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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１ボディと、
　前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、
　前記第１ボディと前記第２ボディとの間に設置され、前記第１ボディの側面を押すと、
前記第１ボディを前記第２ボディの長手方向に開くスライドモジュールと
　を含む、スライド型携帯端末機であって、
　前記スライドモジュールが、
　ケースと、前記ケースに回転可能に装着されて前記第１ボディに固定される第１ギアと
、前記ケースに回転可能に装着されて前記第２ボディに固定される第２ギアと、前記第１
ギアと前記第２ギアとの間で噛み合う第３ギアとを含む、携帯端末機。
【請求項２】
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディと前記第２ボディとの間に所定角度αで傾
斜して配置される、請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項３】
　前記角度αが、３０度～４０度である、請求項２に記載の携帯端末機。
【請求項４】
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディを垂直に立った状態のままで半円を描いて
前記第２ボディの上側に移動させる、請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項５】
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　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成される、請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項６】
　前記第１ブッシュ及び前記第２ブッシュには、前記第１ボディと前記第２ボディとの間
を電気的に接続するケーブルが通過する第１貫通孔及び第２貫通孔がそれぞれ形成される
、請求項５に記載の携帯端末機。
【請求項７】
　前記ケースの背面には、前記第１貫通孔を通過したケーブルがガイドされる第１ケーブ
ル通路が形成され、前記ケースの前面には、前記第１ケーブル通路にガイドされたケーブ
ルを前記第２貫通孔にガイドする第２ケーブル通路が形成される、請求項６に記載の携帯
端末機。
【請求項８】
　前記ケースには、前記第１ケーブル通路と前記第２ケーブル通路を連通させる連結通路
が貫通形成される、請求項７に記載の携帯端末機。
【請求項９】
　前記スライドモジュールが、前記ケーブルを保護するように前記ケースの前面及び背面
を覆うカバーをさらに含む、請求項６に記載の携帯端末機。
【請求項１０】
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディが閉状態及び開状態であるとき、その位置
を維持する位置維持機構をさらに含む、請求項１に記載の携帯端末機。
【請求項１１】
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成され、
　前記位置維持機構が、前記第１ブッシュと前記第２ブッシュのうち少なくともいずれか
１つの外周面に設置される固定リングと、前記固定リングの外周面に形成される複数のグ
ルーブと、前記第１ボディと前記第２ボディのうち少なくともいずれか１つに配置されて
前記グルーブに挿入されるボールと、前記ボールに弾性力を提供するスプリングとを含む
、請求項１０に記載の携帯端末機。
【請求項１２】
　前記グルーブが、前記第１ボディが閉状態であるときに前記ボールが挿入される第１グ
ルーブと、前記第１ボディが前記第２ボディの長手方向に開状態であるときに前記ボール
が挿入される第２グルーブとを含む、請求項１１に記載の携帯端末機。
【請求項１３】
　第１ボディと、
　前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、
　前記第１ボディと前記第２ボディとの間に設置され、前記第１ボディの一側面を押すと
、前記第１ボディを前記第２ボディの長手方向に開き、前記第１ボディの他側面を押すと
、前記第１ボディを前記第２ボディの幅方向に開くスライドモジュールと
　を含む、スライド型携帯端末機であって、
　前記スライドモジュールが、
　ケースと、前記ケースに回転可能に装着されて前記第１ボディに固定される第１ギアと
、前記ケースに回転可能に装着されて前記第２ボディに固定される第２ギアと、前記第１
ギアと前記第２ギアとの間で噛み合う第３ギアとを含む、携帯端末機。
【請求項１４】
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディと前記第２ボディとの間に所定角度αで傾
斜して配置される、請求項１３に記載の携帯端末機。
【請求項１５】
　前記角度αは、３０度～４０度である、請求項１４に記載の携帯端末機。
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【請求項１６】
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成される、請求項１３に記載の携帯端末機
。
【請求項１７】
　前記第１ブッシュ及び前記第２ブッシュには、前記第１ボディと前記第２ボディとの間
を電気的に接続するケーブルが通過する第１貫通孔及び第２貫通孔がそれぞれ形成される
、請求項１６に記載の携帯端末機。
【請求項１８】
　前記ケースの背面には、前記第１貫通孔を通過したケーブルがガイドされる第１ケーブ
ル通路が形成され、前記ケースの前面には、前記第１ケーブル通路にガイドされたケーブ
ルを前記第２貫通孔にガイドする第２ケーブル通路が形成される、請求項１７に記載の携
帯端末機。
【請求項１９】
　前記ケースには、前記第１ケーブル通路と前記第２ケーブル通路を連通させる連結通路
が貫通形成される、請求項１８に記載の携帯端末機。
【請求項２０】
　前記スライドモジュールが、前記ケーブルを保護するように前記ケースの前面及び背面
を覆うカバーをさらに含む、請求項１８に記載の携帯端末機。
【請求項２１】
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディが閉状態及び開状態であるとき、その位置
を維持する位置維持機構をさらに含む、請求項１３に記載の携帯端末機。
【請求項２２】
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成され、
　前記位置維持機構が、前記第１ブッシュと前記第２ブッシュのうち少なくともいずれか
１つの外周面に設置される固定リングと、前記固定リングの外周面に形成される複数のグ
ルーブと、前記第１ボディと前記第２ボディのうち少なくともいずれか１つに配置されて
前記グルーブに挿入されるボールと、前記ボールに弾性力を提供するスプリングとを含む
、請求項２１に記載の携帯端末機。
【請求項２３】
　前記グルーブが、前記第１ボディが閉状態であるときに前記ボールが挿入される第１グ
ルーブと、前記第１ボディが前記第２ボディの長手方向に開状態であるときに前記ボール
が挿入される第２グルーブと、前記第１ボディが前記第２ボディの幅方向に開状態である
ときに前記ボールが挿入される第３グルーブと含む、請求項２２に記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライド型携帯端末機に関し、特に、ボディの側面を押して開閉するスライ
ド型携帯端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、携帯端末機は、本体にフリップが回転可能に装着されて入力ボタン領域が開
閉されるフリップ型と、ダイヤルボタン及びメニューボタンなどが備えられる本体と該本
体に回転可能に装着されてＬＣＤが取り付けられる蓋部とから構成される折り畳み型など
に区分される。最近は、多様な情報を画像で表示するために大画面を有する端末機の必要
性が高くなってきている。
【０００３】
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　このような必要性により、ユーザが情報を入力する第１ボディと、大サイズのＬＣＤが
装着されて各種画像情報を表示する第２ボディとから構成され、前記第１ボディに対して
前記第２ボディがスライド式で開閉されるスライド型携帯端末機の使用が増加している。
【０００４】
　図１４は、従来技術によるスライド型携帯端末機の斜視図である。
【０００５】
　従来のスライド型携帯端末機は、各種情報を表示するディスプレイパネル１１０が装着
される第１ボディ１０２と、該第１ボディ１０２がスライド可能に装着され、ユーザが情
報を入力するキーパッド１０６が前面に取り付けられ、各種回路部品が実装されるＰＣＢ
（図示せず）が内蔵される第２ボディ１０４と、該第１ボディ１０２と第２ボディ１０４
間に設置されて第１ボディ１０２を第２ボディ１０４の長手方向にスライド移動させるス
ライドモジュール（図示せず）とから構成される。
【０００６】
　前記スライドモジュールは、第２ボディ１０４の両側縁部に長手方向に形成されるガイ
ドグルーブ１２６と、第１ボディ１０２の両側縁部に形成され、前記ガイドグルーブ１２
６に挿入されて第２ボディ１０４の長手方向に移動するガイドレール１２８とから構成さ
れる。
【０００７】
　このようなスライドモジュールの作用について説明すると、ユーザが第１ボディ１０２
の下部を第２ボディ１０４の長手方向に押し上げると、ガイドレール１２８がガイドグル
ーブ１２６に沿って移動して端末機が開放される。また、ユーザが端末機を使用した後、
第１ボディ１０２の上部を長手方向に押し下げると、端末機が閉じられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前述したような従来技術によるスライド型携帯端末機は、端末機を開放
するとき、第１ボディの下部を押し上げなければならないので、使用が不便であるという
問題があった。
【０００９】
　また、前記第１ボディが第２ボディの長手方向にのみスライド移動するため、多様な機
能が適用できないという問題があった。
【００１０】
　本発明は、このような従来技術の問題を解決するために提案されたもので、本発明の目
的は、第１ボディの側面を押すと、第１ボディが第２ボディの長手方向にスライド移動し
て開放されるため、使用に便利なスライド型携帯端末機を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、第１ボディが第２ボディの長手方向だけでなく、幅方向にも移動
するため、端末機の多様な機能が実現できるスライド型携帯端末機を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような目的を達成するために、本発明によるスライド型携帯端末機は、第１ボディ
と、前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、前記第１ボディと前
記第２ボディ間に設置され、前記第１ボディの側面を押すと、前記第１ボディを前記第２
ボディの長手方向に開くスライドモジュールとから構成されることを特徴とする。
【００１３】
　前記スライドモジュールは、ケースと、該ケースに回転可能に装着されて前記第１ボデ
ィに固定される第１ギアと、前記ケースに回転可能に装着されて前記第２ボディに固定さ
れる第２ギアと、前記第１ギアと前記第２ギア間に噛み合う第３ギアとから構成されるこ
とを特徴とする。
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【００１４】
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成されることを特徴とする。
【００１５】
　前記スライドモジュールは、前記第１ボディが閉状態及び開状態であるとき、その位置
を維持する位置維持機構をさらに含み、前記位置維持機構は、前記第１ブッシュと前記第
２ブッシュのうち少なくともいずれか１つの外周面に設置される固定リングと、該固定リ
ングの外周面に形成される複数のグルーブと、前記第１ボディと前記第２ボディのうち少
なくともいずれか１つに配置されて前記グルーブに挿入されるボールと、該ボールを付勢
するスプリングとから構成されることを特徴とする。
【００１６】
　このような本発明の目的を達成するために、本発明によるスライド型携帯端末機は、第
１ボディと、前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、前記第１ボ
ディと前記第２ボディ間に設置され、前記第１ボディの一側面を押すと、前記第１ボディ
を前記第２ボディの長手方向に開き、前記第１ボディの他側面を押すと、前記第１ボディ
を第２ボディの幅方向に開くスライドモジュールと、から構成されることを特徴とする。
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　第１ボディと、
　前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、
　前記第１ボディと前記第２ボディ間に設置され、前記第１ボディの側面を押すと、前記
第１ボディを前記第２ボディの長手方向に開くスライドモジュールと
　から構成されることを特徴とするスライド型携帯端末機。
（項目２）
　前記スライドモジュールが、
　ケースと、そのケースに回転可能に装着されて前記第１ボディに固定される第１ギアと
、前記ケースに回転可能に装着されて前記第２ボディに固定される第２ギアと、前記第１
ギアと前記第２ギア間に噛み合う第３ギアとから構成されることを特徴とする項目１に記
載のスライド型携帯端末機。
（項目３）
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディと前記第２ボディ間に所定角度αで傾斜し
て配置されることを特徴とする項目２に記載のスライド型携帯端末機。
（項目４）
　前記角度αが、３０度～４０度であることを特徴とする項目３に記載のスライド型携帯
端末機。
（項目５）
　前記スライドモジュールが、第１ボディを垂直に立った状態のままで半円を描いて前記
第２ボディの上側に移動させることを特徴とする項目２に記載のスライド型携帯端末機。
（項目６）
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成されることを特徴とする項目２に記載の
スライド型携帯端末機。
（項目７）
　前記第１ブッシュ及び前記第２ブッシュには、第１ボディと第２ボディ間を電気的に接
続するケーブルが通過する第１貫通孔及び第２貫通孔がそれぞれ形成されることを特徴と
する項目５に記載のスライド型携帯端末機。
（項目８）
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　前記ケースの前面には、前記第１貫通孔を通過したケーブルがガイドされる第１ケーブ
ル通路が形成され、前記ケースの背面には、前記第１ケーブル通路にガイドされたケーブ
ルを前記第２貫通孔にガイドする第２ケーブル通路が形成されることを特徴とする項目６
に記載のスライド型携帯端末機。
（項目９）
　前記ケースには、前記第１ケーブル通路と前記第２ケーブル通路を連通させる連結通路
が貫通形成されることを特徴とする項目７に記載のスライド型携帯端末機。
（項目１０）
　前記スライドモジュールが、前記ケーブルを保護するように前記ケースの前面及び背面
を覆うカバーをさらに含むことを特徴とする項目６に記載のスライド型携帯端末機。
（項目１１）
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディが閉状態及び開状態であるとき、その位置
を維持する位置維持機構をさらに含むことを特徴とする項目２に記載のスライド型携帯端
末機。
（項目１２）
　前記位置維持機構が、前記第１ブッシュと前記第２ブッシュのうち少なくともいずれか
１つの外周面に設置される固定リングと、その固定リングの外周面に形成される複数のグ
ルーブと、前記第１ボディと前記第２ボディのうち少なくともいずれか１つに配置されて
前記グルーブに挿入されるボールと、そのボールを付勢するスプリングとから構成される
ことを特徴とする項目１０に記載のスライド型携帯端末機。
（項目１３）　
　前記グルーブが、前記第１ボディが閉状態であるときに前記ボールが挿入される第１グ
ルーブと、前記第１ボディが第２ボディの長手方向に開状態であるときにボールが挿入さ
れる第２グルーブとから構成されることを特徴とする項目１１に記載のスライド型携帯端
末機。
（項目１４）
　第１ボディと、
　前記第１ボディに対してスライド式で開閉される第２ボディと、
　前記第１ボディと前記第２ボディ間に設置され、前記第１ボディの一側面を押すと、前
記第１ボディを前記第２ボディの長手方向に開き、前記第１ボディの他側面を押すと、前
記第１ボディを第２ボディの幅方向に開くスライドモジュールと、
　から構成されることを特徴とするスライド型携帯端末機。
（項目１５）
　前記スライドモジュールが、
　ケースと、そのケースに回転可能に装着されて前記第１ボディに固定される第１ギアと
、前記ケースに回転可能に装着されて前記第２ボディに固定される第２ギアと、前記第１
ギアと前記第２ギア間に噛み合う第３ギアとから構成されることを特徴とする項目１４に
記載のスライド型携帯端末機。
（項目１６）
　前記スライドモジュールが、前記第１ボディと前記第２ボディ間に所定角度αで傾斜し
て配置されることを特徴とする項目１５に記載のスライド型携帯端末機。
（項目１７）
　前記角度αは、３０度～４０度であることを特徴とする項目１６に記載のスライド型携
帯端末機。
（項目１８）
　前記ケースには、前面に前記第１ギアが回転可能に装着される第１ブッシュが形成され
、背面に前記第２ギアが回転可能に装着される第２ブッシュが形成され、中央に前記第３
ギアが回転可能に装着される第３ブッシュが形成されることを特徴とする項目１５に記載
のスライド型携帯端末機。
（項目１９）



(7) JP 4302708 B2 2009.7.29

10

20

30

40

50

　前記第１ブッシュ及び前記第２ブッシュには、前記第１ボディと前記第２ボディ間を電
気的に接続するケーブルが通過する第１貫通孔及び第２貫通孔がそれぞれ形成されること
を特徴とする項目１８に記載のスライド型携帯端末機。
（項目２０）
　前記ケースの背面には、前記第１貫通孔を通過したケーブルがガイドされる第１ケーブ
ル通路が形成され、前記ケースの前面には、前記第１ケーブル通路にガイドされたケーブ
ルを前記第２貫通孔にガイドする第２ケーブル通路が形成されることを特徴とする項目１
９に記載のスライド型携帯端末機。
（項目２１）
　前記ケースには、前記第１ケーブル通路と前記第２ケーブル通路を連通させる連結通路
が貫通形成されることを特徴とする項目１８に記載のスライド型携帯端末機。
（項目２２）
　前記スライドモジュールが、前記ケーブルを保護するようにケースの前面及び背面を覆
うカバーをさらに含むことを特徴とする項目２０に記載のスライド型携帯端末機。
（項目２３）
　前記スライドモジュールが、第１ボディが閉状態及び開状態であるとき、その位置を維
持する位置維持機構をさらに含むことを特徴とする項目１４に記載のスライド型携帯端末
機。
（項目２４）
　前記位置維持機構が、前記第１ブッシュと前記第２ブッシュのうち少なくともいずれか
１つの外周面に設置される固定リングと、その固定リングの外周面に形成される複数のグ
ルーブと、前記第１ボディと前記第２ボディのうち少なくともいずれか１つに配置されて
前記グルーブに挿入されるボールと、そのボールを付勢するスプリングとから構成される
ことを特徴とする項目２３に記載のスライド型携帯端末機。
（項目２５）
　前記グルーブが、前記第１ボディが閉状態であるときに前記ボールが挿入される第１グ
ルーブと、前記第１ボディが前記第２ボディの長手方向に開状態であるときにボールが挿
入される第２グルーブと、前記第１ボディが前記第２ボディの幅方向に開状態であるとき
にボールが挿入される第３グルーブと含むことを特徴とする項目２４に記載のスライド型
携帯端末機。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によるスライド型携帯端末機は、スライドモジュールが、第１ボディに固定され
た第１ギアと、第２ボディに固定された第２ギアと、第１ギアと第２ギア間に噛み合う第
３ギアとから構成され、第１ボディを第２ボディの長手方向に開放する場合、第１ギアの
右側を押すと、第１ギアと第２ギアの相互作用により第１ボディが第２ボディの上側に移
動して開放されるので、使用が便利である。
【００１９】
　また、前記第１ボディの左側を押すと、前記第１ボディが第２ボディの幅方向に移動し
て第２ボディの幅方向に開放されるため、多様な機能が実行できるという利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明によるスライド型携帯端末機の実施形態を説明する。
【００２１】
　本発明によるスライド型携帯端末機は複数の実施形態が存在するが、以下、最も好まし
い実施形態について説明する。
【００２２】
　図１は、本発明によるスライド型携帯端末機の斜視図である。
【００２３】
　本発明によるスライド型携帯端末機は、各種情報を表示するディスプレイパネル１２及
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びサウンドを出力するスピーカ１４が取り付けられる第１ボディ１０と、該第１ボディ１
０にスライド移動可能に装着され、前面にユーザが情報を入力するキーパッド２２が取り
付けられ、背面にバッテリ２４が装着され、内部にメインプリント基板（ＰＣＢ）が内蔵
される第２ボディ２０と、第１ボディ１０と第２ボディ２０間に設置されて第１ボディ１
０の側面を押すと、第１ボディ２０を第２ボディ１０の長手方向に移動させるスライドモ
ジュール３０とを含む。
【００２４】
　第１ボディ１０の前面には、各種ファンクションキー１６が設置され、第２ボディ２０
には、アンテナ２８及びマイク２６が設置される。
【００２５】
　図２は、本発明によるスライドモジュールの分解斜視図であり、図３は、本発明による
スライドモジュールの結合斜視図であり、図４は、本発明によるスライドモジュールの上
面図であり、図５は、本発明によるスライドモジュールの背面図であり、図６は、図３の
ＶＩＩ－ＶＩＩ線の断面図である。
【００２６】
　スライドモジュール３０は、第１ボディ１０と第２ボディ２０間に配置されるケース３
２と、該ケース３２に回転可能に装着され、第１ボディ１０に固定される第１ギア３４と
、ケース３２に回転可能に装着され、第２ボディ２０に固定される第２ギア３６と、第１
ギア３４と第２ギア３６間に噛み合う第３ギア３８とから構成される。
【００２７】
　ケース３２の前面には、第１ギア３４が収容される第１収容溝４０が形成され、該第１
収容溝４０の中央には、第１ギア３４が回転可能に装着される第１ブッシュ４２が設置さ
れる。また、ケース３２の背面には、第２ギア３６が収容される第２収容溝４４が形成さ
れ、該第２収容溝４４の中央には、第２ギア３６が回転可能に装着される第２ブッシュ４
６が形成される。また、ケース３２の中央には、第３ギア３８が収容される第３収容溝４
８が形成され、該第３収容溝４８の中央には、第３ギア３８が回転可能に装着される第３
ブッシュ５０が形成される。
【００２８】
　ここで、第１ブッシュ４２及び第２ブッシュ４６には、それぞれ第１貫通孔５２及び第
２貫通孔５４が形成され、これら第１貫通孔５２及び第２貫通孔５４には、第１ボディ１
０と第２ボディ２０間を電気的に接続するケーブル５６が通過する。また、ケース３２の
前面には、ケーブル５６が通過する第１ケーブル通路５８が形成され、ケース３２の背面
には、ケーブル５６が通過する第２ケーブル通路６０が形成される。また、第１ケーブル
通路５８と第２ケーブル通路６０間を連結する連結通路６２がケース３２を貫通して形成
される。
【００２９】
　以下、第１ボディ１０と第２ボディ２０間を接続するケーブル５６の経路について説明
すると、第１ボディ１０に接続されたケーブル５６が、第１ブッシュ４２に形成された第
１貫通孔５２を通過し、ケース３２の背面に形成された第２ケーブル通路６０を経由して
連結通路６２を通過した後、ケース３２の前面に形成された第１ケーブル通路５８を経由
して第２ブッシュ４６に形成された第２貫通孔５４を通過した後、第２ボディ２０に接続
される。
【００３０】
　また、ケース３２には、ケーブル５６が外部に露出することを防止してケーブルを保護
するためのカバー６４が装着される。
【００３１】
　カバー６４は、ケース３２の前面を覆って第２貫通孔５４及び第１ケーブル通路５８を
カバーする第１カバー部６６と、該第１カバー部６６に一体に連結されて直角に折曲され
、連結通路６２をカバーする第２カバー部６８と、該第２カバー部６８から直角に折曲さ
れてケース３２の背面を覆い、第１貫通孔５２及び第２ケーブル通路６０をカバーする第
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３カバー部７０とから構成される。
【００３２】
　ここで、第１カバー部６６及び第３カバー部７０は、第２カバー部６８を中心に所定の
弾性力を有するように形成され、カバー６４をケース３２の側面に嵌めると、それ自身の
弾性力によりケース３２に嵌った状態を維持する。
【００３３】
　第１ギア３４は、第１ブッシュ４２に回転可能に挿入され、第３ギア３８に噛み合い、
前面には、第１ボディ１０に形成された締結突起７６に締結される複数の締結凹部７０が
円周方向に等間隔で形成される。
【００３４】
　第２ギア３６は、第２ブッシュ４６に回転可能に挿入され、第３ギア３８と噛み合われ
、前面には、第２ボディ２０に形成された締結突起７４が締結される複数の締結凹部７２
が円周方向に等間隔で形成される。
【００３５】
　スライドモジュール３０には、第１ボディ１０と第２ボディ２０が閉状態及び開状態で
あるとき、その位置を維持する位置維持機構が設置される。
【００３６】
　前記位置維持機構は、図６及び図７に示すように、第２ブッシュ４６の外周面に固定さ
れて第２ブッシュ４６と共に回転する固定リング８０と、該固定リング８０の外周面に半
円状に形成される複数のグルーブ８２ａ、８２ｂ、８２ｃと、第２ボディ２０に形成され
た挿入溝８４に位置してグルーブ８２ａ、８２ｂ、８２ｃのいずれか１つに選択的に挿入
されるボール８６と、該ボール８６を所定付勢力で付勢するスプリング８８とから構成さ
れる。
【００３７】
　固定リング８０の外周面に形成されるグルーブ８２ａ、８２ｂ、８２ｃは、第１ボディ
１０が閉状態であるときにボール８６が挿入されて第１ボディ１０の閉状態を維持させる
第１グルーブ８２ａと、第１ボディ１０が第２ボディ２０の長手方向に開状態であるとき
にボール８６が挿入されて第１ボディ１０の第２ボディの長手方向への開状態を維持する
第２グルーブ８２ｂと、第１ボディ１０が第２ボディ２０の幅方向に開状態であるときに
ボール８６が挿入されて第１ボディ１０の第２ボディ２０の幅方向への開状態を維持する
第３グルーブ８２ｃである。
【００３８】
　前記位置維持機構は、第１ブッシュ４２の外周面と第１ボディ１０間に設置することも
でき、第１ブッシュ４２の外周面と第１ボディ１０間及び第２ブッシュ４６の外周面と第
２ボディ２０間に同時に設置することもできる。
【００３９】
　このように構成されるスライドモジュールは、図８に示すように、第１ボディ１０が閉
状態であるとき、第１ギア３４が第１ボディ１０の左側に偏心された位置に装着され、第
２ギア３６が第２ボディ２０の右側に偏心された位置に装着される。従って、前記スライ
ドモジュールは、第１ギア３４と第２ギア３６の中心を連結する直線が第２ボディ２０の
長手方向の直線に対して角度αで傾斜するように配置される。ここで、前記角度αは３０
度～４５度であることが好ましい。
【００４０】
　これにより、第１ボディ１０がスライド移動して第２ボディ２０の長手方向に開状態と
なると、第１ギア３４と第２ギア３６の中心を連結する直線が第２ボディ２０の長手方向
の直線に対して角度βを有する。ここで、角度βは、１３５度～１５０度であることが好
ましい。
【００４１】
　また、第１ボディ１０が第２ボディ２０の幅方向に開状態となると、第１ギア３４と第
２ギア３６の中心を連結する直線と第２ボディ２０の長手方向の直線に対して角度θを有
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する。ここで、前記角度θは、３０度～４５度であることが好ましい。
【００４２】
　以下、このように構成された本発明によるスライド型携帯端末機の作用を説明する。
【００４３】
　図８～図１０は、本発明による携帯端末機が長手方向に開くときの作動状態図であり、
図１１～図１３は、本発明による携帯端末機が幅方向に開くときの作動状態図である。
【００４４】
　端末機が閉状態であるとき、スライドモジュール３０は、図８に示すように、第２ボデ
ィ２０の長手方向に対して、図の左方向に角度αだけ傾斜して配置される。また、ボール
８６が第１グルーブ８２ａに挿入された状態となり、前記端末機は閉状態が維持される。
【００４５】
　このような状態で、ユーザが端末機を使用するために矢印Ｐの方向に、第１ボディ１０
の右側を押すと、第１ギア３４と第２ギア３６が第３ギア３８により噛み合った状態で回
転する。従って、第１ボディ１０は、図９及び図１０に示すように、第１ギア３４と第２
ギア３６の回転により、半円を描いて垂直に立った状態のままで第２ボディ２０の上側に
移動する。
【００４６】
　また、第１ボディ３４が第２ボディ３６の長手方向に完全に開状態となると、固定リン
グ８０の第２グルーブ８２ｂにボール８６が挿入されて第１ボディ１０の第２ボディ２０
の長手方向への開状態が維持される。
【００４７】
　また、端末機を閉じるときは、第１ボディ１０の右側又は第１ボディ１０の上部を押す
と、第１ボディ１０が第２ボディ２０に対して半円を描いて閉じられる。
【００４８】
　第１ボディ１０を第２ボディ２０の幅方向に開く場合は、図１１～図１３に示すように
、ユーザが矢印Ｑの方向に、図の第１ボディ１０の左側を押すと、スライドモジュール３
０の第１ギア３４と第２ギア３６が第３ギア３８により噛み合った状態で回転して、第１
ボディ１０が第２ボディ２０の右側に移動して第２ボディ２０の幅方向に開状態となる。
ここで、ボール８６は、第３グルーブ８２ｃに挿入されて第１ボディ１０の第２ボディ２
０の幅方向への開状態が維持される。
【００４９】
　第１ボディの側面を押すと、第１ボディが第２ボディの長手方向にスライド移動して開
放されるため、使用に便利なスライド型携帯端末機を提供する。
【００５０】
　スライド型携帯端末機は、第１ボディと、前記第１ボディに対してスライド式で開閉さ
れる第２ボディと、前記第１ボディと前記第２ボディ間に設置され、前記第１ボディの側
面を押すと、前記第１ボディを前記第２ボディの長手方向に開くスライドモジュールとか
ら構成されることを特徴とする。
【００５１】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明によるスライド型携帯端末機の斜視図である。
【図２】本発明によるスライド型携帯端末機のスライドモジュールの分解斜視図である。
【図３】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４】本発明によるスライドモジュールの上面図である。
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【図５】本発明によるスライドモジュールの背面図である。
【図６】図３のＶＩＩ－ＶＩＩ線の断面図である。
【図７】本発明による位置維持機構の断面図である。
【図８】本発明によるスライドモジュールが端末機に装着された状態を示す正面図である
。
【図９】本発明によるスライドモジュールの作動状態図である。
【図１０】本発明によるスライドモジュールの作動状態図である。
【図１１】本発明によるスライドモジュールの作動状態図である。
【図１２】本発明によるスライドモジュールの作動状態図である。
【図１３】本発明によるスライドモジュールの作動状態図である。
【図１４】従来技術によるスライド型携帯端末機の斜視図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０：第１ボディ
２０：第２ボディ
３０：スライドモジュール
３２：ケース
３４：第１ギア
３６：第２ギア
３８：第３ギア
４０：第１収容溝
４２：第１ブッシュ
４４：第２収容溝
４６：第２ブッシュ
４８：第３収容溝
５０：第３ブッシュ
５２：第１貫通孔
５４：第２貫通孔
５６：ケーブル
５８：第１ケーブル通路
６０：第２ケーブル通路
６２：連結通路
６４：カバー
８０：固定リング
８２ａ：第１グルーブ
８２ｂ：第２グルーブ
８２ｃ：第３グルーブ
８６：ボール
８８：スプリング
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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