　４００２　シリンダー
　４００３　バネ穴
　４００４　ボール
　４００５　ネジ締結部
　４００５ａ　固定突起
　４００５ｂ　結合溝
　４００５ｃ　ネジ穴
　４００６　ストッパー部
　４００７　ストッパーリング
　５０００　第１のプレート
　５００１　バー締結部
　５００２　固定穴
　５００３　第１のプレート側ネジ締結部
　５００４　リベットピン溝
　６０００　第２のプレート
　６００１　ガイド溝
　６００２　ガイド部
　６００２ａ　ガイド部の上部
　６００２ｂ　ガイド部の下部
　６００３　バネ側締結穴
　６００４　第２のプレート側貫通穴
　６００５　第２のプレート側ネジ穴
　７０００　第１のスライドバー
　７００１　ガイド突起
　８０００　第２のスライドバー
　８００１　ガイド突起
　９０００　ガイドピン
　Ａ１　ヒンジ軸
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