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(57)【要約】
【課題】基材に対する枠体の取付強度を向上できる携帯
電子機器を提供する。
【解決手段】携帯電子機器としての携帯端末１０は、筐
体と、筐体内に配置された基材２８と、基材２８に実装
された複数の電子部品と、電子部品を囲むように基材２
８に取り付けられた枠体３０と、枠体３０の外部に設け
られ、基材２８と接触する接触部である下折曲部４１と
、下折曲部４１の外端において基材２８に対して立ち上
がる立上部４２と、枠体３０と下折曲部４１と立上部４
２とにより形成された凹部と、を備え、折曲部４１およ
び立上部４２は、枠体３０の全域ではなく一部に設けら
れる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体内に配置された基材と、
　前記基材に実装された複数の電子部品と、
　前記電子部品を囲むように前記基材に取り付けられた枠体と、
　前記枠体の外部に設けられ、前記基材と接触する接触部と、
　前記接触部の外端において基材に対して立ち上がる立上部と、
　前記枠体と前記接触部と前記立上部とにより形成された凹部と、を備え、
　前記接触部及び前記立上部は、前記枠体の全域ではなく一部に設けられた携帯電子機器
。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯電子機器であって、
　前記基材と対向して配置され、凸部を有するカバー部をさらに有し、
　前記凸部は、前記凹部と係合する携帯電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の携帯電子機器であって、
　前記カバー部は前記筐体の一部である携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材に複数の電子部品が実装され、各電子部品を囲むように枠体が基材に取
り付けられた回路基板を備えた携帯電話などの携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば携帯電話等の携帯端末に収容される回路基板は、回路パターンが形成された基材
と、回路パターンにハンダを介して端子部を固定することにより実装された複数の電子部
品とを備えている。
【０００３】
　また、近年では、電子部品における本体の一部を覆うとともに基材に密着する樹脂部（
アンダーフィル）により電子部品の実装強度を向上させた回路基板が提案されている（特
許文献１参照）。
　この特許文献１は、基材に実装された複数の電子部品を一括して樹脂部により実装強度
を向上させる場合にも適用可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３２４１６６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、携帯端末が落下した場合や、あるいは筐体に捻り・曲げ等の外力が加わ
った場合、枠体が基材から剥離したり、あるいは枠体から蓋部材が脱落する可能性があっ
た。
【０００６】
　本発明は、前述した課題を解決するためになされたもので、その目的は、基材に対する
枠体の取付強度を向上できる携帯電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の携帯電子機器は、筐体と、前記筐体内に配置された基材と、前記基材に実装さ
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れた複数の電子部品と、前記電子部品を囲むように前記基材に取り付けられた枠体と、前
記枠体の外部に設けられ、前記基材と接触する接触部と、前記接触部の外端において基材
に対して立ち上がる立上部と、前記枠体と前記接触部と前記立上部とにより形成された凹
部と、を備え、前記接触部及び前記立上部は、前記枠体の全域ではなく一部に設けられる
。
【０００８】
　上記の構成によれば、接触部により基材に対する枠体の接触面積を拡大させて基材に対
する枠体の取り付け強度を向上させるとともに、基材に対する枠体の接触面積を拡大させ
ることで、曲げ強度や捻れ強度を向上でき、さらに、前記枠体の全域ではなく一部に設け
られた接触部の外端において、基材に対して立ち上がり、枠体と接触部とともに凹部を形
成する立上部が、リブとしての役割も果たすことで、強度を一層向上できる。
【０００９】
　また、本発明の携帯電子機器は、前記基材と対向して配置され、凸部を有するカバー部
をさらに有し、前記凸部は、前記凹部と係合する。
【００１０】
　また、本発明の携帯電子機器は、前記カバー部は前記筐体の一部である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の携帯電子機器によれば、基材の実装面に面接触する接触部が枠体に設けられて
いるため、基材に対する枠体の取り付け強度を向上できるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る回路基板（第１実施形態）を備えた携帯電子機器を示す斜視図であ
る。
【図２】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線に沿った分解断面図である。
【図４】図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】第１実施形態に係る回路基板の枠体および蓋部材を示す分解斜視図である。
【図６】図５のＣ部拡大図である。
【図７】第１実施形態に係る回路基板を示す断面図である。
【図８】本発明に係る回路基板（第２実施形態）を示す断面図である。
【図９】本発明に係る回路基板の変形例１を示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る回路基板の変形例２を示す斜視図である。
【図１１】本発明に係る回路基板の変形例３を示す斜視図である。
【図１２】本発明に係る回路基板の変形例４を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係る回路基板の変形例５を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係る回路基板の変形例６を示す斜視図である。
【図１５】本発明に係る回路基板の変形例７を示す斜視図である。
【図１６】本発明に係る回路基板の変形例８を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（第１実施形態）
　以下、本発明の実施形態に係る回路基板について、図面を参照して説明する。
　図１に示すように、第１実施形態に係る携帯電子機器としての携帯端末１０は、上部筐
体（筐体）１１と、上部筐体１１に連結部１３を介して回動自在に連結された下部筐体１
２とを備え、連結部１３を介して上部筐体１１および下部筐体１２を相対的に移動させる
ことにより、上部筐体１１および下部筐体１２が互いに積層した携帯状態と、上部筐体１
１および下部筐体１２が離間配置される伸長状態（図示の状態）とを選択可能に構成され
ている。
【００１４】
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　図２～図４に示すように、上部筐体１１は、表カバー１４と裏カバー１５とからなり、
表カバー１４および裏カバー１５間に回路基板１６が収容されている。
　表カバー１４の表面１４Ａに開口部１７が形成され、開口部１７に臨むように表示部１
９が配置され、表カバー１４の表面１４Ａおよび表示部１９がパネル２０（図３、４参照
）で覆われている。
　裏カバー１５は、樹脂製のカバー２２および金属製のカバー２３で二層に形成されてい
る。
【００１５】
　図１に示すように、上部筐体１１は、表示部１９の上方に受話部２１が設けられている
。下部筐体１２は、表面に操作部２４および送話部２５が備えられている。
　以下、本発明に係る回路基板１６を図２～図７に基づいて説明する。
【００１６】
　回路基板１６は、図２～図４に示すように、基材２８と、基材２８の実装面に実装され
た複数の電子部品２９と、各電子部品２９を囲むように基材２８に取り付けられた枠体３
０と、枠体３０の開口３１を閉鎖する蓋部材３４と、枠体３０および蓋部材３４間に介装
された導電性接着剤３５（図７参照）とを備え、枠体３０の内部に充填された樹脂により
樹脂部３６が形成されている。
【００１７】
　枠体３０は、図５に示すように、一例として、略矩形状に形成された壁部３８と、壁部
３８の上端部３８Ａ（図６、図７も参照）に設けられた上折曲部３９と、壁部３８の基端
部３８Ｂ（図６、図７も参照）に設けられた下折曲部（接触部）４１と、下折曲部４１の
外端部４１Ａに設けられた立上部４２とを有している。
【００１８】
　壁部３８は、互いに対向する一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄと、一対の縦側壁３８Ｃ，３
８Ｄの一端側に設けられた一方の横側壁３８Ｅと、一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄの他端側
に設けられた他方の横側壁３８Ｆとで略矩形状に形成されている。
【００１９】
　一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄの基端部３８Ｂおよび一対の横側壁３８Ｅ，３８Ｆの基端
部３８Ｂは、それぞれ基材２８に当接されている。
　一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄの基端部３８Ｂおよび一対の横側壁３８Ｅ，３８Ｆの基端
部３８Ｂは、すなわち壁部３８の基端部３８Ｂである。
【００２０】
　一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄおよび一対の横側壁３８Ｅ，３８Ｆには、それぞれ一定間
隔をおいて突部４４が設けられている。
　突部４４は、図７に示すように、枠体３０の外部に向けて突出された部位である。
　縦側壁３８Ｃ，３８Ｄおよび横側壁３８Ｅ，３８Ｆに突部４４を設けた理由については
後述する。
【００２１】
　上折曲部３９は、壁部３８の上端部３８Ａ全周に設けられている。この上折曲部３９は
、図７に示すように、上端部３８Ａから枠体３０の内部に向けて基材２８と平行に張り出
されている。
【００２２】
　下折曲部４１は、壁部３８のうち、一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄの基端部３８Ｂに設け
られている。この下折曲部４１は、図７に示すように、基端部３８Ｂから枠体３０の外部
に向けて基材２８の実装面に沿うように張り出されている。
【００２３】
　下折曲部４１を基材２８の実装面に沿うように設けることで、下折曲部４１が基材２８
の実装面に対して面接触する接触部となっている。
　これにより、基材２８に対する枠体３０の接触面積を拡大させて、基材２８に対する枠
体３０の取付強度を向上できる。
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　さらに、基材２８に対する枠体３０の接触面積を拡大させることで、曲げ強度やねじれ
強度を向上できる。
【００２４】
　立上部４２は、下折曲部４１の外端部４１Ａの全域に設けられている。
　この立上部４２は、下折曲部４１の外端部４１Ａから、基材２８の厚み方向に沿って離
れる方向に立ち上がるように設けられている。
　これにより、図３、図４に示すように、立上部４２に、上部筐体１１を構成する表カバ
ー１４の溝部１４Ｂを係合することで、立上部４２、すなわち枠体３０に表カバー１４を
一体化することが可能になり、強度の向上が図れる。
　なお、立上部４２と溝部１４Ｂとを係合させるにあたっては、溝部１４Ｂ内に立上部４
２が圧入されるように係合してもよく、あるいは溝部１４Ｂ内に立上部４２が空隙を介し
て緩目に挿入されるように係合してもよい。
【００２５】
　また、立上部４２に、枠体３０に積層される表示部１９（図１参照）を係合することで
、強度の向上が図れる。
　さらに、立上部４２は、リブとしての役割も果たすことで、強度を一層向上させること
ができる。
　加えて、立上部４２に、表カバー１４を係合することで、枠体３０に対する表カバー１
４の位置合わせが容易におこなえる。
　また、本明細書中において、壁部３８と下折曲部４１と立上部４２とにより形成される
領域を凹部とする。
【００２６】
　図５に示すように、枠体３０には蓋部材３４が被さられている。蓋部材３４は、枠体３
０より一回り大きな矩形状に形成された側壁４６と、側壁４６の上端部４６Ａに設けられ
た蓋本体４７とを有している。
　側壁４６には、一定間隔をおいて開口部４８が形成されている。開口部４８は、蓋部材
３４が枠体３０に被せられたとき、前述した突部４４に係止する（図７参照）。
　具体的には、蓋部材３４を枠体３０に被せた際に、開口部４８が突部４４に嵌合され、
開口部４８が突部４４に係止する。
【００２７】
　蓋本体４７は、蓋本体４７の任意の個所に、蓋部材３４の内部に向けて（すなわち、枠
体の内部に受けて）突出された円筒状の突起部５０を複数有している。
　図７に示すように、突起部５０は、円筒状に形成された垂下部５１と、垂下部５１の下
端部５１Ａに外部に向けて張り出された張出部５２とを有している。
【００２８】
　垂下部５１は、蓋本体４７から基材２８の厚み方向に沿って基材２８に向かうように突
出されている。
　張出部５２は、基材２８の面方向に沿うように張り出されている。
　すなわち、垂下部５１および張出部５２は、断面が略Ｌ字状に連結され、樹脂部３６に
埋設されている。垂下部５１および張出部５２を断面が略Ｌ字状に形成することで、突起
部５０を樹脂部３６から抜けにくい形状にできる。
　このような突起部５０は、例えば蓋部材３４にバーリング加工を施した後、バーリング
の先端部にカーリング加工を施すことによりカールフランジを形成する製造方法を例示で
きる。
【００２９】
　蓋部材３４に略Ｌ字状の突起部５０を設け、突起部５０を樹脂部３６に埋設させること
で、枠体３０内に充填された樹脂が硬化する際に、樹脂が収縮して突起部５０が樹脂部３
６により枠体３０側に引っ張られる。
【００３０】
　これにより、蓋部材３４が枠体３０側に引っ張られるので、蓋部材３４を樹脂部３６の
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収縮に追従させて枠体３０に密着させることが可能になる。
　このように、蓋部材３４を枠体３０に密着させることで、枠体３０に対する蓋部材３４
の取付強度を向上させ、さらにシールド性を向上できる。
　さらに、枠体３０および蓋部材３４が導電性接着剤３５を介して接続されることで、シ
ールド性の一層の向上が図れる。
　また、他の効果として、突起部を樹脂部に埋没させることにより、基材，枠体，蓋部材
，樹脂部を一体化でき、これにより回路基板の剛体化に向けた相乗効果が得られる。
【００３１】
（第２実施形態）
　つぎに、第２実施形態の回路基板６０を図８に基づいて説明する。
　図８に示す第２実施形態の回路基板６０は、樹脂部３６の上面３６Ａに導電性接着剤６
１が塗布されたもので、その他の構成は第１実施形態の回路基板１６と同じである。
　導電性接着剤６１は、第１実施形態の導電性接着剤３５と同じ接着剤である。
　回路基板６０は、樹脂部３６の上面３６Ａに導電性接着剤６１を塗布することで、シー
ルド性の一層の向上が図れる。
【００３２】
　つぎに、第１実施形態、第２実施形態の立上部４２および下折曲部４１の変形例１～４
を図９～図１２に基づいて説明する。
　図９に示す変形例１は、立上部４２を下折曲部４１の全域に設けないで、下折曲部４１
の一部に設けたものである。
　図１０に示す変形例２は、立上部４２および下折曲部４１を縦側壁３８Ｃ全域に設けな
いで、縦側壁３８Ｃの一部に設けたものである。
【００３３】
　図１１に示す変形例３は、立上部４２を設けないで、下折曲部４１のみを設けたもので
ある。
　図１２に示す変形例４は、立上部４２を設けないで、下折曲部４１のみを設けたもので
、下折曲部４１を縦側壁３８Ｃ全域に設けないで、縦側壁３８Ｃの一部に設けたものであ
る。
【００３４】
　変形例１～４によれば、第１、第２の実施形態の回路基板１６，６０と同様の効果が得
られる。
【００３５】
　つぎに、第１実施形態、第２実施形態の突起部５０の変形例５～８を図１３～図１６に
基づいて説明する。
　図１３に示す変形例５は、第１実施形態、第２実施形態の突起部５０に代えて突起部６
５を設けたものである。
　突起部６５は、蓋本体４７から基材２８の厚み方向に沿って基材２８に向かうように突
出された板状の垂下部６５Ａと、垂下部６５Ａの下端部から基材２８の面方向に沿うよう
に張り出された張出部６５Ｂとを有している。
　垂下部６５Ａおよび張出部６５Ｂは、樹脂部３６から抜けにくい略Ｌ字状に形成されて
いる。
【００３６】
　図１４に示す変形例６は、第１実施形態、第２実施形態の突起部５０に代えて突起部６
６を設けたものである。
　突起部６６は、蓋本体４７から基材２８の厚み方向に沿って基材２８に斜めに向かうよ
うに突出された板状の垂下部６５Ａと、垂下部６５Ａの下端部から垂下部６５Ａに対して
反対方向に向けて斜めに突出された板状の張出部６５Ｂとを有している。
　垂下部６５Ａおよび張出部６５Ｂは、樹脂部３６から抜けにくい略ヘ字状に形成されて
いる。
【００３７】
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　図１５に示す変形例７は、第１実施形態、第２実施形態の突起部５０に代えて突起部６
７を設けたものである。
　突起部６７は、蓋本体４７から基材２８の厚み方向に沿って基材２８に向かうように突
出された板状の垂下部６７Ａと、垂下部６７Ａの下端部から基材２８に対して斜め上方に
張り出された張出部６７Ｂとを有している。
　垂下部６７Ａおよび張出部６７Ｂは、樹脂部３６から抜けにくい略Ｖ字状に形成されて
いる。
【００３８】
　図１６に示す変形例８は、第１実施形態、第２実施形態の突起部５０に代えて突起部６
８を設けたものである。
　突起部６８は、蓋本体４７から基材２８の厚み方向に沿って基材２８に向かうように突
出された板状の垂下部６８Ａと、垂下部６８Ａの下端部から基材２８の面方向に沿うよう
に両方に張り出された張出部６８Ｂとを有している。
　垂下部６８Ａおよび張出部６８Ｂは、樹脂部３６から抜けにくい略Ｔ字状に形成されて
いる。
【００３９】
　変形例５～８によれば、第１実施形態、第２実施形態の回路基板１６，６０と同様の効
果が得られる。
【００４０】
　なお、前述した第１実施形態～第２実施形態では、下折曲部４１を枠体３０の外部に向
けて張り出した例について説明したが、これに限らないで、下折曲部４１を枠体３０の内
部に向けて張り出すことも可能である。
　また、下折曲部４１を、壁部３８のうち、一対の縦側壁３８Ｃ，３８Ｄに設けた例につ
いて説明したが、これに限らないで、壁部３８の全周に設けることも可能である。
【００４１】
　また、前述した第１実施形態～第２実施形態において例示した枠体３０、蓋部材３４、
樹脂部３６、突起部５０などの形状や構成は、これに限定するものではなく、適宜変更が
可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、基材に複数の電子部品が実装され、各電子部品を囲むように枠体が基材に取
り付けられた回路基板を備える携帯電子機器への適用に好適である。
【符号の説明】
【００４３】
　１０　携帯端末（携帯電子機器）
　１６，６０　回路基板
　２８　基材
　２９　電子部品
　３０　枠体
　３１　枠体の開口
　３４　蓋部材
　３６　樹脂部
　３６Ａ　樹脂部の上面
　３８　枠体の壁部
　３８Ｂ　基端部
　４１　下折曲部（接触部）
　４２　立上部
　６１　導電性接着剤
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