
(
，
2) 特許協力条約に基づ て公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(10) 国際公開番号
(43) 国際公開日

2009 年 8 月 27 日(27.08.2009) WO 2009/104635 Al

(51) 国際特許分類 [JP/JP]; 〒604855 1 京都府京都市中京区壬生花井
B32B 15/08 (2006.01) HOlQ 1/24 (2006.01) 町 3 番地 日本写真印刷株式会社内 Kyoto (JP).
B32B 15/02 (2006.01) HOlQ 1/38 (2006.01) 村 田 佳 子 | (MURATA, Keishiro) [JP/JP]; 〒

(21) 国際出願番号 6048551 京都府京都市中京区壬生花井町 3
PCT/JP2009/052770

番地
日本写真印刷株式会社内 Kyoto (JP)・阪下 -

(22) 国際出願日 2009 年 2 月 18 日(18.02.2009) (SAKASHITA, Asako) [JP/JP]; 〒604855 1 京都 J .
3

(25)
都市中京区壬生花井町国際出願の言語 日 番地木 日本写真印刷株
式会社内 Kyoto (JP)・岡部 貴広 (OKABE, Takahi-

(26) 国際公開の言語 日木 ro) [JP/JP]; 〒6048551 京都府京都市中京区壬生花
井町 3 番地 日本写真印刷株式会社 内 Kyoto

(30) 優先権データ (JP).
特願 2008-037258 2008 年 2 月 19 日(19.02.2008) JP

(74) 理人 : 田中 光雄 ， 外 (TANAKA, Mitsuo et a ) ;
(71) 出願人 (米国を除 < 全ての指定国につ て ) : 日 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見 1 丁目 3 番

本写 真 印刷株 式会 (NISSHA PRINTING CO・, 7 号 I M P ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
LTD.) [JP/JP]; 〒604855 1 京都府京都市中京区壬
生花井町 3 番地 Kyoto (JP). (81) 指定国 (表示のな 1 限 り、全ての種類の国内保

護が可能 ) : AE, AG, AL, AM, Aの, AT, AU, AZ, BA,
(72) 発明者 ; および BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
(75) 発明者 / 願人 (米国につ てのみ 渡津 裕次 CU, CZ, DE, DK, DM, Dの, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,

(WATAZU, Yuji) [JP/JP]; 〒604855 1 京都府京都市 GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP,
中京区壬生花井町 3 番地 日本写真印刷株式会 KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
社 内 Kyoto (JP)・奥村 秀三 (OKUMURA, Shuzo)

続葉有

(54) Title: MESH SHEET AND HOUSING FOR ELECTRONIC DEVICES

(54) 発明の名称 : メ ツシ Lシー ト及び電子機器の萱体部品

(57) Abstract: Disclosed is a mesh sheet wherein a metal mesh composed of metal bands is layered on the surface of a support
substrate, and which is used by way of being adhesively attached to the surface of any component having a curved section. The
metal mesh is structured such that the narrow bands located between the contact points of adjacent narrow bands have portions
formed from curves, so that the mesh can absorb the stress of deformation and follow the shape of highly curved sections without
breaking.

(57) 要約
され、曲面
メ ツシ は
きるよ に >
よ 構成さ



LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL,
RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, CG, CI, CM, GA, GN, Gの, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
ZA, ZM, ZW. TG).

(84) 指定国俵示のな1 限 り、全ての種類の広域保 添 公開書類 :
護が可能 ) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, _ 国際調査報告 条約第 2 1 条 (3)
NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), - ー ラ シ ア
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロツパ



明 細 苫

メッシユシート及び電子機器の笛体部品

技術分野

０００1 本発明は、テレビや携帯電話などのモバイル端末などの各種電子機器における笛

体部品に関し、より詳しくほ、地上波や衛星放送の電波を送受信するためのアンテナ

や静電容呈方式のタッチパネルなどの機能を備える電子機器の笛体部品に用レ屯

れるメッシュシートに関する。

背景技術

０００2 従来、アンテナや静電容呈方式のタッチパネル等の機能を備えた電子機器の笛体

部品が知られている。例えば、特許文献 (回際公開WO 2００6 ０6982) には、

樹脂成形品を主構成層とし、且つ不透明な装飾部を有する電子機器の笛体部品で

あって、装飾部の装飾を付与する屑の前面側に面状且つ光透過率が7０ 以上のア

ンテナパターンを有し、当該アンテナパターンの導電部が網 目構造の導電性薄膜か
らなり、各網 目の輪郭が略等幅の細帯で構成されているものが開示されている。

０００3 この笛体部品は、例えば、図34に示すよぅに、透明の支持フィルムに例えば帯幅3

は 以下の金属メッシュが積層された7０ 以上の光透過率を有するメッシュシート

2００を樹脂成形品2０ に貼り合わせることで構成されている。

０００4 メッシュシート2００に設けられた金属メッシュは、図 及び図35 に示すよぅなメ

ッシュパターンを有している。図 に示すメッシュパターンは、細帯が格子状に配

列されている。また、図35 に示すメッシュパターンは、正六角形の細帯がハニヵム

状に連続的に配置されている。すなわち、メッシュシート2００は、多角形で構成され

た網 目形状のパターンが連続したメッシュパターンを有している。

０００5 このメッシュシート2００と樹脂成形品2０ との貼り合わせは、例えば、メッシュシート

2００を金型内に挿入してインモールド成形することにより行ぅ。インモールド成形とは

、メッシュシート2００に予め圧力と熱を加えて、メッシュシート2００を樹脂成形品2０

の外形に沿った形状にブレフオームしてから金型内に配置し、その後、金型内のキヤ

ビティに溶融樹脂を射出して、金型内のメッシュシート2００と溶融樹脂を一体的に成



形する製法である。これにょり、樹脂成形品2０ の表面にメッシュシート2００が貼若さ

れた笛体部品が形成される。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、前記のょぅにして笛体部品を形成する場合、前記ブレフオーム時に、

笛体の外形に沿ってメッシュシート2００を変形させる必要がある。このとき、金属の伸

び率は 、さいため、曲率が大きい曲面 (例えば樹脂成形品2０ の縁部 ) に沿わせる

ょぅに変形させると、金属メッシュに応力が加わることにょって、金属メッシュを構成す

る細帯が変形に耐えられず断線し、金属メッシュが破壊されるといぅ問題がある。この

問題は、特に、樹脂成形品2０ の辺部分に位置する2次元曲面部と比べ、樹脂成形

品2０ の丸い角部分に位置する3次元曲面部で顕著に発生する。

０００7 従って、本発明の目的は、前記問題を解決することにあって、変形に対する応力を

吸収し、金属メッシュを破壊することなく曲率が大きい曲面部に沿わせることができる

メッシュシート及び当該メッシュシートを備える電子機器の笛体を提供することにある

課題を解決するための手段

０００8 前記 目的を達成するために、本発明は以下のょぅに構成する。

本発明の第 態様にょれば、樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持某材の

表面に細帯にょって構成された金属メッシュが積層され、少なくとも3次元曲面部を

有する任意の部材の表面に沿って貼若されて使用されるメッシュシートであって、

前記金属メッシュは、前記3次元曲面部に貼若される部分に、当該3次元曲面部の

等高線方向と平行になるょぅに円弧状に形成され前記等高線方向と直交する方向に

互いに隙間を空けて連続配列された第 細帯パターンと、互いに隣り合ぅ前記第 細

帯パターン同上を接続するょぅに形成され前記等高線方向に互いに隙間を空けて連

続配列された第2細帯パターンとを有し、

前記第 細帯パターンと前記第2細帯パターンとの接続点の間に存在する当該第2

細帯パターンが曲線である、メッシュシートを提供する。

０００9 ここで、「第2細帯パターンの細帯が曲線である」とは、互いに隣接する第 細帯パタ



一ンと前記第2細帯パターンとの接続点間を最短距離で結ぶ直線よりも、第2細帯パ

ターンの細帯の長さが長いことを意味する。すなわち、本発明において曲線とは、平

面上の2点を最短距離で結ぶ線分、すなわち直線を除く趣旨であり、弧を有する線

分のみではなく、屈曲した線分 (すなわち、折れ線 )あるレソま、その細み合わせも含ま

れる。

００1０ 本発明の第2態様によれば、前記第 細帯パターンの配列ピッチは、0・ 以上

・ 以下である、第 態様に記載のメッシュシートを提供する。

００11 本発明の第3態様によれば、前記第 細帯パターン及び前記第2細帯パターンの

帯幅は、 ０は 以上4０は 以下である、第 又は2態様に記載のメッシュシートを提

供する。

００12 本発明の第4態様によれば、前記支持某材と前記金属メッシュは、熱可塑性接着

剤によって貼若されている、第 ～3態様のいずれか つに記載のメッシュシートを提

供する。

００13 本発明の第5態様によれば、前記第 細帯パターンの配列ピッチは、前記金属メッ

シュの外縁部に近づくに従い狭くなっている、第 ～4態様のいずれか つに記載の

メッシュシートを提供する。

００14 本発明の第6態様によれば、前記第2細帯パターンは、前記第 細帯パターンとの

接続点近傍の帯幅が他の部分より太くなっている、第 ～5態様のいずれか つに記

載のメッシュシートを提供する。

００15 本発明の第7態様によれば、前記第 細帯パターンは、前記3次元曲面部の等高

線方向の縮みを許容するため波線状のパターンを有する、第 ～6態様のいずれか

つに記載のメッシュシートを提供する。

００16 本発明の第8態様によれば、前記任意の部材は、2次元曲面部を有し、

前記金属メッシュは、前記2次元曲面部に貼若される部分に、当該2次元曲面部の

等高線方向と平行になるよぅに直線状に形成され前記等高線方向と直交する方向に

互いに隙間を空けて連続配列された第3細帯パターンと、互いに隣り合ぅ前記第3細

帯パターン同上を接続するよぅに形成され前記等高線方向に互いに隙間を空けて連

続配列された第4細帯パターンとを有し、



前記第3細帯パターンと前記第4細帯パターンとの接続点の間に存在する当核第4

細帯パターンか曲線てある、第 ～7態様のいすれか つに記載のメソシュシートを提

供する。

００17 本発明の第9態様によれは、前記第 細帯パターンの配列ピソチは、前記第3細帯

パターンの配列ピソチよりも狭い、第8態様に記載のメソシュシートを提供する。

００18 本発明の第 ０態様によれは、前記第3細帯パターンの配列ピソチは、前記金属メ

ソシュの外縁部に近つくに従い狭くなっている、第8又は9態様に記載のメソシュシー

トを提供する。

００19 本発明の第 態様によれは、樹脂シートて構成された絶縁性を有する支持某材の

表面に細帯によって構成された金属メソシュか積層され、曲面部を有する任意の都

材の表面に沿って貼若されて使用されるメソシュシートてあって、

前記金属メソシュは、多軸方向に連続配置された卓位パターンと、前記卓位パター

ン同上を複数接続するよぅに配置される脚部を備え、

前記任意の卓位パターンにおいて、隣り合ぅ前記脚部と卓位パターンとの接続点の

間に存在する当核卓位パターンの細帯か、曲線となるよぅに構成されている、メソシュ

シートを提供する。

００2０ 本発明の第 2態様によれは、前記金属メソシュを構成する細帯は、細帯の幅か4０

は より細く構成されている、第 態様に記載のメソシュシートを提供する。

００2 1 本発明の第 3態様によれは、前記支持某材と前記金属メソシュは、熱可塑性接着

剤によって貼若されている、第 又は 2態様に記載のメソシュシートを提供する。

００22 本発明の第 4態様によれは、前記支持某材は、熱可塑性樹脂て構成されている、

第 3態様に記載のメソシュシートを提供する。

００23 本発明の第 5態様によれは、前記卓位パターンは形状及ひザイスか同し閉図形と

して構成されている、第 ～4態様のいすれか つに記載のメソシュシートを提供

する。

００24 本発明の第 6態様によれは、前記卓位パターンは直交する2木の仮想軸に沿って

格子状に配列され、前記脚部は前記直交する仮想軸に沿った方向に前記卓位パタ

ーンを接続する細帯て構成されている、第 5態様に記載のメソシュシートを提供する



００25 本発明の第 7態様によれは、前記卓位パターンは円弧を含む閉図形て構成され

ている、第 6態様に記載のメソシュシートを提供する。

００26 本発明の第 8態様によれは、前記卓位パターンは多角形て構成され、前記多角

形の頂点のぅち少なくとも3つの頂点から前記脚部か形成されている、第 6態様に記

載のメソシュシートを提供する。
。

００27 本発明の第 9態様によれは、前記卓位パターンは互いに 2０て交差する3木の

仮想軸に沿って六角形状に配列され、前記脚部は前記3木の仮想軸に沿った方向

に前記卓位パターンを接続する細帯て構成されている、第 5態様に記載のメソシュ

シートを提供する。

００28 本発明の第2０態様によれは、前記卓位パターンは円弧を含む閉図形て構成され

ている、第 9態様に記載のメソシュシートを提供する。

００29 本発明の第2 態様によれは、前記卓位パターンは多角形て構成され、前記多角

形の頂点のぅち少なくとも3つの頂点から前記脚部か形成されている、第 9態様に記

載のメソシュシートを提供する。

００3０ 本発明の第22態様によれは、樹脂シートて構成された絶縁性を有する支持某材の

表面に細帯によって構成された金属メソシュか積層され、曲面部を有する任意の都

材の表面に沿って貼若されて使用されるメソシュシートてあって、

前記金属メソシュは、分岐しない曲線の前記細帯て構成された脚部を有する、メソ

シュシートを提供する。

００3 1 本発明の第23態様によれは、樹脂シートて構成された絶縁性を有する支持某材の

表面に細帯によって構成された金属メソシュか積層され、曲面部を有する任意の都

材の表面に沿って貼若されて使用されるメソシュシートてあって、

前記金属メソシュは、 軸方向に連続配置された閉図形の卓位パターンと、前記卓

位パターン同上を複数接続するよぅに配置される脚部を備える、メソシュシートを提供

する。

００32 本発明の第24態様によれは、第 ～23態様のいすれか つに記載のメソシュシー

トか貼若された樹脂成形品て構成された、電子機器の笛体部品を提供する。



発明の効果

００33 本発明の第 態様にかかるメノシュシートによれは、第2細帯パターンか曲線となる

よぅに構成されているのて、当咳第2細帯パターンにより、前記絞り方向の仲ひを吸

収することかてき、企属メノシュを構成する細帯の断線を防くことかてきる。従って、

企属メノシュを破壊することなく、曲卒か大きい曲面部に沿わせてメノシュシートを明

若することかてきる。

００34 また、本発明の第 態様にかかるメノシュシートによれは、企属メノシュに伸展力か

加わった場合、卓位パターンを構成する細帯に加わる応力により曲線部分の曲かり

の程度か緩和されることにより、全体としてメノシュパターンを伸展させることかてきる

。したかって、メノシュシートを構成する支持某材か伸展した場合てあっても、当咳メ

ノシュパターンか伸展することによりメノシュシートを構成する企属帯か切断すること

かなく、メノシュシート自体の伸展か可能となる。

００35 また、企属メノシュを構成する細帯を4０は 以下とすることにより、企属メノシュを視

甜しにくくすることかてき、首匠性に優れたメノシュシートを構成することかてきる。な

お、この場合は、支持某材を透明又は半透明のものて構成することか好ましい。

００36 企属メノシュと支持某材との接着を熱可塑性接着剤て構成することて、熱によりわ

すかに可塑性か増し、企属メノシュの細帯に伸展応力か加わった場合、支持某材と

企属メノシュとの間て変形して、両者の相対的位置の柑りを生しさせ、企属メノシュの

細帯の破壊を抑制することかてきる。また、この場合、支持某材も熱可塑性樹脂て構

成されていることて、より可塑性を増すことかてき、伸展応力による変形における細帯

の破壊を抑制することかてきる。

００37 卓位パターンは形状及ひザイスか同し閉図形として構成されていることか好ましく、

また、直交2軸、あるいは3軸方向に配列することて、笘に卓位パターンを配列させる

ことかてき、企属メノシュの疎笘を生しさせることか少なくなる。これにより、視覚的に

企属メノシュを目立たなくすることかてきる。

００38 また、卓位パターンを円形に構成することて、2つの接続点間には円弧か存在し、

曲線の細帯を簡卓に実現することかてきる。

００39 さらに、卓位パターンを多角形にし、少なくとも3つの頂点に接続点を配置すること



で、多角形の隣り合ぅ2辺を接続点間に存在する細帯とすることができ、曲線の細帯

を簡単に実現することができる。

図面の簡単な説明

本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施の

形態に関連した次の記述から明らかになる。この図面においては、

図 A 図 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話端

末の笛体の外観構成を示す斜視図であり、

図 B 図 は、図 に示す携帯電話端末の笛体部品を 線で切った断面

図であり、

図2 図2は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートの概略構成を示す断面

図であり、

図3 図3は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートをフオトェッチングにより

作成する工程図であり、

図4 図4は、樹脂成形品の平面視において、平坦部、2次元曲面部、及び3次元曲

面部をブロック分けして示す説明図であり、

図5A 図5 は、2次元曲面部に貼若された金属メッシュにおける、等高線方向と絞り

方向の伸び率を示すグラフであり、

図5B 図5 は、3次元曲面部に貼若された金属メッシュにおける、等高線方向と絞り

方向の伸び率を示すグラフであり、

図6 図6は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートの金属メッシュの構成を

示す平面図であり、

図7 図7は、図6に示す金属メッシュの2次元曲面部に対応する領城の拡大平面図

であり、

図8 図8は、図6に示す金属メッシュの3次元曲面部に対応する領城の拡大平面図

であり、

図9 図9は、図6に示す金属メッシュの2次元曲面部に対応する領城と3次元曲面部

に対応する領城との連結部分の構成を示す拡大平面図であり、

図 図 ０は、図6に示す金属メッシュに通電用電極を形成した設計例を示す平面



図であり、

図11 図 は、図 ０とは別の設計例を示す平面図であり、

図 A 図 2 は、金属メッシュのメッシュパターンの第 変形例を示す平面図であり

図 2B 図 2 は、金属メッシュのメッシュパターンの第2変形例を示す平面図であり

図 2C 図 2Cは、金属メッシュのメッシュパターンの第3変形例を示す平面図であり

図 2D 図 2 は、金属メッシュのメッシュパターンの第4変形例を示す平面図であり

図 A 図 3 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第 変形例を示す断面図であり、

図13B 図 3 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第2変形例を示す断面図であり、

図13C 図 3Cは、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第3変形例を示す断面図であり、

図13D 図 は、本発明の実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話端末

の笛体部品の第4変形例を示す断面図であり、

図13E 図 3 は、本発明の実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話端末

の笛体部品の第5変形例を示す断面図であり、

図13 図 3 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第6変形例を示す断面図であり、

図13G 図 3Gは、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第7変形例を示す断面図であり、

図13 図 3 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話

端末の笛体部品の第8変形例を示す断面図であり、

図13 図 3 は、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話端

末の笛体部品の第9変形例を示す断面図であり、



図 図 3Jは、本発明の第 実施形態にかかるメッシュシートを備える携帯電話端

末の笛体部品の第 ０変形例を示す断面図であり、

図 A 図 4 は、2次元曲面部の等高線方向と平行に配列される細帯パターンの

配列ピッチを等間隔としたメッシュシートを、2次元曲面部に貼若したときの金属メッシ

ュのメッシュパターンを示す拡大平面図であり、

図14B 図 4 は、3次元曲面部の等高線方向と平行に配列される細帯パターンの

配列ピッチを等間隔としたメッシュシートを、3次元曲面部に貼若したときの金属メッシ

ュのメッシュパターンを示す拡大平面図であり、

図15 図 5は、本発明の変形例にかかるメッシュシートが備える金属メッシュの2次

元曲面部に対応する領城と3次元曲面部に対応する領城との連結部分のメッシュパ

ターンを示す拡大平面図であり、

図16 図 6は、本発明の変形例にかかるメッシュシートが備える金属メッシュの3次

元曲面部に対応する領城のメッシュパターンを示す拡大平面図であり、

図17 図 7は、等高線方向に平行に配列される細帯パターンと、互いに隣接する当

該細帯パターンを接続する細帯パターンとの接続部分の構成例を示す拡大平面図

であり、

図 A 図 8 は、本発明の第2実施形態にかかるメッシュシートを用いた携帯電話

端末の笛体の外観構成を示す斜視図であり、

図18B 図 8 は、図 8 の 2 線で切った断面図であり、

図19 図 9は、本発明の第2実施形態にかかるメッシュシートの概略構成を示す断

面図であり、

図2０図2０は、本発明の第2実施形態にかかるメッシュシートをフオトェッチングによ

り作成する工程図であり、

図 A 図2 は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパター

ンの第 構成例を示す図であり、

図2 B 図2 は、図2 のメッシュパターンの一部拡大図であり、

図2 2A 図22 は、図2 のメッシュシートの伸展前の単位パターンの拡大写真であ

り、



図22B 図22 は、図2 のメッシュシートの伸展後の単位パターンの拡大写真であ

り、

図23 図23は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第2構成例を示す図であり、

図24A 図24 は、図 のメッシュシートの伸展前の単位パターンの拡大写真であり

図24B 図24 は、図 のメッシュシートの伸展後の単位パターンの拡大写真であり

図25 図25は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第3構成例を示す図であり、

図26 図26は、図25のメッシュシートの伸展前後の変形の状態を示す図であり、

図27 図27は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第4構成例を示す図であり、

図28 図28は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第5構成例を示す図であり、

図29 図29は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第6構成例を示す図であり、

図3０図3０は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第7構成例を示す図であり、

図3 1 図3 は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第8構成例を示す図であり、

図32 図32は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの

第9構成例を示す図であり、

図33A 図33 は、線状に延在するメッシュパターンの構成例を示す図であり、

図33B 図33 は、線状に延在するメッシュパターンの構成例を示す図であり、

図34 図34は、メッシュシートと樹脂成形用。との貼若状態を示す図であり、

図35A 図 は、従来のメッシュシートに用いられるメッシュパターンの第 構成例

を示す図であり、



図35B 図3 5 は、従来のメノシュシートに用いられるメノシュパターンの第2構成例

を示す図てある。

発明を実施するための最良の形態

００4 1 本発明の記述を続ける前に、添付図面において同し部品については同し参照符号

以下、本発明の実施の形態については、図面を参照しなから説明する。

００42 Ⅱ第 実施形態り

本発明の第 実施形態にかかるメノシュシートを備える笛体部品は、例えは、携帯

電話端末のアンテナや静電容呈式のタノチパネルとして使用可能てある。ここては

一例として、笛体部品をアンテナとして用いた携帯電話端末について説明する。

００43 図 は、本第 実施形態にかかるメノシュシートを備える携帯電話端末の笛体の

外観構成を示す斜視図てある。図 は、図 に示す携帯電話端末の笛体部品を

(XZ平面)て切った断面図てある。

００44 図 及ひ図 に示す笛体部品 は、任首の都材の一例てある樹脂成形品2の内

表面にメノシュシート ０て構成されたアンテナパターンか形成されたものてある。樹

脂成形品2は、図 に示すように、携帯電話端末内に設けられる被品ティスプレイ

なとの表示部を視甜可能にする透明窓部4を備えた容器状の都材てある。樹脂成形

用。2の縁部3は、全周にわたってアーチ状に曲けられている。これにより、樹脂成形

品2は、中央部に平坦部 5 か形成され、縁部3に2次元曲面部 5 と3次元曲面部 5

Cとか形成されている。平坦部 5 は、X 平面に平行な部分てある。2次元曲面部 5

は、XZ平面て切った断面かアーチ状に湾曲する一方て、 Z平面て切った断面か

直線状てある部分てある。3次元曲面部 5Cは、 Z平面て切った断面も Z平面て切

った断面も、アーチ状に湾曲している部分てある。

００45 樹脂成形品2は、所望する笛体部品 の形状に成形されている。樹脂成形品2の材

質としては、ボリカーホネート、ボリエチレンナフタレート、ボリエチレンテレフタレート、

トリアセチルセルロース、アクリロ二トリルーフタシエン一スチレン共重合体なとの樹脂

材科を使用することかてきる。透明窓部4は、二色成形なとの方怯により樹脂成形品

2の他部と一体的に構成することかてきる。また、透明窓部4は、樹脂成形品2の透明



窓部4用の開口部に別の透明な樹脂成形体を嵌め込むことで構成されてもよい。

００46 メッシュシート ０は、面状且つ光線透過率が 7０ 以上のアンテナパターンを有し

ている。メッシュシート ０は、樹脂成形品2の内表面の広い領城にわたって貼若され

、2次元曲面部 5 及び3次元曲面部 5Cの内表面にも貼若されている。

００47 メッシュシート ０は、例えば、樹脂成形品2の成形時にメッシュシート ０を金型内に

挟み込んだ状態で型閉じし、溶融樹脂を金型のキヤビテイ内に射出することで、樹脂

成形品2の表面に貼若することができる。金型内に挟み込まれるメッシュシート ０ほ、

予めキヤビテイの面に沿った形状にプレフオームされてもよい。このプレフオームは、

プレフオーム用のプレス装置 (図示せず) などを用いてメッシュシート ０を加熱しなが

らプレスすることによって行うことができる。メッシュシート ０は、プレス装置によるプレ

スカ又は溶融樹脂の射出圧力により変形するが、特に、樹脂成形用。2の3次元曲面

部 5Cに相当する部分では、後で詳しく説明するように変形呈が大きくなる。

００48 図2は、メッシュシート ０の概略構成を示す断面図である。メッシュシート ０は、透

明又は半透明な樹脂で構成された絶縁性を有する支持シート の表面に、金属メッ

シュ 3が積層された構造を有する。支持シート と金属メッシュ 3の間の接着には

熱可塑性樹脂を主原料とする接着剤 2が使用されている。

００49 支持シート としては、ボリプロピレン系樹脂、ボリヵ一ボネート樹脂、ボリエチレン

系樹脂、ボリアミド系樹脂、ボリエステル系樹脂、ボリアクリル系樹脂、ボリ塩化ビニル

系樹脂、アクリロ二トリルーブタジエン一スチレン共重合体樹脂などの樹脂シートを用

いることができる。

００5０ 接着屑 2は、プレフオーム時又は溶融樹脂の射出時に加わる熱により、わずかに

可塑性が増す材料で構成されることが好ましい。具体的には、プレフオーム時又は溶

融樹脂の射出時において、メッシュシート ０は概ね oC程度に加熱されるため、

接着屑 2は、これらの温度において可塑性が増すアクリル系材料で構成されること

が好ましい。また、接着屑 2は、メッシュシート ０が樹脂成形用。2の2次元曲面部 5

又は3次元曲面部 5Cの表面に沿って貼若されるときに変形しやすいように、3０は

～5０は 程度に少し厚め (通常は2０は 程度とされている。) に構成されることが好

ましい。これにより、接着層 2は、金属メッシュ 3の細帯に応力が加わったときに、支



持フイルム と金属メッシュ 3との間で変形して、両者の相対的位置の滑りを生じさ

せ、金属メッシュ 3の細帯の破壊を抑制することができる。なお、このとき、支持フイ

ルム も熱可塑性樹脂で構成すれば、金属メッシュ 3の細帯の破壊をさらに抑制

することができる。

００5 1 金属メッシュ 3は、銅、ニッケル、アルミニウム、金、銀などの金属製の細帯を、後で

詳しく説明するように微細なメッシュパターンに構成したものである。金属メッシュ 3

ほ、不透明であるが、細帯が極細く構成されているため、一見すれば、金属製の極細

帯がわずかな階調の変化としてしか認識されず、樹脂成形品2の意匠性を損なうこと

がないように構成されている。また、金属メッシュ 3は、笛体全面に沿って形成できる

ので比較的広い面積をアンテナとして使用することができ、受信感度を向上させるこ

とができるように構成されている。さらに、3次元曲面部 5C上に形成されているため、

指向性を小さくすることもできる。なお、メッシュシート ０は、図 に示すように透明

窓部4上にも設けられてもよいし、透明窓部4を除いた部分に設けられてもよい。

００5 2 金属メッシュ 3は、例えば、約 ０は 程度の厚みの金属箔に、フオトエッチングや

印刷レ、ジストによるエッチングを行うことによって形成することができる。なお、金属メッ

シュ 3の細帯の帯幅は、大過ぎると樹脂成形品2の意匠性を損なう原因となる一方、

、さ過ぎると前記エッチングが困難になるため、 ０は 以上4０/ 以下とすることが

好ましい。また、金属メッシュ 3の細帯の配列ピッチは、広過ぎると樹脂成形品2の

意匠性を損なう原因となる一方、狭過ぎると前記エッチングが困難になるため、0・

以上 O 以下とすることが好ましい。

００5 3 金属メッシュ 3のメッシュパターンをフオトエッチングにより形成する場合、例えば、

次のようにすればよい。

まず、図3に示すように、支持フイルム の表面に金属箔 3aを貼若する。なお、図

3においては、接着屑 2の記載を省略している。

次いで、金属箔 3a上にフオトレジスト膜 (図示せず)を形成する。

次いで、フオトマスクを用いて露光し且つ現像液で現像することにより、フオトレ、ジス

ト膜のメッシレ ターンを形成する。

次いで、エッチング液によりエッチングし、フオトレジスト膜を剥離除去する。



これにより、企属製の細帯からなる網 目パターンを有する企属メノンュ 3を形成す

ることかてきる。

００54 吹に、企属メノンュ 3のメノンュパターンの構成についてより梓細に挽明する。

前記したよぅに、メノンュン一ト ０は、プレフオーム時又は溶融樹脂の射出時におい

て変形し、特に、樹脂成形品2の3吹元曲面部 5Cに相当する部分てはその変形呈

か大きくなる。しかしなから、樹脂製の支持ン一ト は、比較的大きな変形にも耐える

ことかてきるのに対して、企属メノンュ 3は大きな変形には耐えることかてきす、一定

以上変形する (仲ひる) と、細帯か断線してしまぅとレづ問題かある。本第 実施形態て

は、当咳断線の問題を解伯すへく、企属メノンュ 3のメノンュパターンを工夫すること

により、この問題を解伯するよぅにしている。

００5 5 図4は、樹脂成形品2の平面視において、平坦部 5 、2吹元曲面部 5 、及ひ3吹

元曲面部 5Cをフロノク分けして示す挽明図てある。図4において、 は、平坦部 5

からの高さか等しい位置を結ふ線の延在方向 (以下、等高線方向とレぢ)を示し、 2

は、等高線方向に直交するとともに、2吹元曲面部 5 又は3吹元曲面部 5Cの曲面

に沿ぅ方向 (以下、絞り方向とレづ)を示している。図5 は、2吹元曲面部 5 に明若さ

れた企属メノンュにおける、等高線方向 と絞り方向 2の仲ひ卒を示すクラフてあ

り、図5 は、3吹元曲面部 5Cに明若された企属メノンュにおける、等高線方向 と

絞り方向 2の仲ひ卒を示すクラフてある。なお、図5 及ひ図5 において、絞り浅

部は平坦部 5 に近い側の部分を首味し、絞り深部は平坦部 5 から離れた側、すな

わち企属メノンュの外縁部側の部分を首味している。すなわち、図の右側に向かぅ程

、平坦部 5 からの距離は大きくなる。

００56 図5 より、2吹元曲面部 5 ては、等高線方向 には企属メノンュ 3の仲ひはほ

ほ生していないか、絞り方向 2には企属メノンュ 3に約 ０の仲ひか生しているこ

とか分かる。また、図5 より、3吹元曲面部 5Cては、等高線方向 には企属メノンュ
3に約 の縮みか生し、絞り方向 2には企属メノンュ 3に約2０ の仲ひか生

していることか分かる。なお、図4において2吹元曲面部 5 及ひ3吹元曲面部 5Cは

複数箇所あるか、との2吹元曲面部 5 及ひ3吹元曲面部 5Cにおいても仲ひ卒の傾

向は概ね同様てあった。この結果を踏まえて、本第 実施形態にかかるメノンュン一ト



０の金属メッシュ 3のメッシュパターンが構成されている。

００5 7 図6は、本第 実施形態にかかるメッシュシート ０の金属メッシュ 3の構成を示す

平面図である。図6に示すよぅに、金属メッシュ 3は、平坦部 5 に対応する領城2０

、2次元曲面部 5 に対応する領城2０ ，3次元曲面部 5Cに対応する領城2０Cの

それぞれの領城において、メッシュパターンが典なるよぅに構成されている。

００58 領城2０ においては、金属メッシュ 3の伸びは、ほとんど生じない。このため、領

城2０ に配置されるメッシュパターンは、従来と同じ形状、例えば格子状に形成され

ている。

００59 図7は、領城2０ の拡大平面図であり、図8は、領城2０Cの拡大平面図であり、図9

は、領城2０ と領城2０Cとの連結部分の構成を示す拡大平面図である。

００6０ 領城2０ では、前述したよぅに、メッシュシート ０を樹脂成形品2に貼若した際、等

高線方向 には金属メッシュ 3の伸びはほぼ生じないが、絞り方向 2には金属メ

ッシュ 3に約 の伸びが生じる。このため、図7に示すよぅに、2次元曲線部 5 の

等高線方向 と平行になるよぅに直線状に形成した細帯パターン(第3細帯パター

ン) 3 を連続配列するとともに、互いに隣接する細帯パターン3 3 を 字状の細

帯パターン (第4細帯パターン) 32で接続するよぅにしている。これにより、細帯パター

ン32が伸縮脚部として機能し、細帯パターン3 2の 字状部分の曲げ角度が広がるこ

とにより、絞り方向 2の伸びを吸収することができ、細帯の断線を防ぐことができる。

従って、金属メッシュ 3を破壊することなく、2次元曲面部 5 に沿わせてメッシュシー

ト ０を貼若することができる。

００6 1 第3領城2０Cでは、前述したよぅに、メッシュシート ０を樹脂成形品2に貼若した際

、等高線方向 には金属メッシュ 3に約 の縮みが生じ、絞り方向 2には金属

メッシュ 3に約2０ の伸びが生じる。このため、図8に示すよぅに、3次元曲線部 5C

の等高線方向 と平行になるよぅに円弧状に形成した細帯パターン(第 細帯パタ

ーン) 33を連続配列するとともに、互いに隣接する細帯パターン33 33を 字状の

細帯パターン (第2細帯パターン) 34で接続するよぅにしている。これにより、細帯パタ

ーン34が伸縮脚部として機能し、細帯パターン34の 字状部分の曲げ角度が広が

ることにより、絞り方向 2の伸びを吸収することができ、細帯の断線を防ぐことができ



る。従って、金属メッシュ 3を破壊することなく、3次元曲面部 5Cに沿わせてメッシュ

シート ０を貼若することができる。

００62 前記のよぅに構成されるメッシュシート ０を携帯電話端末の用途に使用する場合に

は、例えば、図 ０に示すよぅに通電用電極4 及びスリット4 2 43を形成すればよい

。すなわち、メッシュパターンをスリット4 2により複数の配線部に分割し、当該分割し

た配線部と第 領城2０ に位置する通電用電極4 とを電気的に接続するよぅに、第

領城2０ の格子状のメッシュパターンにスリット4 3を適宜形成すればよい。なお、

通電用電極4 は、第 領城2０ に配置することが好ましい。これは、通電用電極4

を第2領城2０ 又は第3領城2０Cに配置した場合には、ブレフオーム時又は溶融樹

脂の射出時に樹脂製の支持シート が大きく変形し、それに起因して、通電用電極

4 の寸法も変形するので、通電用電極4 とその上に配置される PCなどの通電部

用口との接着が困難になってしまぅためである。

００63 なお、配線部と通電用電極4 との接続は、格子状のメッシュパターンに代えて、図

に示すよぅに太帯の配線44により行ぅよぅにしてもよい。

００64 なお、本発明は前記第 実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で

実施できる。例えば、前記では、金属メッシュ 3の第3領城5Cに配置する細帯パタ

ーン34を 字状としたが、本発明はこれに限定されない。細帯パターン34は、互いに

隣接する円弧状の細帯パターン33 33を曲線で接続するものであればよい。例えば

、細帯パターン34は、図 2 に示すよぅに円弧状であってもよレ七、図 2 に示すよ

ぅに、波線状であってもよい。また、細帯パターン34は、図 2C及び図 2 に示すよ

ぅに、2木の 字状の細帯を細み合わせて形成してもよい。すなわち、互いに隣接す

る細帯パターン33 33と第2細帯パターン34との接続点の間を最短距離で結ぶ直

線よりも、第2細帯パターン34の細帯の長さが丘ければよい。なお、前記では、細帯

パターン34について説明したが、金属メッシュ 3の第2領城5 に配置する細帯パタ

ーン32についても同様である。すなわち、細帯パターン32は、互いに隣接する直線。

状の細帯パターン3 3 を曲線で接続するものであればよい。

００65 また、前記では、図2に示すよぅに、笛体部品 を樹脂成形品2とメッシュシート ０と

で構成したが、本発明はこれに限定されない。例えば、図 3 に示すよぅに、金属メ



ツシュ 3の酸ィヒや傷付きなどを防ぐために、メッシュシート ０の表面に保護用シート

4を設けてもよい。この保護用シート 4には、例えば、厚さ0・ ～０・5 程度

のボリカーボネート、ボリエチレンナフタレート、ボリエチレンテレフタレート、アクリロ二

トリルーブタジエン一スチレン共重合体などの樹脂シートを使用することができる。ま

た、図 3 に示すように、メッシュシート ０の両表面に、例えば2色成形により樹脂成

形品2，2 を設けてもよい。この場合、金属メッシュ 3の酸ィヒや傷付きなどを防ぐとと

もに、箆体部品 としての強度を強くすることができる。樹脂成形品2 の厚さほ、例え

ば ・０ 程度である。また、メッシュシート ０は、図 3Cに示すように、樹脂成形品

2の内表面に代えて、樹脂成形品2の外表面に設けられてもよい。また、樹脂成形品

2又はメッシュシート ０の表面には、図 ～図 3Gに示すように、不透明な装飾部

として加飾屑6が設けられてもよい。また、加飾屑6は、図 3 ～図 3Jに示すように

、樹脂成形品2とメッシュシート ０との間に設けられてもよい。

００66 加飾屑6の形成方法としては、伝写法、成形同時加飾伝写法、成形同時加飾イン

ザート法、塗装法などを用いることができる。伝写法とは、某体シート上に剥離屑、加

飾屑、接着屑等からなる転写屑を形成した伝写材を用い、加熱加圧して伝写屑を被

伝写物に密着した後、某体シートを剥離して、被伝写面に伝写屑のみを伝写して装

飾を行う方法である。また、成形同時加飾伝写法とは、伝写材を成形金型内に挟み

込み、キヤビティ内に樹脂を射出充満させ、冷却して樹脂成形品を得るのと同時にそ

の面に伝写材を接若させた後、某体シートを剥離して、被伝写物面に伝写屑を伝移

して装飾を行う方法である。

００67 また、等高線方向 と平行に配列される細帯パターン3 33の配列ピッチは、樹

脂成形品2への貼若前は等間隔である必要はなく、樹脂成形品2への貼着後に等間

隔となるように設定することが好ましい。樹脂成形品2への貼着後において、細帯パ

ターン3 33の配列ピッチにバラソキがある場合には、樹脂成形品2の意匠性が損

なわれるだけでなく、例えば笛体部品 を静電容呈方式のタッチパネルとして用いた

ときに、同じ面積を押圧したとしても、押圧位置によって静電容呈が典なることとなる。

このため、タッチパネルとしての機能を十分に発揮できないおそれがある。

００68 図 4 は、2次元曲面部 5 の等高線方向 と平行に配列される細帯パターン3



の配列ピッチを等間隔としたメッシュシート ０を、2次元曲面部 5 に貼若したときの

金属メッシュ 3のメッシュパターンを示す拡大平面図である。図 4 は、3次元曲面

部 5Cの等高線方向 と平行に配列される細帯パターン33の配列ピッチを等間隔と

したメッシュシート ０を、3次元曲面部 5Cに貼若したときの金属メッシュ のメッシュ
パターンを示す拡大平面図である。

００69 メッシュシート ０を2次元曲面部 5 又は3次元曲面部 5Cに貼若した場合、図5

及び図5 を用いて前述したよぅに、絞り深部、すなわちメッシュシート ０の外縁部に

向かぅに従い金属メッシュ 3の伸びは拡大する傾向にある。このため、図 4 及び

図 4 に示すよぅに、細帯パターン3 33の配列ピッチは徐々に拡大することとなり

、細帯パターン3 33の配列ピッチにバラソキが生じる。このため、この金属メッシュ
3の伸びを考慮して、樹脂成形品2への貼若前の細帯パターン3 33の配列ピッ

チを設定することが好ましい。具体的には、細帯パターン3 33の配列ピッチを、金

属メッシュ 3の外縁部に近づくに従い狭くすればよい。これにより、前記貼着後にお

ける細帯パターン3 33の配列ピッチを等間隔にすることができる。なお、2次元曲

面部 5 又は3次元曲面部 5Cに貼若したメッシュシート ０を垂直方向から見たとき、

2次元曲面部 5 又は3次元曲面部 5Cが曲面であるため、視点から離れる程、メッシ

ュシート ０の間隔が狭くなっているよぅに見える。この場合、前記配置ピッチにバラソ

キがあるよぅに見え、意匠性を損なぅ恐れがある。一方、細帯パターン3 33の配列

ピッチが0・ 程度の狭ピッチであれば、前記押圧位置によって静電容呈が典な

るといぅ不具合は生じにくい。このため、意匠性を重要視する場合には、例えば、細

帯パターン3 33の配列ピッチを、金属メッシュ 3の外縁部に近づくに従い広くなる

よぅにしてもよい。

００7０ また、前述したよぅに、金属メッシュ 3の伸びは、2次元曲面部 5 に貼若される場

合に比べて、3次元曲面部 5Cに貼若される場合の方が大きくなる。このため、前記貼

若前において細帯パターン33の配列ピッチと細帯パターン3 の配列ピッチとを同じ

にすると、前記貼着後における細帯パターン33の配列ピッチは、細帯パターン3 の

配列ピッチよりも広くなり、前記バラソキの問題が生じる恐れがある。このため、図 5

に示すよぅに、細帯パターン33の配列ピッチを、細帯パターン3 の配列ピッチよりも



狭くすることか好ましい。これにより、前記明着後における細帯パターン3 の配列ピノ

チと細帯パターン33の配列ピノチとを同しにすることかてきる。

００7 1 また、前述したように、3吹元曲面部 5 において企属メノシュ 3は等高線方向

に縮れのて、細帯パターン33は等高線方向 に圧縮力を受けることになる。このと

き、前記圧縮力か細帯パターン33の一部に集中すると、細帯パターン33か断線した

り、他の細帯パターンを越えて大きく変形したりする可能性かある。このため、図 6に

示すように、細帯パターン33を、3吹元曲面部 5Cの等高線方向 の縮みを詐容す

るために、波線状のパターンに形成してもよい。これにより、前記圧縮力か細帯パタ

ーン33の一部に集中することを防き、細帯パターン33の断線なとの不具合を防止

することかてきる。

００72 また、図面ては、細帯パターン3 32か略等幅てあるように示したか、図 7に示す

ように細帯パターン3 と細帯パターン32との接続点近傍の細帯パターン32の帯幅

は、他の部分よりも太い方か好ましい。これにより、細帯パターン3 と細帯パターン3

2との接続強度を強くすることかてきるとともに、細帯パターン32に存きか生しるなと

の不具合を防止することかてきる。また、同様に、細帯パターン3 3と細帯パターン34

との接続点近傍の細帯パターン34の帯幅も、他の部分よりも太い方か好ましい。

００73 Ⅱ第2実施形態り

本発明の第2実施形態にかかるメノシュシートを備える笛体部品は、前記第 実施

形態と同様に、例えは、携帯電話端末のアンテナや静電容呈式のタノチパネルとし

て使用可能てある。ここては一例として、笛体部品をアンテナとして用いた携帯電話

端末について脱明する。

００74 図 8 は、本第2実施形態にかかるメノシュシートを備える携帯電話端末の笛体の

外観構成を示す斜視図てある。図 8 は、図 8 に示す携帯電話端末の笛体部品

を 2 て切った断面図てある。図 8 に示す笛体部品 ０ は、任首の都材の

一例てある樹脂成形用。０2を主構成層とし、かつ樹脂成形品 ０2の表面にメノシュ

シート ０て構成されたアンテナパターンか形成されたものてある。樹脂成形品 ０2

は、図 8 に示すように、透明窓部 ０4を備えた容器状の形状てあり、その縁部3の

周辺か曲けられた曲面部 ０5となるように構成されている。



００75 樹脂成形品 ０2は、笛体部品 ０ の形状に成形され、その材質としてはボリカーボ

ネート、アクリル、ボリエチレンテレフタレート、トリアセチルセルロースなどを使用する

ことができる。また、透明窓部 ０4は、例えば、二色成型などの方法により一体的に

構成されていてもよいし、樹脂成形品 ０2の透明窓部用の開口に別の樹脂成形体

で構成された透明部材を嵌め込むように構成されていてもよい。

００76 樹脂成形品 ０2の表面には、図示しない不透明な装飾部が設けられていてもよい

。具体的には、樹脂成形品 ０2の表面に加飾屑を設けてもよい。加飾屑の形成方法

としては、伝写法や成形同時伝写法を用いることができる。伝写法とは、前述したよう

に、某体シート上に剥離屑、加飾屑、接着屑等からなる伝写屑を形成した伝写材を

用い、加熱加圧して伝写屑を被伝写物である樹脂成形品 ０2に密着した後、某体シ

ートを剥離して、被伝写面に伝写屑のみを伝写して装飾を行う方法である。また、成

形同時伝写法とは、前述したように、伝写材を成型金型内に挟み込み、キヤビテイ内

に樹脂を射出充満させ、冷却して樹脂成形品を得るのと同時にその面に伝写材を接

若させた後、某体シートを剥離して、被伝写物面に伝写屑を伝移して装飾を行う方

法である。

００77 伝写材の某体シートは、ボリプロピレン系樹脂、ボリエチレン系樹脂、ボリアミド系樹

脂、ボリエステル系樹脂、ボリアクリル系樹脂、ボリ塩化ビニル系樹脂などの樹脂シー

トを用いることができる。

００78 剥離屑の材質としては、ボリアクリル系樹脂、ボリエステル系樹脂、ボリ塩ィヒビニル

系樹脂、セルロース系樹脂、ゴム系樹脂、ボリウレタン系樹脂、ボリ酢酸ビニル系樹

脂、等の他、塩ィヒビニル一酢酸ビニル共重合体系樹脂、エチレン一酢酸ビニル共重

合体系樹脂などのコポリマーを用いるとよい。剥離屑に硬度が要求される場合には、

紫外線硬化性樹脂などの光硬ィヒ，性樹脂、電子線硬化性樹脂などの放射線硬化，性

樹脂、熱硬化性樹脂などを選定して用いることができる。

００79 接着屑としては、被伝写物の素材に適した感熱性あるいは感圧性の樹脂を適宜使

用する。例えば、被伝写物の材質がボリアクリル系樹脂の場合は、ボリアクリル系樹

脂を用いるとよい。また、被伝写物の材質が、ボリフエ二レンオキシド共重合体、ボリス

チレン景況重合体樹脂、ボリカーボネート系樹脂、スチレン系樹脂、ボリスチレン系ブ



レンド樹脂の場合は、これらの樹脂と親和性のあるボリアクリル系樹脂、ボリスチレン

系樹脂、ボリアミド系樹脂などを使用すればよい。

００8０ 樹脂成形品 ０2の表面には、面状かつ光線透過率が 7０ 以上のアンテナパター

ンを有するメッシュシート ０が貼若されている。メッシュシート ０は、樹脂成形品

０2の表面の広い領城にわたって構成され、曲面部 ０5の表面にも設けられている。

メッシュシート ０は、後述のよぅに網 目パターンを有する金属製の極細帯で構成さ

れた金属メッシュ 3を有する。金属メッシュ 3ほ、不透明であるが極細く構成され

ているため、一見すれば、金属製の極細帯がわずかな階調の変化としてしか認識さ

れず、樹脂成形品 ０2の意匠性を告することがない。しかも、比較的広い面積をアン

テナとして使用することができ、受信感度を向上させることができる。なお、メッシュシ

ート ０は、ディスプレイ用透明窓部 ０4の表面にまで設けられていてもよい。

００8 1 メッシュシート ０は、例えば、樹脂成形品 ０2の表面に次の工程により貼若される

。一例としては、樹脂成形品 ０2の成形時にメッシュシート ０を金型内に挟み込ん

だ状態で型閉じし、溶融樹脂をキヤビティ内に射出する。このよぅに構成することによ

り、キヤビティの面に沿った形状のメッシュシート ０と溶融樹脂が密着し、樹脂成形

用円０2の表面にメッシュシート ０を貼若することができる。

００82 また、金型内に挟み込まれるメッシュシート ０は、予めキヤビティの面に沿った形

状にブレフオームされていてもよい。ブレフオームは、ブレフオーム用のブレス装置な

どを用いてメッシュシート1・ ０を加熱しながらプレスすることによって行ぅ。メッシュシー

ト ０は、ブレス装置によるブレスカ又は溶融樹脂の射出圧力により変形する。特に

、樹脂成形品2０2の角部に相当する部分では、変形部分が多軸方向に同時に伸展

することとなる。

００83 なお、ここでは、図 8 に示すよぅに、メッシュシート ０を樹脂成形品 ０2の内表

面に貼若して笛体部品 ０ を構成したが、本発明はこれに限定されない。メッシュシ

ート ０は、前述したメッシュシート ０と同様に配置されて笛体部品 ０ を構成して

もよい。すなわ、笛体部品 ０ は、図 3 ～図 3Jに示すいずれかの態様で構成さ

れればよい。

００84 図 9は、メッシュシート ０の概略構成を示す断面図である。メッシュシート ０は



、樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持シート の表面に、金属メッシ

3が積層された構成である。支持シート と金属メッシュ 3の間の接着には熱可

塑性樹脂を主原料とする接着剤 2が使用される。

００85 支持シート は、ボリプロピレン系樹脂、ボリエチレン系樹脂、ボリアミド系樹脂、

ボリエステル系樹脂、ボリアクリル系樹脂、ボリ塩化ビニル系樹脂などの樹脂シートを

用いることができる。

００86 接若層 2として、プレフオーム時あるいは溶融樹脂の射出時に加わる熱により、

わずかに可塑性が増す材料で構成されることが好ましい。具体的には、プレフオーム

時あるいは溶融樹脂の射出時において、メッシュシート ０は、概ね oC程度に加

熱されるため、これらの温度において可塑性が増すアクリル系材料等の材料を使用

することができる。また、接着屑 2は後述するよぅに、伸展時に変形しやすいよぅに

3０から5０は 程度に少し厚め (通常は2 / 程度とされている。) に構成されるこ

とが好ましい。

００87 金属メッシュ 3としては、ほぼ厚み ０は 程度の金属箔で構成されており、銅、

ニッケル、アルミニウム、金、銀などの金属薄膜を用いることができる。そして、金属メ

ッシュ 3は、例えば、フオトェッチングによって、又は印刷レ、ジストによるェッチング

の方法によって、微細な網 目状パターンに形成されている。

００88 網 目状パターンをフオトエッチングにより形成する場合、図2０に示すよぅに、まず、

支持フィルム の表面に金属箔 3aを貼若する。なお、図2０においては、接着

屑 2の記載を省略している。次いで、図示しないフオトレジスト膜を形成し、フオトマ

スクを用いて露光し、現像液で現像することによりレ、ジスト膜の網 目状パターンを形成

する。これをェッチング液によりェッチングし、レ、ジスト膜を剥離除去することにより、極

細金属線からなる網 目パターンを有する金属メッシュ 3を形成する。

００89 前述したよぅに、プレフオーム時あるいは溶融樹脂の射出時におけるメッシュシート

０の変形において、支持シート 及び金属メッシュ 3は多軸方向に伸展する

。しかしながら、樹脂製の支持シート は、比較的大きな変形にも耐えることができ

るのに対して、金属メッシュ 3ほ大きな変形には耐えることができず、一定以上変

形する (伸びる) と、細帯が断線してしまぅといぅ問題がある。本第2実施形態にかかる



，一ト ０では、当該伸展時の断線の問題を解消すべく、金属メッシュ 3

のメッシュパターンを工夫することにより、この問題を解消することとしている。

００9０ 具体的には、金属メッシュ 3のメッシュパターンは、多軸方向に連続配置された

単位パターンと、前記単位パターン同上を複数接続するよぅに配置される脚部を備え

、前記任意の単位パターンにおいて、前記脚部と単位パターンの接続点の間に存在

する当該単位パターンの細帯が、曲線となるよぅに構成されている。このよぅに構成す

ることにより、金属メッシュ 3に伸展力が加わった場合、単位パターンを構成する細

帯に加わる応力により曲線部分の曲がりの程度が緩和されることにより全体としてメッ

シュパターンを伸展させることができる。また、ブレフオーム時あるいは溶融樹脂の射

出時に加わる熱により、接着屑 2は、わずかに可塑性が増す材料で構成されてい

るため、メッシュパターンの細帯に応力が加わった場合、支持フィルム と金属メッ

シュ 3との間で変形して、両者の相対的位置の滑りを生じさせ、金属メッシュ 3

の細帯の破壊を抑制する。

００9 1 メッシュパターンを構成する細帯の帯幅は、概ね4０は 以下に構成されている。細

帯の帯幅を太くするとメッシュパターンが視認しやすくなり、笛体の意匠性を損なぅ原

因となる。ただし、意匠性を求められないよぅな部分における使用では、帯幅を上記

範囲より大きくすることもできる。

００92 (メッシュパターンの第 構成例)

図2 は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第

構成例を示す図である。図2 は、図2 のメッシュパターンの一部拡大図である。

以下、メッシュパターンを図示する場合、単位パターンと脚部との区別のために、そ

れぞれ単位パターンに実線、脚部に破線を用いて表記するが、実際のメッシュパタ

ーンは全て金属薄膜が連続的につながった構成を有している。

００93 図2 、図2 に示すよぅにメッシュパターン 2０は、正六角形の単位パターン 2
。

が互いに 2０で交差するX 方向及び a方向、 b方向の軸に沿ってそれぞれ連

続的に配置される。そして、 つの単位パターン 2 を構成する つおきの頂点から

それぞれ2木の脚部 22が接続され、隣り合ぅ他の単位パターン 2 へ接続される。

００94 図2 の単位パターン 2 aを例にとって具体的に説明すると、正六角形の単位パ



ターン 2 a中の3つの頂点 24a 24b 24cからそれぞれ2木の脚部 22a 2

2b 22cが設けられている。3つの頂点としているのは、少なくとも3つの頂点から脚

部が延在していなければ、平面的に単位パターンを連結したメッシュパターンを形成

することができないためである。従って、前記脚部は、例えば、4つの頂点から延在す

るよぅに構成されていてもよい。頂点 24aから伸びる2木の脚部 22aは、それぞれ

隣り合ぅ単位パターン 2 b及び単位パターン 2 cに接続される。また、頂点 24b

から伸びる2木の脚部 22bは、それぞれ隣り合ぅ2つの単位パターンに接続される。

００95 そして、単位パターン 2 aの2つの頂点 24a 24bの間、すなわち、単位パター

ン 2 aと脚部との接続点 24a 24bの間に存在する当該単位パターン 2 aの細

帯 23は、曲線となるよぅに構成されている。

００96 図22 は、図2 のメッシュシートの伸展前の単位パターンの拡大写真であり、図

22 は、図2 の金属メッシュの伸展後の単位パターンの拡大写真である。このよぅ

な構成を採用することにより、図22 ，図22 に示すよぅに、脚部 22と単位パターン

2 の接続点 24 24の間に存在する単位パターンの細帯 23が直線に近づくよ

ぅに変形しており、2つの接続点 24間の距離が伸びていることがわかる。これにより

、メッシュシート ０が伸展するよぅに変形したとしても、メッシュパターン 2０の細帯

に加わる応力によって、細帯が断線することなく、金属メッシュが破壊されることがな

００97 (メッシュパターンの第 構成例)

図23は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第2

構成例を示す図である。図23に示すよぅにメッシュパターン 3０は、円形の閉図形で

構成された単位パターン 3 が直交するX 軸及び 軸に沿って格子状に配置さ

れる。そして、 つの円形の単位パターン 3 からX 軸及び 軸方向に4木の脚部

32が設けられており、これが隣り合ぅ4つの単位パターンと 3 と連結する。任意の

つの単位パターンを対象とすると、隣り合ぅ2つの脚部は直交しており、単位パター

ン 3 と脚部 32との2つの接続点 34 34の間に存在する当該単位パターン 3

の細帯 23は、円弧の曲線となるよぅに構成されている。

００98 図24 は、図23のメッシュシートの伸展前の単位パターンの拡大写真であり、図2



4 は、図23のメッシュシートの伸展後の単位パターンの拡大写真である。このよぅな

構成を採用することにより、図24 ，図24 に示すよぅに、脚部 32と単位パターンの

接続点 34の間に存在する円弧状の細帯 33の曲率が 、さくなるよぅに変形してお

り、2つの接続点 34 34間の距離が丘くなる。これによりメッシュシートの伸展時に

金属メッシュが破壊されることを防止することができる。

００99 (メッシュパターンの第3構成例)

図25は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第3

構成例を示す図である。図25に示すよぅにメッシュパターン 4０は、正六角形の閉図

形の単位パターン 4 がX 方向及び a方向、 b方向をそれぞれ辺とする正六角

形 4 6の形状となるよぅに配置される。そして、それぞれの単位パターンは、 つの単
。位パターンを構成する つおきの頂点から、すなわち、互いのなす角度が 2０となる

よぅに脚部 4 2が接続され、隣り合ぅ他の単位パターン 4 へ接続される。

０1００ そして、単位パターン 4 の2つの頂点 44 44すなわち、単位パターン 4 と脚

部 4 2との接続点 44の間に存在する当該単位パターン 4 の細帯 4 3は、単位

パターンを構成する正六角形の隣り合ぅ2辺に相当し、曲線となるよぅに構成されてい
る。

０1０1 図26は、図25の単位パターンの伸展前後の変形の状態を示す図である。図25に

示す構成を採用することにより、図26に示すよぅに、脚部 4 2と単位パターンの接続

点 44の間に存在する単位パターンの細帯 4 3が直線に近づくよぅに変形しており、

2つの接続点 44間の距離が伸びていることがわかる。

０1０2 (メッシュパターンの第4構成例)

図2 7は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第4

構成例を示す図である。図27のメッシュパターン 5０は概ね図25のメッシュパターン

と同様の構成をしているが、6つの単位パターンにより構成される六角形 5 5の中央

部分に別の単位パターン 56を備えている点で典なる。この単位パターン 56は、六

角形 5 5の内部に細帯が存在しない場合、当該メッシュパターンに視覚的な疎密の

差が大きくなることから、設けられたものである。単位パターン 56は、六角形 5 5を

構成するいずれかの単位パターン 5 と脚部 5 7で接続されている。



０1０3 (メッシュパターンの第5構成例)

図28は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第5

構成例を示す図である。図28に示すよぅにメッシュパターン 6０は、八角形の単位パ

ターン 6 が直交するX 軸及び 軸に沿って格子状に配置される。そして、 つの

単位パターン 6 の頂点のぅち、一つおきの4つの頂点にそれぞれ2木の脚部 6 2

が設けられており、X 軸及び 軸方向に隣り合ぅ4つの単位パターン 6 bと連結

する。任意の つの単位パターンに着 目すると、単位パターン 6 と脚部 6 2との2

つの接続点 64 64の間に存在する当該単位パターン 6 の細帯 6 3は、八角形

の隣り合ぅ2辺に相当し、曲線として構成されている。

０1０4 (メッシュパターンの第6構成例)

図29は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第6

構成例を示す図である。図29に示すよぅにメッシュパターン 7０は、矩形の単位パタ

ーン 7 が直交するX 軸及び 軸に沿って格子状に配置される。そして、 つの単

位パターン 7 を構成するそれぞれの辺からX 軸及び 軸方向に4木の脚部 72

が設けられており、これらがX 軸及び 軸方向に隣り合ぅ4つの単位パターン 7 b

と連結する。任意の つの単位パターンを対象とすると、隣り合ぅ2つの脚部は単位パ

ターンの隣り合ぅ辺に接続しており、単位パターン 7 と脚部 72との2つの接続点

74 74の間に存在する当該単位パターン 7 の細帯 73は、単位パターンの頂

点を挟む2辺の一部が相当し、曲線となるよぅに構成されている。

０1０5 (メッシュパターンの第7構成例)

図3０は、図 9のメッシュシートに用いられる金属メッシュのメッシュパターンの第7

構成例を示す図である。図3０に示すよぅにメッシュパターン 8０は、円形の単位パタ
。ーン 8 が互いに 2０で交差するX 方向及び a方向、 b方向の軸に沿ってそれ

ぞれ連続的に配置される。そして、 つの単位パターンから円周を六等分するよぅに6

木の脚部 8 2が設けられており、隣り合ぅ他の単位パターン 8 bに接続される。

０1０6 単位パターン 8 の2つの頂点 84 84すなわち、単位パターン 8 と脚部 8 2

との接続点 84の間に存在する当該単位パターン 8 の細帯 8 3は、単位パターン

を構成する円弧に相当し、曲線となるよぅに構成されている。



０1０7 (メノシュパターンの第8構成例)

図3 は、図 9のメノシュシートに用いられる企属メノシュのメノシュパターンの第8

構成例を示す図てある。図3 に示すよぅにメノシュパターン 9０は、円形の閉図形て
。構成された卓位パターン 9 か互いに 2０て交差するX 方向及ひ a方向、 b方

向の軸に沿って庫続して配置される。そして、それそれの卓位パターン 9 は、 つ

の卓位パターン 9 を構成する円周を3等分するよぅに、すなわち、互いのなす角度
。か 2０となるよぅに3つの脚部 92か接続される。脚部 92は、3方向に枝分かれす

るよぅに構成されており、それそれ枝分かれした端部か隣り合ぅ他の卓位パターン 9

へ接続される。

０1０8 そして、卓位パターン 9 と脚部 92との接続点 94の間に存在する当咳卓位パタ

ーン 9 の細帯 93は、卓位パターンを構成する円弧に相当し、曲線となるよぅに構

成されている。

０1０9 (メノシュパターンの構成例9)

図32は、図 9のメノシュシートに用いられる企属メノシュのメノシュパターンの第9

構成例を示す図てある。図32に示すよぅにメノシュパターン ００は、クローハーの

葉のよぅな円弧か細み合わされた卓位パターン ０ か、直交するX 軸及ひ 軸

に沿って格子状に配置される。そして、 つの円形の卓位パターン ０からX 軸及

ひ 軸方向に4木の脚部 ０2か設けられており、これか隣り合ぅ4つの卓位パター

ンと ０ bと庫結する。任首の つの卓位パターンを対象とすると、隣り合ぅ2つの脚

部は直交しており、卓位パターン ０ と脚部 ０2との2つの接続点 ０4 ０4

の間に存在する当咳卓位パターン ０ の細帯 ０3は、円弧状となるよぅに構成さ

０11０ 以上脱明したように、本第2実施形態のメノシュシートによれは、企属メノシュ 3に

伸展力か加わった場合、卓位パターンを構成する細帯に加わる応力により曲線部分

の曲かりの程度か緩和されることにより全体としてメノシュパターンを伸展させることか

てきる。また、プレフオーム時あるいは溶融樹脂の射出時に加わる熱により、接着屑

2は、わすかに可塑性か増す材科て構成されているため、メノシュパターンの細帯

に応力か加わった場合、支持フイルム と企属メノシュ 3との間て変形して、両



者の相対的位置の滑りを生じさせ、金属メッシュ 3の細帯の破壊を抑制する。

０111 なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で実

施可能である。

０112 上記各メッシュパターンは、いずれも多軸に沿って配置された閉図形の単位パター

ンが脚部で接続された構成を有しているが、例えば、図33 、図33 に示すよぅな線

状に延在するメッシュパターンであってもよい。図33 、図33 に示す略延在方向が

線状であるメッシュパターンは、当該メッシュパターンの延在方向に応力が加わった

場合、某材シートと金属メッシュとの間で滑りを生じ、曲線部分が伸びることにより金

属メッシュの細帯の切断を防止することができる。

０113 なお、上記様々な実施形態のぅちの任意の実施形態を適宜細み合わせることにより

、それぞれの有する効果を奏するよぅにすることができる。

産業上の禾 用可能，吐

０114 本発明にかかるメッシュシート及び電子機器の笛体部品は、見かけ上透明であり、

変形に対する応力を吸収し、金属メッシュを破壊することなく曲率が大きい曲面部に

沿わせることができるので、例えば携帯電話端末のアンテナや静電容呈式のタッチ

パネルなどの用途に有用である。

０115 本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施の形態に関連して充分に記載さ

れているが、この技術に熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。

そのよぅな変形や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限

りにおいて、その中に含まれると理解されるべきである。

０116 2００8年2月 9 日に出願された日本国特許出願 o 2００8 ０37258号の明細菩

、図面、および特許請求の範囲の開示内容は、全体として参照されて木明細菩の中

に取り入れられるものである。



請求の範囲

樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持某材の表面に細帯によって構成され

た金属メッシュが積層され、少なくとも3次元曲面部を有する任意の部材の表面に沿

って貼若されて使用されるメッシュシートであって、

前記金属メッシュは、前記3次元曲面部に貼若される部分に、当該3次元曲面部の

等高線方向と平行になるよぅに円弧状に形成され前記等高線方向と直交する方向に

互いに隙間を空けて連続配列された第 細帯パターンと、互いに隣り合ぅ前記第 細

帯パターン同上を接続するよぅに形成され前記等高線方向に互いに隙間を空けて連

続配列された第2細帯パターンとを有し、

前記第 細帯パターンと前記第2細帯パターンとの接続点の間に存在する当該第2

細帯パターンが曲線である、メッシュシート。

2 前記第 細帯パターンの配列ピッチは、0・ 以上 O 以下である、請求項

に記載のメッシュシート。

3 前記第 細帯パターン及び前記第2細帯パターンの帯幅は、 ０は 以上4０は

以下である、請求項 に記載のメッシュシート。

4 前記支持某材と前記金属メッシュは、熱可塑性接着剤によって貼若されている、請

求項 に記載のメッシュシート。

5 前記第 細帯パターンの配列ピッチは、前記金属メッシュの外縁部に近づくに従い
狭くなっている、請求項 に記載のメッシュシート。

6 前記第2細帯パターンは、前記第 細帯パターンとの接続点近傍の帯幅が他の部

分より太くなっている、請求項 に記載のメッシュシート。

7 前記第 細帯パターンは、前記3次元曲面部の等高線方向の縮みを許容するため

波線状のパターンを有する、請求項 に記載のメッシュシート。

8 前記任意の部材は、2次元曲面部を有し、

前記金属メッシュは、前記2次元曲面部に貼若される部分に、当該2次元曲面部の

等高線方向と平行になるよぅに直線状に形成され前記等高線方向と直交する方向に

互いに隙間を空けて連続配列された第3細帯パターンと、互いに隣り合ぅ前記第3細

帯パターン同上を接続するよぅに形成され前記等高線方向に互いに隙間を空けて連



続配列された第4細帯パターンとを有し、

前記第3細帯パターンと前記第4細帯パターンとの接続点の間に存在する当該第4

細帯パターンが曲線である、請求項 に記載のメッシュシート。

9 前記第 細帯パターンの配列ピッチは、前記第3細帯パターンの配列ピッチよりも狭

い、請求項8に記載のメッシュシート。

０ 前記第3細帯パターンの配列ピッチは、前記金属メッシュの外縁部に近づくに従い
狭くなっている、請求項8に記載のメッシュシート。

樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持某材の表面に細帯によって構成され

た金属メッシュが積層され、曲面部を有する任意の部材の表面に沿って貼若されて

使用されるメッシュシートであって、

前記金属メッシュは、多軸方向に連続配置された単位パターンと、前記単位パター

ン同上を複数接続するよぅに配置される脚部を備え、

前記任意の単位パターンにおいて、隣り合ぅ前記脚部と単位パターンとの接続点の

間に存在する当該単位パターンの細帯が、曲線となるよぅに構成されている、メッシュ

シート。

2 前記金属メッシュを構成する細帯は、細帯の幅が4０は より細く構成されている、

請求項 に記載のメッシュシート。

3 前記支持某材と前記金属メッシュは、熱可塑性接着剤によって貼若されている、請

求項 に記載のメッシュシート。

4 前記支持某材は、熱可塑性樹脂で構成されている、請求項 3に記載のメッシュシ

ート
０

5 前記単位パターンは形状及びザイズが同じ閉図形として構成されている、請求項

に記載のメッシュシート。

6 前記単位パターンは直交する2木の仮想軸に沿って格子状に配列され、前記脚部

は前記直交する仮想軸に沿った方向に前記単位パターンを接続する細帯で構成さ

れている、請求項 5に記載のメッシュシート。

7 前記単位パターンは円弧を含む閉図形で構成されている、請求項 6に記載のメッ

シュシート。



8 前記単位パターンは多角形で構成され、前記多角形の頂点のぅち少なくとも3つの

頂点から前記脚部が形成されている、請求項 6に記載のメッシュシート。
。9 前記単位パターンは互いに 2０で交差する3木の仮想軸に沿って六角形状に配

列され、前記脚部は前記3木の仮想軸に沿った方向に前記単位パターンを接続する

細帯で構成されている、請求項 5に記載のメッシュシート。

2０ 前記単位パターンは円弧を含む閉図形で構成されている、請求項 9に記載のメッ

シュシート。

2 前記単位パターンは多角形で構成され、前記多角形の頂点のぅち少なくとも3つの

頂点から前記脚部が形成されている、請求項 9に記載のメッシュシート。

22 樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持某材の表面に細帯によって構成され

た金属メッシュが積層され、曲面部を有する任意の部材の表面に沿って貼若されて

使用されるメッシュシートであって、

前記金属メッシュは、分岐しない曲線の前記細帯で構成された脚部を有する、メッ

シュシート。

23 樹脂シートで構成された絶縁性を有する支持某材の表面に細帯によって構成され

た金属メッシュが積層され、曲面部を有する任意の部材の表面に沿って貼若されて

使用されるメッシュシートであって、

前記金属メッシュは、 軸方向に連続配置された閉図形の単位パターンと、前記単

位パターン同上を複数接続するよぅに配置される脚部を備える、メッシュシート。

24 請求項 ～23のいずれか つに記載のメッシュシートが貼若された樹脂成形品で

構成された、電子機器の笛体部品。
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