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スライド装置、及びこれを備えた携帯端 ヨミ

行技 庁分野

０００1 本発明は、ガィドレール部に摺動可能にべ一ス部が設けられ、べ一ス部をガィドレ
ール部の摺動端に向けて付勢するばねを備ぇたスラィド装置及びこれを備ぇた携帯

電話やP 、ヵメラ、ノート型パソコン等の携帯端末に関するものである。

背景 行技 庁

０００2 近年、携帯電話が多数開発され使用されているが、この携帯電話には、単純な棒

状を呈するストレート型の他に、回転型ヒンジ装置を介して開閉可能な折畳型やスラ

ィド装置を介して開閉可能なスラィド型等が各種開発されている。

このスラィド型携帯電話のスラィド装置は、第 部材 ( 以下、上箇体と称す) と第 2 部

材 ( 以下、下箇体と称す) とをガィド部を介してスラィド自在に重合し、この上箇体に

対して下箇体が覆い閉塞した重合閉塞状態から、上箇体に対して下箇体をスラィド
移動するもので、上箇体の重合面が露出するスラィド開放状態となるょぅに構成され

ている。

０００3 このスラィド装置は、弾性部材の一端を上箇体に連結し他端を下箇体に連結し、上

箇体に対して下箇体を所定長スラィドさせるまでは、下箇体が重合閉塞方向へ戻り

動する閉じ付勢が生じ、所定長スラィドさせると逆に開放スラィド方向に進み動する

開き付勢が生じるょぅに構成されている ( 例ぇば、特許文献 参照 ) 。

特許文献 1 特開2 ００4 253526号公報

発明の開示

発明が解が『しようとする言果是頁

０００4 このょぅなスラィド装置にあっては、スラィド型携帯電話を手に持っているときに不意

に開いてしまったり、また伸長させて開いた状態でメールや通話をしているときに容

易に閉じることがない様、所望の付勢力が必要である。

そのため、弾性部材はねじりコィルはねで形成しているが、大きな付勢力を得るた

めには線径を太くしたり、ねじれ角を大きくしなければならない。



０００5 一方、線径を太くしたりねじれ角を大きくしたときに繰り返し開閉動作を行列繰り返

し荷重を与える) と、ねじりコイルはねに発生する曲げ応力が許容応力を超えてしま

い、ねじりコイルはねが破損を招く恐れがある。

そこで、コイル平均径を大きくしたり、巻数を増やしたり、ねじりコイルばねのねじれ

角を小さくする必要がある。

０００6 また、上箇体と下箇体とがスライドして上箇体の重合面の一部が露出し、この露出

部に操作部を設けた構成の場合、露出面が小 、刮 と操作性が低下するため、スライド

量は大きい方が好ま 、。

このとき、開放状態で上箇体と下箇体とが重合領域にねじりコイルばねを備えたス

ライド装置を配置しなければならない。

０００7 このスライド装置は、スライド量が大きいとねじりコイルばねが露出してしまい、使用

者が触れる恐れがある。スライド量は、配置されるねじりコイルばねの大きさにより決

定される。

そのため、複数のばねを設けると付勢力が十分に確保可能であるが、反面、占有

面積が増大してしまぅため、スライド装置を用いた携帯電話の小型ィビが困難であった

０００8 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、付勢力の増大を図るためにねじりコ

イルばねを複数設けても上下の箇体の重合領域の拡大化 (操作部を配置するため

の領域の狭小ィめが回避できるスライド装置、及びこれを備えた携帯端末を提供する

ことを目的とする。

課題を解決するための手段

０００9 本発明におけるスライド装置は、ガイドレール部と、このガイドレール部に摺動可能

に案内されるべ一ス部と、前記べ一ス部を前記ガイドレール部の摺動端に向けて付

勢する第 ねじりコイルはね及び第2ねじりコイルはねとを備え、前記べ一ス部を前記

ガイドレール部の片端側に移動させた状態において、前記第 、第2のねじりコイル

ばねの一端は共に前記べ一ス部の一つの所定位置に連結し、前記第 、第2のねじ

りコイルばねの他端は、前記ガイドレール部であって前記一つの所定位置より前記ガ

イドレール部の反対端側の摺動端側にある所定位置に個別に連結したことを特徴と



する。

００1０ この構成により、べ一ス部をガイドレール部の片側の摺動端側から反対端側の摺動

端側へ移動させるとき、前記一つの所定位置を中心として第 ねじりコイルはねはべ

一ス部が向かぅ方向へ回動し、第2ねじりコイルはねは第 ねじりコイルはねの回動方

向と同じ方向へ回動し、べ一ス部が所定量の移動後は第2ねじりコイルはねの回動

方向を反転させることができる。

これにより、付勢力を大きくするためにねじりコイルばねを複数 (2個)設けても、これ

らねじりコイルはねが占有する面積を小さくすることができる。

００11 また、本発明のスライド装置は、前記べ一ス部を、前記ガイドレール部の片端側に

位置した第 の位置から反対端側の摺動端部側に位置した第2の位置に移動させる

とき、前記第 ねじりコイルばねのコイル部は前記一つの所定位置を中心に回動し、

前記第2ねじりコイルはねのコイル部は前記一つの所定位置を中心に、前記第 ねじ

りコイルはねの回動方向と同方向に回動させて、前記第 の位置における前記第 ね

じりコイルばねのコイル部が位置していた位置に前記第2ねじりコイルばねのコイル

部を重ならせたことを特徴とする。

００12 この構成により、第 ねじりコイルはねがあった位置に、第 ねじりコイルはねが追い
かけるよぅに移動する。

よって、第 ねじりコイルばねと第2ねじりコイルばねとが共に回動に必要な面接を

確保しながら、両者の面積の総和を小さくすることができる。

００13 さらに、本発明のスライド装置は、前記第 ねじりコイルはね及び第2ねじりコイルは

ねのねじり方向を異ならせたことを特徴とする。

００14 この構成により、第 、第2のねじりコイルばねのぅち、一方の一端がコイルの下部に

位置し、他方の一端がコイルの上部に位置する。

すなわち、各々のねじりコイルばねの一端側の高さを異ならせることができる。よっ
て、第 、第2のねじりコイルばねの一端を共にべ一ス部の一つの所定位置に連結し

た状態において、ねじりコイルばねをべ一ス部から浮き上がらせる必要がないので、

第 、第2のねじりコイルはねの厚み、及び第1、第2のねじりコイルはねが可動する領

域の高さ (厚み)方向が増すことを抑えられる。



００15 また、本発明のスライド装置は、前記べ一ス部の一つの所定位置に孔を設け、前記

何れか一方のねじりコイルばねの一端側に設けた折曲げ部は前記他方のねじりコイ

ルばねの一端に形成したリング部に挿通させてから前記孔に取り付けたことを特徴と

する。

００16 この構成により、各々のねじりコイルばねの一端は、ピンなどの専用部品を用いず

に前記べ一スに連結させることができる。しかも、第 、第2のねじりコイルばねの一端

がべ一ス部か已浮き上がらないようにするための蓋部材などの専用部品を必要としな

い構造にすることができる。

加えて、各々のねじりコイルばねの一端を、ピンなどの専用部品で加締める必要が

ないので、取付作業の容易ィビを図ることができる。

００17 さらに、本発明のスライド装置を備えた携帯端末は、スライド装置において、さらに、

表示部を有し前記ガイドレール部が固定される第 箇体と、操作部を有し前記べ一ス

部が固定される第2箇体とを具備し、前記べ一ス部が前記ガイドレール部に摺動案

内されたときに前記操作部が露出するようにしたことを特徴とする。

００18 この構成により、第 箇体に対して第2箇体を移動させるときの力 (付勢力)を大きく

しながら、操作部を配置するための領域 (面積)の狭小ィビが阻止できる。

発明の効果

００19 本発明によれば、付勢力を大きくするためにねじりコイルばねを複数 (2個)設けた

が、これらねじりコイルばねが占有する面積を小さくすることができるので、所望の付

勢力を得ると共に、一方の箇体をスライドさせて開いたときに重畳している領域 (ねじ

りコイルはねが配置される領域)の最小ィビを図ることができる。

しかも、ねじりコイルばねの一端側は、厚みの増大を回避しながら、かつ専用部品

を用いていないので、スライド装置、或いはこれを備えた携帯端末装置の大型ィヒ、低

コストィヒ、厚型ィビが回避可能なスライド装置、及びこれを備えた携帯端末が提供でき

る。

００2０ 図 本発明のスライド装置を備えた携帯電話の外観を示す斜視図である。

図2 本発明のスライド装置を備えた携帯電話の外観を示す斜視図である。



図3 本発明のスライド装置を備えた携帯電話の箇体内の電気的構成を示すブロック

図である。

図4 (a) は第 、第2のねじりコイルはねの分解斜視図、(b) は第 、第2のねじりコイ

ルばねの斜視図である。

図5 第 、第2のねじりコイルはねの配置状態を示す平面図である。

符号の説明

スライド型携帯電話 (携帯端末)

2 上箇体 (第 箇体)

3 下箇体 (第2箇体)

4 スライド装置

6 表示部

皿 第 操作部 (操作部)

3 第 操作部 (操作部)

26 ガイドレール部

26 ガイドレール部の右端 (ガイドレール部の片端)

26 第 の位置

26C ガイドレール部の左端 (ガイドレール部の反対端)

26 第2の位置

27 べ一ス部

28 第 ねじりコイルはね

29 第2ねじりコイルはね

32 ガイド部 (摺動端)

33 第 貫通孔 (摺動端側にある所定位置)

34 第2貫通孔 (摺動端側にある所定位置)

38 第3貫通孔 (一つの所定位置)

39 第 コイル部 (コイル部)

4０ リング部 (第 ねじりコイルばねの一端)

4 第 折曲げ部 (第 ねじりコイルはねの他端)



42 第2コイル部 (コイル部)

43 第2折曲げ部 (第2ねじりコイルはねの一端)

44 第3折曲げ部 (第2ねじりコイルはねの他端)

発明を実施するための最良の形態

００22 以下、本発明の実施の形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。

なお、ここでは、本発明のスライド装置、及びこれを備えた携帯端末として、スライド型

携帯電話に適用して説明する。

００23 図 は、本発明のスライド装置を備えた携帯電話の外観を示す斜視図であり、(a)

は閉状態、(b)は開状態を示す。図2は、図 の分解斜視図を示す。図3は、本発明

のスライド装置を備えた携帯電話の箇体内の電気的構成を示すブロック図である。図

4 (a 、( ) は、第 、第2のねじりコイルはねの斜視図である。図5は、ねじりコイルは

ねの配置状態を示す平面図であり、 a 本体部が閉状態のとき、(b) はべ一ス部に

対してガイドレール部が だけスライド移動したとき、(c) はべ一ス部に対してガイド

レールが 2だけスライド移動したとき、(d) はべ一ス部に対してガイドレールが 3だ

けスライド移動したとき、(e) はべ一ス部に対してガイドレールが 4だけスライド移動し

、本体部が開状態のときを示す図である。

００24 図 乃至図4に示すよぅに、本実施形態のスライド型携帯電話 は、大略構成として

、第 箇体 (ｱ箇体) 2と、第2箇体 ( 箇体) 3と、これら上下の箇体2、3をスライド可

能に固設するスライド装置4とを備えて、本体部を構成している。

上箇体2は、レシーバ5と、表示部6と、永久磁石7と、カメラ部9と、スピーカ 2と、

第 プリント基板 (図示せず) とを収容している。このぅち、上箇体2の主面2 には表

示部6が露呈している。

００25 一方、下箇体3には、送話部 (マイクロフオン) ０と、第 操作部 (操作部) と、第2

操作部 (操作部) 3と、バイブレータ部 4と、ホール素子 5と、着脱可能な電池 6と

、アンテナ 7と、可撲性配線部材 (例えば、フレキシブル基板や線材など) 8と、第2

プリント基板 (図示せず)などを収容している。

前記第 プリント基板や前記第2プリント基板には、送受信部2０、データ変換部2

、音声処理部22、画像処理部23、情報記録部24及び制御部25などを実装してい



る。

００26 スライド装置4は、上下の箇体2、3をスライド可能に固設するものであり、主に、ガイ

ドレール部26と、べ一ス部27と、第 ねじりコイルばね28と、第2ねじりコイルばね29

とで構成されている。本体部を閉状態から開状態へと態様を変ィビさせるために、上箇

体2に固定されるガイドレール部26に対して下箇体3に固定されるべ一ス部27が摺

動可能になっている。

００27 可撲性配線部材 8は、両端にコネクタ3０が実装され、このコネクタ3０が前記第

のプリント基板と前記第 リント基板とに実装されたコネクタ(図示せず) に嵌着して

両者を電気的に接続するものであり、上箇体2と下箇体3との間に、折り曲げられて配

設している。

００28 次に、本実施形態のスライド型携帯電話 が有する各構成要素について、さらに具

体的に説明する。

なお、ここで、本体部は、前述したよぅに、上箇体2と下箇体3とスライド装置4とから

構成される。このスライド装置4の摺動動作により本体部はスライド可能に連結されて

いる。

００29 携帯時や通話、着信したメールのチェソクする場合、図 ( ) に示すよぅに、本体部

が閉じた状態 (閉状態)で用いられる。他方、文字や数字、電話番号を入カする場合

、図 (b) に示すよぅに、下箇体3の第 操作部皿や第2操作部 3が露呈した状態 (

開状態)で用いられる。

００3０ 上箇体2について、説明する。

レシーバ5は第 音声出力部であり、通信相手の音声を出カするものである。スピー

カ 2は着信音やハンズフリー時の音声などを出カするものである。

表示部6は、上箇体2の主面2 であって、レシーバ5よりも下端寄り(略中央) に設

けられている。この表示部6には、受信電界強度を示すマーク、電池残容量情報、時

刻情報や着信情報、入力した文字や記号等が表示される。

００3 1 使用者は、本体部が開閉何れかの状態でもあっても、表示部6に表示される表示

情報が認識できる。この表示部6は、液品表示器 ( C 等により構成することが可能

である。



永久磁石7は、上箇体2の下端側であって表示部6に近接に配置されている。

００32 カメラ部9は、上箇体2のレシーバ5に隣接して設けられており、表示部6の前方が

撮像可能になっている。

カメラ部9が捉えた被写体からの入射光は、レンズ群を通過してC (電荷結合素

子)などの光電変換素子にて光信号から電気信号に変換され、画像情報が生成され

る。この画像情報は、画像処理部23にて処理された後、表示部6に画像を生成する

００33 このため、表示部6及びカメラ部9は、画像処理部23と接続されており、このカメラ

部9が撮影した画像情報は、所定の撮影を〒ぅと、情報記録部24に記録される。なお

、この情報記録部24は、この画像情報の他にも、電話番号情報や音声情報、撮像し

た画像情報以外の画像情報 (受信した画像情報等) 、作成中または送受信したメー

ル等の文字情報を記録することができる。

００34 下箇体3について、説明する。

第 操作部皿は、受話ボタンや終話ボタン、レシーバ5やスピーカ 2から出力され

る音量の調節、マナーモードへの切替え、メニュー画面における選択と確定などがで

きる操作ボタンからなる。第2操作部 3は、電話番号や文字を入カするために、数字

や文字、記号が印刷されている。

マイクロフオン ０と、第 操作部 と、第2操作部 3は、本体部が閉状態のときに

上箇体2の主面2 とは反対側の反対面 (ｱ箇体2の裏面ともい刃と対向して覆われ

る下箇体3の主面3 に設けられている。

００35 従って、第 操作部 と第2操作部 3とは本体部が開状態のときに露出する。使

用者は、第 操作部皿や第2操作部 3を操作して、例えば、文字や記号、数字の入

力、カメラ部9の操作ができる。使用者は、第 操作部皿や第2操作部 3を操作する

とき、使用者の指の前方には、上箇体2の下端が存在することになる。指の爪の先が

長い人が操作する場合には、第 操作部皿や第2操作部 3の操作性を低下させる

ため、この下端と第 操作部皿や第2操作部 3とは所定の距離を設けなければなら

ない。そのため、本体部が閉状態から開状態にする場合には、上箇体2が移動する

移動量は大きいほど好ま 、。



なお、閉状態のときでも受話ボタンや終話ボタン、レシーバ5やスピーヵ 2から出

力される音量の調節、マナーモードへの切替え、メニュー画面における選択と確定な

どができるよぅにしたい場合には、第 操作部皿を上箇体2の表示部6の下端側や閉

状態で外面に露出する上箇体2または下箇体3の側面に配設してもよい。

本発明の実施形態では、スライド量を大きくすることを実現したので、表示部6をで

きるだけ大きくすることで文字や画像の視認性を向上させながら、かつ第 操作部皿

と第2操作部 3とを同一面に形成することで指の移動量を低減させ、文字入力のた

めの操作性を向上させている。

００36 バイブレータ部 4は、下箇体3の内部に収容されており、着信時に起振することに

より着信を振動で報知する。

ホール素子 5は、本体部が閉状態のときには永久磁石7と対向するよぅに、前記第

2プリント基板上に設けられている。このホール素子 5は、本体部が閉状態では、永

久磁石7が近接状態にあるため、永久磁石7の磁界を検出して制御部25に検出信

号を出カする。また、このホール素子 5は、本体部が開状態であれば永久磁石7が

離間するので、この永久磁石7の磁界を検出できないため、ホール素子 5は検出信

号を生成しない。

００37 すなわち、ホール素子 5が永久磁石7を検出すると本体部は閉状態であり、検出

できなければ開状態である。本実施形態のスライド型携帯電話 では、本体部が閉

状態であれば、第 操作部皿や第2操作部 3を照明する光源がオフになって、消費

電力を低減させる。本体部が開状態であれば、第 操作部皿や第2操作部 3を照

明する光源がオンとなり、第 操作部皿や第2操作部 3の文字や記号が明瞭に見る

ことができる。

００38 制御部25は、第 操作部皿、第2操作部 3、バイブレータ部 4、ホール素子 5

送受信部2０、データ変換部2 、画像処理部23及び情報記録部24 に接続されてお

り、これらの制御を行ぅ。さらに、この制御部25は、電池 6にも接続されている。

００39 送受信部2０は、アンテナ 7に接続されており、このアンテナ 7で受信したデータ

を処理してデータ変換部2 に出カするよぅに構成されている。一方、データ変換部2

は、データ変換部2 に接続されており、データ変換部2 は、レシーバ5、スピーヵ



2及びマイクロフオン ０にそれぞれ接続されている。

００4０ 従って、このデータ変換部2 では、送受信部2０及び制御部25を介して、アンテナ

7からの受信データを音声データに変換してデータ変換部2 に出カする。

一方、データ変換部2 は、音声データを復号ィビして音声信号を生成した後、レシ

ーバ5やスピーヵ 2に出カする。他方、レシーバ5やスピーヵ 2では、データ変換部

2 から伝達された音声信号に対応する音声を出カする。

００41 また、データ変換部2 は、マイクロフオン ０が受けた音声を符号ィビして音声データ

を生成した後、データ変換部2 に出カする。データ変換部2 は、入力した音声デ

ータを通信データに変換した後、送受信部2０に出カする。送受信部2０は、受け取

った通信データを処理し、アンテナ 7から無線信号の電波として送信する。

００42 スライド装置4について、説明する。

ガイドレール部26は、平坦な平坦部3 と、この平坦部3 の両端がコの字状に折り

曲げられたガイド部 (摺動端) 32とからなる。両側のガイド部32近傍には第 貫通孔 (

摺動端側にある所定位置) 33及び第2貫通孔 (摺動端側にある所定位置) 34がそれ

ぞれ設けられている。

００43 第 、第2の貫通孔33 34は、第 ねじりコイルばね28と第2ねじりコイルばね29と

の間に隙間を有しさせるために、矢印 方向において僅かながら位相差を持たせて

いる。また、平坦部3 の四隅には上箇体2の裏面にガイドレール部26を固定するた

めに用いるネジ (図示せず) が螺着されるネジ孔35が4ケ所設けられている。

００44 べ一ス部27は、平らな平面部36と、この平面部36の両端が起き上がるよぅに折り

曲げられた摺動部37とからなる。平面部36の略中央には第3貫通孔 (べ一ス部27の

一つの所定位置) 38が設けられている。

同一材料、線径の線材で形成される第 、第2のねじりコイルはね28 29について

、図2及び図4を用いて説明する。図4において、第 ねじりコイルはね28は、左巻き

で形成された第 コイル部 (コイル部) 39と、一端側に形成されたリング部 (一端) 4０と

、他端側に略コの字状に折り曲げられて形成された第 折曲げ部 (他端) 4 を有して

いる。第2ねじりコイルはね29は、右巻きで形成された第2コイル部 (コイル部) 42と、

一端と片端側の両方に略コの字状に折り曲げられた第2折曲げ部 (一端) 43及び第



3折曲げ部 (他端) 44を有している。

００45 第2ねじりコイルはね29の第2折曲げ部43は、第 ねじりコイルはね28のリング部4

に通した後にべ一ス部27の第3貫通孔38に引っ掛けられて連結される。

第 、第2のねじりコイルはね28 29が取り付けられたべ一ス部27は、摺動部37を

ガイドレール部26のガイド部32に 方向から差し込み、べ一ス部27を第 、第2の貫

通孔33 34を通過させた後、第 ねじりコイルはね28の第 折曲げ部4 は第 の貫

通孔33に引っ掛けられて取り付けられる。

００46 また、第2ねじりコイルはね29の第3折曲げ部44は第2の貫通孔34に引っ掛けられ

て取り付けられる。

ガイドレール部26にべ一ス部27が組み付けられた状態では、第 、第2のねじりコ

イルばね28 29はべ一ス部27とガイドレール部26との間に介在する。

００47 第 ねじりコイルはね28の第 コイル部39を左巻き、第2ねじりコイルはね29の第2

コイル部42を右巻きとした。よって、第2ねじりコイルはね29の一端側を形成する腕

部47が、第2コイル部42の上部に位置する。また、第 ねじりコイルばね28の一端側

を形成する腕部45が、第 コイル部39の下部に位置する。

よって、第 、第2のねじりコイルばね28 29の一端4０ 43を共にべ一ス部27の第

3貫通孔38に連結した状態において、第2ねじりコイルばね29をべ一ス部27から浮

き上がらせる必要がないので、第 、第2のねじりコイルはね28 29の厚みが増すこ

とが抑えられる。

００48 次に、スライド装置4の動作について図2、図4及び図5を用いて説明する。

図5 (a)～(e) は、スライド装置4の第 、第2のねじりコイルはね28 29、及び第 ～
第3の貫通孔33 34 38が透視されている状態を示す。

図5 (a) は、ガイドレール部26の右端 (片端) 26 側の第 の位置26 にべ一ス部2

7が寄せられている状態を示している。第 、第2のねじりコイルはね28 29は第3貫

通孔38の左側に位置している。

００49 第 ねじりコイルはね28のリング部4０には第2ねじりコイルはね29の第2折曲げ部4

3が挿通しており、さらに、この第2ねじりコイルばね29の第2折曲げ部43は第3貫通

孔38に貫通して取り付けられている。第 、第2のねじりコイルばね28 29は、共に



第3貫通孔38の軸心を回転中心として回動可能になっている。

このとき、第 コイル部39の中心は、第3貫通孔38の軸心を回転中心とした半径

が回動半径になる。第2コイル部42の中心は、第3貫通孔38の軸心に回転中心とし

た半径 2 ( 2ノ ) が回動半径になる。半径 R2はべ一ス部27上で形成され

る。

００5０ また、第 ねじりコイルはね28は、一端側を形成する腕部45と他端側を形成する腕

部46とで、所定のねじれ角 べ一ス部27に取り付ける前は ㏄ 十 A )を形成し、ねじ

れ角 ㏄ の頂角は、第3貫通孔38を中心に右回りに向いて配置されている (への字の

山が右回りに向いている)。

第2ねじりコイルはね29は、一端側を形成する腕部47と他端側を形成する腕部48

とで、所定のねじれ角 は (べ一ス部27に取り付ける前は ほ 十 A )を形成し、ねじれ角

ほ の頂角は、第 ねじりコイルばね28と同様に、第3貫通孔38を中心に右回りに向い
て配置されている (への字の山が右回りに向いている)。

００5 1 図5 (a) では、第 ねじりコイルはね28の一端側を形成する腕部45は、第 コイル部

39から第3貫通孔38付近に向かって略左下がりの傾斜をしている。第 ねじりコイル

ばね28の他端側を形成する腕部46は、第 コイル部39から第 貫通孔3 3に向かっ
て略左上がりの傾斜をしている。

第2ねじりコイルはね29の一端側を形成する腕部47は、第2コイル部42から第3貫

通孔38の中心に向かって略右下がりの傾斜をしている。第2ねじりコイルばね29の

他端側を形成する腕部48は、第2コイル部42から第2貫通孔34に向かって略左下

がりの傾斜をしている。

００52 図5 b は、ガイドレール部26に対してべ一ス部27が左方向に だけ移動 (べ一

ス部27に対してガイドレール部26が右方向に だけ移動)した状態である。この状

態では、第3貫通孔38は第 、第2の貫通孔33 34に対して摺動方向 (矢印 方向

及びその反対方向) における距離 だけ近づくため、第 、第2のねじりコイルはね2

8，29は共に第3貫通孔38の軸心を回転中心として右回り方向に回し、初期のねじ

れ角 ㏄ は㏄ 、初期のねじれ角 は は ほ へと変ィビする。

００53 第 ねじりコイルはね28の一端側を形成する腕部45は、第 コイル部3 9から第3貫



通孔38付近に向かって略左上がりの傾斜をしている。第 ねじりコイルばね28の他

端側を形成する腕部46は、第 コイル部39から第 貫通孔33に向かって略左上がり

の傾斜をしており、図5 (a) の状態から傾きが大きくなっている。

００54 第2ねじりコイルはね29の一端側を形成する腕部47は、第2コイル部42から第3貫

通孔38の中心に向かって略右下がりの傾斜有しており、図5 (a) の状態から傾きが大

きくなっている。

第2ねじりコイルはね29の他端側を形成する腕部48は、第2コイル部42から第2貫

通孔34に向かってまっすぐに向かって下がっており、摺動方向 (矢印 方向及びそ

の反対側) に対して垂直となる。

００55 図5 (a) の状態に対して図5 b の状態では、ねじれ角を小さく変化させるための曲

げモ一メントが第 、第2のねじりコイルはね28 29に加わっている。ねじれ角が小さ

くなると(初期のねじれ角 ㏄ がねじれ角 ㏄ 、初期のねじれ角 は が ほ になる)

、その反力がべ一ス部27とガイドレール部26とに作用し、その摺動方向への分力に

よって、図5 b の状態から図5 (a) の状態に戻ろうとする。この戻ろうとする力を付勢

力と称することにする。

この付勢力が小さいと、本体部が開状態から平状態へ、或いはその逆の動作が容

易に発生してしまう。

００56 本実施形態では、2つのばねを用いることで所望の付勢力が簡単に得られるように

なっている。その結果、例えば、ポケ、ソトの中で不意に力が加わり、本体部が平状態

から だけ開いた場合、前述の付勢力によって閉状態へと復帰するので、ポケ、ソトの

中で簡単に開状態にならないようになっている。

００57 また、図5 b) には、図5 (a) の状態における第 コイル部39を2点鎖線で示している

。第2コイル部42はこの2点鎖線と一部重なっている。すなわち、前述の の移動を

すると、第2コイル部42は第 コイル部39に近づこうとするが、第 コイル部39は第2

コイル部42と同方向 (矢印で示す右回り) に回動しているので、第 、第2のコイル部

39 42の追突は回避される。

００58 の移動前に第 コイル部39が存在していた位置へ、 の移動に伴って第2コイ

ル部42が一部重なる位置まで第2コイル部42を矢印方向に回動させるようにしたの



で、第2ねじりコイルはね29の他端側を形成する腕部48を所定の長さにすることがで

きる。この腕部48の長さが長いほどべ一ス部27の摺動距離を大きくすることができる

仮に、この腕部48の長さが短い状態で、本実施例と同じスライド量を得よぅとすると

ねじれ角の変ィビが大きくなってしまぅため、ばねに生じる応力が増大し、ねじりコイル

ばねの折損を招く恐れがある。

００59 ここで、第 、第2のねじりコイルばね28 29の配置スペースについて説明する。

第 、第2のねじりコイルはね28 29は、本体部が開 閉何れの状態であっても、

本体部の外面に露出すると使用者が容易に触れることができるため、不注意でねじり

コイルばねを変形させてしまぅ恐れがある。

よって、本体部が開 閉何れの状態であってもねじりコイルばねの露出を回避する

ために、本体部が開 閉何れの状態であっても、ねじりコイルばねを上箇体2と下箇

体3とが重畳する領域に配置しなければならない。しかも、このスペースが大きいと第

操作部 や第2操作部 3の面積が小さくなってしまぅため、このスペースはできる

限り刀心い方が好ま 、。

００6０ 本実施形態では、第2コイル部42が移動するために必要な領域は、第 コイル部3

9が移動するために必要な領域と重ねることで、第 、第2のねじりコイルばね28 29

に必要な領域は確保しながら、各々に必要な領域の総和を小さくしている。

すなわち、第 コイル部39に第2コイル部42が一部重なった領域 (図5 b)の斜線

部) S だけ、前述の領域の総和を小さきしている。その結果、上箇体2と下箇体3とが

重畳する領域を増大させずにすむので、第 操作部皿や第2操作部 3が配置され

るスペースを確保している。

００6 1 図5 c は、閉状態からべ一ス部27に対してガイドレール部26が右方向に 2だけ

移動した状態である。第 コイル部39は右回りの回動を継続している。初期のねじれ

角 ㏄ は ㏄ 一a 2 (a2 ノa ) となり、初期のねじれ角 は はほ (b2ノb ) となる。第

ねじりコイルばね28のねじれ角は、第 貫通孔33と第3貫通孔38とが最短となるとき

に略最小となる。第2ねじりコイルはね29のねじれ角は、第2貫通孔34と第3貫通孔

34 38とが最短となるときに略最小となる。図5 a)から図5 の状態の中では、図5



(c) が近似している。

００6 2 第 ねじりコイルばね2 8 の一端側の腕部4 5は、第 コイル部 3 9から第3 貫通孔3 8

付近に向かって略左上がりの傾斜をしており、図5 b の状態から傾きが大きくなって

いる。第2 コイル部4 2 は右回り方向への回動から左回り(矢印方向) の回動へと反転

している。

第2 ねじりコイルはね2 9 の一端側を形成する腕部4 7 は、第2 コイル部4 2から第3 貫

通孔3 8 の中心に向かって略右下がりの傾斜をしている。第2 ねじりコイルばね2 9 の

他端側を形成する腕部4 8 は、第2 コイル部4 2から第2 貫通孔3 4 に向かって略右下

がりの傾斜をしている。

すなわち、第2 ねじりコイルはね2 9 の他端側を形成する腕部4 8 は、図5 (a) では傾

斜をし、図5 b の垂直状体を経て、図5 c ) では図5 (a) の傾斜方向とは逆になり、同

時に第2 コイルｧi 4 2の回動方向が矢印方向に反転する。

００6 3 また、ガイドレール部 2 6 の移動量が図5 c の状態付近では、各々のねじりコイル

ばねが生じる付勢力における摺動方向の分力が零に近づく。すなわち、2つのねじり

コイルはね2 8 2 9 が生じる付勢力が相殺され、べ一ス部 2 7 に対してガイドレール部

2 6 が何れの摺動端側にも移動しない状態となる。

００6 4 図5 d は、閉状態からべ一ス部 2 7 に対してガイドレール部 2 6 が右方向に 3だけ

移動した状態である。第 、第2 のコイル部 3 9 4 2は共に右回り及び左回りの回動を

継続している。第 ねじりコイルばね2 8 の初期のねじれ角 ㏄ は㏄ となり、第2 ね

じりコイルばね2 9 の初期のねじれ角 j ほ とほぼ等 、。

００6 5 第 ねじりコイルはね2 8 の一端側を形成する腕部4 5は、第 コイル部 3 9から第3 貫

通孔3 8 の中心に向かって略左上がりの傾斜をしており、図5 ( c の状態から傾きがさ

らに大きくなっている。第 ねじりコイルはね2 8 の他端側を形成する腕部4 6 は、第ね
イル部 3 9から第 貫通孔3 3 に向かってまっすぐに上がっており、摺動方向に対して

垂直となる。

００6 6 第2 ねじりコイルはね2 9 の一端側を形成する腕部4 7 は、第2 コイル部4 2から第3 貫

通孔3 8 に向かって略右下がりの傾斜をしている。

第2 ねじりコイルはね2 9 の他端側を形成する腕部4 8 は、第2 コイル部4 2から第2 貫



通孔34に向けて略右下がりの傾斜をしており、図5 (b)の状態から傾きが小さくなっ
ている。

この状態では、2つのねじりコイルはね28 29が生じる付勢力によって、べ一ス部2

7に対してガイドレール部26を右側 (矢印 方向)へ付勢する。すなわち、後述する

図5 (e) の状態になろぅとする。

００67 図5 (e) は、べ一ス部27に対してガイドレール部26が右方向に 4だけ移動した状

態である。この状態が、ガイドレール部26の左端 (反対端) 26C側の第2の位置26

にべ一ス部27が寄せられた、本体部の開状態でもある。

第 コイル部39は、図5 (d)の状態から左回りをする。すなわち、図5 (a) の状態から

図5 (d)の状態まで右回りをし、その後は逆周をする。

第 ねじりコイルはね28のねじれ角は略 ㏄ となり、第2ねじりコイルはね29のねじれ

角は略 ほ となり、ほぼ図5 (a) の状態と同じになる。

００68 第 ねじりコイルはね28の一端側を形成する腕部45は、第 コイル部3 9から第3貫

通孔38付近に向かって略左上がりの傾斜をしており、図5 (d)の状態より傾きが小さ

くなっている。第 ねじりコイルはね28の他端側を形成する腕部46は、第 コイル部3

9から第 貫通孔33に向かって略右上がりの傾斜をしている。

第2ねじりコイルはね29の一端側を形成する腕部47は、第2コイル部42から第3貫

通孔38の中心に向かって略右上がりに傾斜している。第2ねじりコイルばね29の他

端側を形成する腕部48は、第2コイル部42から第2貫通孔34に向かって右下がりの

傾斜をしており、図5 (d)の状態より傾きが小さくなっている。

００69 ここで、付勢力についてまとめる。

第 、第2の貫通孔33 34が第3貫通孔38の左側にあれば、べ一ス部27に対して

ガイドレール部26を左側 (矢印 と反対方向) に付勢する。第3貫通孔38に対して第

、第2の貫通孔33 34が左側から近づくと、付勢力は徐々に増す。第 、第2のねじ

りコイルはね28 29の分力が平衡になるとき、付勢力がほぼ零になる。

さらに、第3貫通孔38が第 、第2の貫通孔33 34を通過し、分力が不平衡になる

と、付勢力に向きが反転し、べ一ス部27に対してガイドレール部26を右側 (矢印方

向) に付勢する。第3貫通孔38に対して第 、第2の貫通孔33 34が近づいた場合



は、前述の変ィビが逆となる。

００7０ 図5 e ) には、図5 d の状態における第 コイル部39を2点鎖線で示している。第2

コイル部42は、この2点鎖線と一部重なっている (斜線部 )。すなわち、前述の 4

の移動をすると、第2コイル部42は、第 コイル部39に近づこぅとするが、第 コイル

部39は第2コイル部42と同方向に(左回り) に回動しているので、第 、第2のコイル

部39 42の追突は回避される。

その結果、 4の移動直前に第 コイル部39が存在していた位置に、 4の移動に

伴って第2コイル部42が一部重なる位置まで回動させるよぅにしたので、この位置で

も前述の占有面積を小さくしている。

００7 1 すなわち、べ一ス部27に対してガイドレール部26が摺動方向に移動する際、べ一

ス部27がガイドレール部26の両端部に近づくときに一方のねじりコイルばねの跡地

に他方のねじりコイルばねを一部重ねることで、追突を回避しながら両者に必要な動

作領域の総和を最小限にしている。

さらに、第 、第2の貫通孔33 34に取り付けられるねじりコイルばねの腕部を長く

することができるので、付勢力を大きくすることができる。

００72 ここで、上述の腕部の長さについて補足する。

例えば、図5 (a) において、第2ねじりコイルばね29の他端側の腕部48が短かく、

第2貫通穴34が同凶立置であれば、第2コイル部42 が図5 (a) の状態から左回りし

た位置になる。このとき、ねじれ角は、図5 (a) の状態 (ねじれ角が )より刀心くなる (

ねじれ角が ㏄ A )ので発生する付勢力が小さくなる。

００73 以上説明したよぅに、ガイドレール部26の両摺動端に向けてべ一ス部27を摺動可

能に案内するスライド装置4は、摺動時、第 、第2のねじりコイルはね28 29が回動

するとき、その回動中心を同じにしている。

べ一ス部27がガイドレール部26の片側の摺動端側から中央に向かって の移動

をする際は、第 、第2のコイル部39 42の回動方向を同じくし、 の移動後は第2

ねじりコイルはね29を反転させ、第 、第2のねじりコイルはね28 29が追突する前

の 4の移動をした際には、第 ねじりコイルばね28の回動を止め、 3から 4の間で

は、また第 、第2のねじりコイルはね28 29の回動方向を再度同じくなるよぅに構成



した。

よって、第 、第2のねじりコイルはね28 29が回動するために必要な占有面積を
、さくできる。

００74 この占有面積は、本体部が開状態のときに上箇体2と下箇体3とが重なった領域と

なるので、占有面積を小さくすることで、開状態における上箇体2と下箇体3との重な

る領域の低減が図れる。同時に、第 、第2の貫通孔33 34に連結される第 、第2

のねじりコイルばね28 29の腕部46 48を長くできるので、摺動量も大きくすること

ができる。

その結果、第 操作部皿や第2操作部 3を形成する面積を広くすることができるの

で、下箇体3の主面3 に配置されるボタンや、またボタンの間隔を大きくできるので、

他が大きい人や爪の長い人でも操作しやすくなり、しかも、第 操作部皿と第2操作

部 3を同一面に形成できるので、操作性が良好となる。

００75 また、本実施形態によれば、第 ねじりコイルばね28のリング部4０に第2ねじりコイ

ルばね29の第2折曲げ部43を挿通しながらべ一ス部27に引っ掛けて連結したので

、専用部品を用いず (コストアップを回避しながら) に第 、第2のねじりコイルはね28

29の取り付ができる。

００76 さらに、スライド装置4をスライド型携帯電話 に用いることで、スライド型携帯電話

は、第 箇体2に対して第2箇体3を移動させるときの力 (付勢力)を大きくしながら、第

、第2の操作部皿， 3を配置するための領域 (面積)の狭小ィビが阻止できる。

００77 なお、本実施形態では、ねじりコイル部のコイル中心径を全ての巻数で共通にした

一般的なねじりコイルばねを用いたが、他の形態として、コイル部む渦巻ばねのよぅな

渦巻き状にし、渦巻中心側の端部む渦巻き部と重ねるよぅな曲げ部を設けて、渦巻き

部の外側に導いた形状にしたコイル部を有するねじりコイルばねとすることで、ねじり

応力の低減を図ってもよい。

すなわち、使用するばねとしては、巻回部を有し、片端がべ一ス部27に連結し、他

端をガイドレール部26に接続し、片端側と他端側とでへの字の状態にねじれ角を有

しさせ、回動軸を中心として同回動方向に向けた構造にすればよい。

００78 なお、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱



しない範囲において種々の形態で実施し得るものである。

産業上の利用可能性

本発明のスライド連結装置、及びこれを備えた携帯端末は、スライド装置に付勢力

を付与するねじりコイルばねを複数設けた構成であって、2つのねじりコイルばねの

回転中心を同じくし、本体部が閉状態から開状態に変化するとき、一方のねじりコイ

ルばねの跡地に他方のコイルはねが重なる位置に回転させた後に他方のねじりコイ

ルばねを反転させたので、各々のねじりコイルばねが必要とする占有面積を最小ィヒ

することで、付勢力のアップを図りながら装置の大型ィビする回避するれづ効果を有し

、携帯電話機、P 、モバイル型の C、さらに軽量であればノート型 Cなどのよぅ

なスライド可能な小型電子機器におけるスライド装置に適用するのに好適である。



請求の範囲
ガイドレール部と、このガイドレール部に摺動可能に案内されるべ一ス部と、前記べ

一ス部を前記ガイドレール部の摺動端に向けて付勢する第 ねじりコイルはね及び

第2ねじりコイルはねとを備え、

前記べ一ス部を前記ガイドレール部の片端側に移動させた状態において、

前記第 、第2のねじりコイルはねの一端は共に前記べ一ス部の一つの所定位置

に連結し、

前記第 、第2のねじりコイルばねの他端は、前記ガイドレール部であって前記一つ
の所定位置より前記ガイドレール部の反対端側の摺動端側にある所定位置に個別

に連結したことを特徴とするスライド装置。

2 前記べ一ス部を、前記ガイドレール部の片端側に位置した第 の位置から前記反

対端側の摺動端部側に位置した第2の位置に移動させるとき、

前記第 ねじりコイルはねのコイル部は前記一つの所定位置を中心に回動し、

前記第2ねじりコイルはねのコイル部は前記一つの所定位置を中心に、前記第 ね

じりコイルばねの回動方向とは同方向に回動させて、前記第 の位置における前記

第 ねじりコイルばねのコイル部が位置していた位置に前記第2ねじりコイルばねのコ

イル部を重ならせたことを特徴とする請求項 記載のスライド装置。

3 前記第 ねじりコイルはね及び第2ねじりコイルはねのねじり方向を異ならせたことを

特徴とする請求項 記載のスライド装置。

4 前記べ一ス部の一つの所定位置に孔を設け、前記何れか一方のねじりコイルはね

の一端側に設けた折曲げ部は前記他方のねじりコイルばねの一端に形成したリング

部に挿通させてから前記孔に取り付けたことを特徴とする請求項 記載のスライド装

置。

5 請求項 記載のスライド装置において、さらに、表示部を有し前記ガイドレール部が

固定される第 箇体と、操作部を有し前記べ一ス部が固定される第2箇体とを具備し

、前記べ一ス部が前記ガイドレール部に摺動案内されたときに前記操作部が露出す

るよぅにしたことを特徴とするスライド装置を備えた携帯端末。
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