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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明で略矩形の基板の裏面の周縁部を載置するための載置部と、前記載置部の前記基板
を載置する載置面から前記基板を載置する第１方向に向かって立ちあがって形成され、前
記載置部に載置される前記基板の側面を囲むように形成された周壁部とを有する基板支持
ケースであって、
　前記周壁部の内周面の少なくとも一部の周に、ゴム状弾性体で構成され、前記基板を支
持する基板支持部が形成され、
　前記基板支持部は、前記基板の表面側の面取り部に接触し、前記基板を前記第１方向と
逆の第２方向に押圧するように形成された第１押圧部を有し、かつ前記基板の角部を支持
する部分における、前記基板の側面と前記基板支持部との間の空間の広さが、前記基板の
直線部を支持する部分における、前記基板の側面と前記基板支持部との間の空間の広さよ
りも狭くなるように形成されている基板支持ケース。
【請求項２】
　前記基板支持部は、前記周壁部の内周面の全周に環状に形成されている請求項１に記載
の基板支持ケース。
【請求項３】
　前記基板支持部は、前記基板の裏面側の面取り部、又は、前記基板の裏面の少なくとも
一方に接触し、前記基板を前記第１方向に押圧する第２押圧部をさらに有する請求項１又
は請求項２に記載の基板支持ケース。
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【請求項４】
　前記基板支持部は、インサート成形法により、前記周壁部に形成されている請求項１か
ら請求項３のいずれか一項に記載の基板支持ケース。
【請求項５】
　前記ゴム状弾性体は、シリコーンゴム製の弾性体である請求項１から請求項４のいずれ
か一項に記載の基板支持ケース。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の基板支持ケースと、
　前記基板支持ケースに支持された基板と、
を有する基板付ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明な基板を支持する基板支持ケース、及び透明な基板を有する基板付ケー
スに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、スマートフォン、タブレット型ＰＣ等に代表される携帯電子機器は、文字や
画像等の情報を表示する表示領域を備え、当該表示領域の外表面には透明なガラスあるい
は樹脂から成る基板を備える。最近では、スマートフォンやタブレット型ＰＣのように、
表示領域が単に情報を表示する部分ではなく、操作部をも兼ねる機器が多くなってきてお
り、これに伴い、表示領域の大型化が進んでいる。基板は、嵌め込みあるいは接着等の手
法により、携帯電子機器のケースに固定される。基板とケースとの間には、幅の大小を問
わず、必ず隙間が存在する。このため、携帯電子機器に対して高い防水性若しくは防塵性
を付与する場合、この隙間を完全に埋めるべく、基板の周囲にゴム製の枠体を取り付ける
方法が知られている。
【０００３】
　基板を特にガラスにて構成した場合には、製造工程中あるいは携帯電子機器の使用中に
基板に加わる振動あるいは衝撃によって、基板が破損する危険性がある。そこで、防水性
および防塵性に加えて耐衝撃性をも高めるべく、ガラス製の基板の外周にゴム製の枠体を
配置する前述の方法に代えて、当該基板を金型内にセットし、基板の全側面に環状のゴム
状弾性体をインサート成形する方法が知られている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２０１２／１１５１４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　たとえば、ガラスで構成された基板の全側面に環状のゴム状弾性体をインサート成形す
る場合には、金型での基板の挟み込みが弱いと、基板表面にバリが発生してしまう。この
ように、基板表面にバリが発生した場合に、バリを除去する処理を行うと、基板表面に損
傷が発生してしまう虞れがある。一方、金型での基板の挟み込みが強いと、挟み込まれた
基板自体が破損してしまう虞がある。
【０００６】
　また、近年では、基板の厚さが、例えば、０．５ｍｍ程度になってきており、基板の全
側面に環状のゴム状弾性体をインサート成形する処理の難易度が増している。さらに、近
年では、曲面ガラスで構成された基板が採用されるようになってきており、金型内の適切
な位置に基板を配置することは、困難となってきている。
【０００７】
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　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、簡便に、高い衝撃耐性を有するように
基板を支持することのできる技術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】
【０００８】
　上記目的達成のため、本発明の一実施の形態に係る基板支持ケースは、透明な基板の裏
面の周縁部を載置するための載置部と、載置部の基板を載置する載置面から基板を載置す
る第１方向に向かって立ちあがって形成され、載置部に載置される基板の側面を囲むよう
に形成された周壁部とを有する基板支持ケースであって、周壁部の内周面の少なくとも一
部の周に、ゴム状弾性体で構成され、基板を支持する基板支持部が形成され、基板支持部
は、基板の表面側の面取り部に接触し、基板を第１方向と逆の第２方向に押圧するように
形成された第１押圧部を有する。
【０００９】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、さらに、基板支持部が、周壁部の内周面の全
周に環状に形成されている。
【００１０】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、また、基板支持部が、基板の裏面側の面取り
部、又は、基板の裏面の少なくとも一方に接触し、基板を前記第１方向に押圧する第２押
圧部をさらに有する。
【００１１】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、また、基板支持部が、インサート成形法によ
り、周壁部に形成されている。
【００１２】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、また、基板は、略矩形の板であり、基板支持
部は、基板の角部を支持する部分における、基板の側面と基板支持部との間の空間の広さ
が、基板の直線部を支持する部分における、基板の側面と基板支持部との間の空間の広さ
よりも狭くなるように形成されている。
【００１３】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、また、基板は、略矩形の板であり、基板支持
部において、基板の直線部の基板の角部近傍を支持する部分における、基板の側面と基板
支持部との間の空間が、基板の直線部の他の部分を支持する部分における、基板の側面と
基板支持部との間の空間よりも狭くなるように形成されている。
【００１４】
　別の実施の形態に係る基板支持ケースは、また、ゴム状弾性体が、シリコーンゴム製の
弾性体である。
【００１５】
　また、別の実施の形態に係る基板付ケースは、上記したいずれかの基板支持ケースと、
基板支持ケースに支持された基板と、を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、簡便に、高い衝撃耐性を有するように基板を支持することのできる基
板支持ケース等を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、第１の実施の形態に係る基板支持ケースを備えた携帯電子機器の部分分
解斜視図及び携帯電子機器の全体斜視図である。
【図２】図２は、図１の携帯電子機器のＡ－Ａ線断面斜視図およびＢ－Ｂ線断面斜視図で
ある。
【図３】図３は、図１の携帯電子機器のＣ－Ｃ線断面図である。
【図４】図４は、第２の実施の形態に係る携帯電子機器の図１のＣ－Ｃ線に対応する位置
での断面図である。
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【図５】図５は、第３の実施の形態に係る携帯電子機器の基板および基板支持部の部分断
面図である。
【図６】図６は、第４の実施の形態に係る携帯電子機器の基板および基板支持部の部分断
面図である。
【図７】図７は、第５の実施の形態に係る基板を含む携帯電子機器用表示板の図１のＡ－
Ａ線に対応する位置での断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する実施の
形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施の形態の中で説明
されている諸要素及びその組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない
。
【００１９】
＜第１の実施の形態＞
　まず、本発明の第１の実施の形態に係る基板支持ケースを備えた携帯電子機器について
説明する。
【００２０】
　図１は、第１の実施の形態に係る基板支持ケースを備えた携帯電子機器の部分分解斜視
図及び携帯電子機器の全体斜視図である。（１Ａ）は、基板の斜視図であり、（１Ｂ）は
、基板を支持する基板支持ケースの斜視図であり、（１Ｃ）は、基板を、基板支持ケース
に装着した携帯電子機器の斜視図である。
【００２１】
　基板付ケースの一例としての携帯電子機器１は、主操作面側に開口１０が形成された基
板支持ケース（筺体）２と、基板支持ケース２に支持される基板３とを備える。
【００２２】
　基板３は、透明な略矩形の平板であり、４つの角部３５と、互いに対向する短辺部３６
と、互いに対向する長辺部３７とを有する。基板３は、例えば、ガラス製であり、短辺が
４０～６０ｍｍ、長辺が９０～１３０ｍｍ、厚さが０．３～０．７ｍｍとなっている。な
お、基板３の材質と、寸法とは、一例にすぎず、これらに限定されない。例えば、基板３
は、ＰＭＭＡやＰＥＴなどの樹脂により形成されても良い。また、基板３は、平板に限ら
ず、曲面板であっても良い。
【００２３】
　基板支持ケース２は、開口１０近傍に、基板３の裏面の周縁部を載置するための環状に
形成された載置部２１と、載置部２１の基板３を載置する載置面から基板３を載置する側
の方向（第１方向：以下、上方向ともいう）に向かって立ちあがって形成され、載置部２
１に載置される基板３の側面の周囲を取り囲むように環状に形成された周壁部２２とを有
する。載置部２１および周壁部２２は、例えば、アルミニウム、マグネシウム合金等の金
属、または、ＣＦ、ＧＦ等による強化樹脂、例えば、ガラス繊維強化ポリカーボネートに
より構成される。周壁部２２の内周の全周には、ゴム状弾性体で構成され、基板３を支持
するための基板支持部２３が形成されている。なお、基板支持部２３は、内周部２２の内
周の全周にわたって形成されていなくても良い。
【００２４】
　基板支持部２３を構成するゴム状弾性体は、ウレタンゴム、イソプレンゴム、エチレン
プロピレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンジエンゴムあるいはスチレンブタジエン
ゴム等の熱硬化性エラストマー；　ウレタン系、エステル系、スチレン系、オレフィン系
、ブタジエン系あるいはフッ素系等の熱可塑性エラストマー；　あるいはそれらの複合物
等などから好適に構成され、特にシリコーンゴムにて特に好適に構成される。
【００２５】
　基板支持ケース２の周壁部２２に、基板支持部２３を形成する製法は、とくに限定され
るものではないが、例えば、基板支持部２３が形成されていない基板支持ケース２（載置
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部２１及び周壁部２２）を金型内にセットし、未硬化状態のゴム材料を金型内に流し込み
、基板支持ケース２の周壁部２２に基板支持部２３を形成するインサート成形法を用いる
ことができる。このように、インサート成形法により、基板支持ケース２に基板支持部２
２を成形することは、基板３に対してゴム状弾性体を形成するよりも容易である。
【００２６】
　図２は、図１の携帯電子機器のＡ－Ａ線断面斜視図およびＢ－Ｂ線断面斜視図である。
（２Ａ）は、図１のＡ－Ａ線断面斜視図であり、（２Ｂ）は、図１のＢ－Ｂ線断面斜視図
である。
【００２７】
　基板３は、側面の表面側及び裏面側に、基板３の側面の角が取り除かれた（すなわち、
面取りされた）面取り部３１および面取り部３２を有する。
【００２８】
　基板支持ケース２においては、載置部２１が開口１０の方向に延びて形成されている。
また、載置部２１の基板３を載置する載置面から基板３を載置する第１方向に向かって立
ちあがって周壁部２２が形成されている。周壁部２２は、載置部２１に載置される基板３
の側面の全周を囲むように形成されている。また、周壁部２２の内周には、基板支持部２
３が形成されている。なお、本実施の形態では、基板支持部２３は、周壁部２２の内周と
載置部２１の上面とに固着されている。
【００２９】
　載置部２１の載置面には、載置部２１の載置面と、載置された基板３の裏面とを接着さ
せる接着部４（例えば、両面テープ）が配置されている。
【００３０】
　図３は、図１の携帯電子機器のＣ－Ｃ線断面図である。
【００３１】
　周壁２２の載置部２１の載置面からの高さは、載置部２１の接着部４上に基板３を載置
した場合に、基板３の表面が周壁２２よりも突出しない高さとなっている。
【００３２】
　基板支持部２３は、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、面取り部３
１を第１方向と逆の方向（第２方向：以下、下方向ともいう）に押圧する第１押圧部２３
ａと、基板３の裏面側の面取り部３２に対応する斜面を有し、面取り部３２を上方向に押
圧する第２押圧部２３ｂとを有する。なお、基板支持部２３の高さは、例えば、周壁２２
の高さより高くても良く、周壁２２の高さよりも低くても良い。
【００３３】
　このような構成により、基板３を基板支持ケース２に装着すると、基板３の裏面は、接
着部４を介して、載置部２１に接着される。また、基板３の面取り部３１は、基板支持部
２３の第１押圧部２３ａにより、下方向に押圧されるとともに、基板３の面取り部３２は
、基板支持部２３の第２押圧部２３ｂにより、上方向に押圧されることとなり、基板３は
、基板支持部２３に挟まれて支持される。これにより、基板支持ケース２に発生した衝撃
は、基板支持部２３によって吸収等されて基板３へと伝えられるので、基板支持ケース２
は、高い衝撃耐性を有するように基板３を支持することができる。
【００３４】
＜第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る携帯電子機器について説明する。本実施の形態
では、第１の実施の形態と共通する構成部分については、同一の符号を付し、適宜、その
説明を省略する。
【００３５】
　図４は、第２の実施の形態に係る携帯電子機器の図１のＣ－Ｃ線に対応する位置での断
面図である。
【００３６】
　第２の実施の形態に係る基板支持ケース２は、基板支持部２３に変えて、基板支持部２
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４を備える。基板支持部２４は、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、
面取り部３１を下方向に押圧する第１押圧部２４ａと、基板３の裏面に接触し、基板３を
上方向に押圧する凸部を備える第２押圧部２４ｂとを有する。
【００３７】
　このような構成により、基板３を基板支持ケース２に装着すると、基板３の裏面は、接
着部４を介して、載置部２１に接着される。また、基板３の面取り部３１は、基板支持部
２４の第１押圧部２４ａにより、下方向に押圧されるとともに、基板３の裏面は、基板支
持部２４の第２押圧部２４ｂにより、上方向に押圧されることとなり、基板３は、基板支
持部２４に挟まれて支持される。これにより、基板支持ケース２に発生した衝撃は、基板
支持部２４によって吸収等されて基板３へと伝えられるので、基板支持ケース２は、高い
衝撃耐性を有するように基板３を支持することができる。
【００３８】
＜第３の実施の形態＞
　次に、本発明の第３の実施の形態に係る携帯電子機器について説明する。本実施の形態
では、第１の実施の形態と共通する構成部分については、同一の符号を付し、適宜、その
説明を省略する。
【００３９】
　第３の実施の形態に係る携帯電子機器は、基板支持部２３の形状を基板３の角部３５を
支持する部分と、短辺部３６及び長辺部３７（以下、直線部ともいう）を支持する部分と
で異ならせることにより、基板支持部２３と、基板支持部２３により支持される基板３と
の間の空間を、基板３の角部３５を支持する部分と、基板３の直線部を支持する部分とで
異ならせるようにしたものである。
【００４０】
　図５は、第３の実施の形態に係る携帯電子機器の基板および基板支持部の部分断面図で
ある。（５Ａ）は、基板支持部２３の基板３の直線部を支持する部分と、支持されている
基板３との断面図であり、（５Ｂ）は、基板支持部２３の基板３の角部３５を支持する部
分と、支持されている基板３との断面図である。
【００４１】
　基板３の直線部を支持する部分においては、（５Ａ）に示すように、基板支持部２３は
、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、面取り部３１を下方向に押圧す
る第１押圧部２３ａと、基板３の裏面側の面取り部３２に対応する斜面を有し、面取り部
３２を上方向に押圧する第２押圧部２３ｂとを有し、第１押圧部２３ａの斜面と、第２押
圧部２３ｂとの斜面とは、接合部２３ｃで接続されている。この構成により、基板３の側
面３３と、第１押圧部２３ａの斜面と、第２押圧部２３ｂの斜面とにより囲まれる空間Ｓ
１が形成される。基板３の側面３３と、接合部２３ｃとの基板３の面方向の距離Ｌは、例
えば、０．２～０．３ｍｍとなっている。
【００４２】
　基板３の角部３５を支持する部分においては、（５Ｂ）に示すように、基板支持部２３
は、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、面取り部３１を下方向に押圧
する第１押圧部２３ｄと、基板３の裏面側の面取り部３２に対応する斜面を有し、面取り
部３２を上方向に押圧する第２押圧部２３ｅとを有する。第１押圧部２３ｄの斜面と、第
２押圧部２３ｅとの斜面とは、基板３の側面３３に対向する面を有する対向部２３ｆを介
して接続されている。
【００４３】
　この構成により、基板３の側面３３と、第１押圧部２３ｄの斜面と、第２押圧部２３ｅ
の斜面と、対向部２３ｆとにより囲まれる空間Ｓ２が形成される。第１押圧部２３ｄの斜
面は、第１押圧部２３ａの斜面の一部分に相当し、第２押圧部２３ｅの斜面は、第２押圧
部２３ｂの斜面の一部分に相当する。基板３の側面３３と、対向部２３ｆとの基板３の面
方向の距離Ｍは、例えば、０～０．１ｍｍとなっている。空間Ｓ２は、空間Ｓ１よりも狭
い。
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【００４４】
　このように、基板３の直線部を支持する部分における空間Ｓ１を広くすることにより、
基板３の直線部を支持する基板支持ケース２の周壁部２２が成形加工の歪みや外力により
開口１０側に変形した場合、すなわち内反りした場合であっても、支持される基板３に余
計なストレスが加えられることを効果的に防止することができる。ここで、例えば、角部
３５を支持する部分における空間Ｓ２の広さが狭くない場合を想定すると、或る角部３５
を支持する基板支持ケース２の角部が外部に衝突すると、基板３全体がその角部３５を挟
む２つの直線部を支持する部分に同時に近寄りすぎてしまい、他の２つの直線部を支持す
る部分における基板支持部２３と基板３との隙間が増大し、結果として、基板３が基板支
持部２３から外れてしまう可能性がある。これに対して、上記したように、基板３の角部
３５を支持する部分における空間Ｓ２の広さを狭くすることにより、基板３全体が或る角
部３５を挟む２つの直線部を支持する部分に同時に近寄りすぎることを防止でき、基板３
が基板支持部２３から外れてしまう事態を防止することができる。
【００４５】
＜第４の実施の形態＞
　次に、本発明の第４の実施の形態に係る携帯電子機器について説明する。本実施の形態
では、第１及び第２の実施の形態と共通する構成部分については、同一の符号を付し、適
宜、その説明を省略する。
【００４６】
　第４の実施の形態に係る携帯電子機器は、基板支持部２４の形状を基板３の角部３５を
支持する部分と、直線部（短辺部３６及び長辺部３７）を支持する部分とで異ならせるこ
とにより、基板支持部２４と、基板支持部２４により支持される基板３との間の空間を、
基板３の角部３５を支持する部分と、基板３の直線部を支持する部分とで異ならせるよう
にしたものである。
【００４７】
　図６は、第４の実施の形態に係る携帯電子機器の基板および基板支持部の部分断面図で
ある。（６Ａ）は、基板支持部２４の基板３の直線部を支持する部分と、支持されている
基板３との断面図であり、（６Ｂ）は、基板支持部２４の基板３の角部３５を支持する部
分と、支持されている基板３との断面図である。
【００４８】
　基板３の直線部を支持する部分においては、（６Ａ）に示すように、基板支持部２４は
、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、面取り部３１を下方向に押圧す
る第１押圧部２４ａと、基板３の裏面に接触し、基板３を上方向に押圧する凸部を備える
第２押圧部２４ｂと、基板３の側面３３に対向する対向部２４ｃとを有する。
【００４９】
　この構成により、基板３の側面３３と、第１押圧部２４ａの斜面と、第２押圧部２４ｂ
と、対向部２４ｃとにより囲まれる空間Ｓ３が形成される。基板３の側面３３と、対向部
２４ｃとの基板３の面方向の距離Ｎは、例えば、０．２～０．３ｍｍとなっている。
【００５０】
　基板３の角部３５を支持する部分においては、（６Ｂ）に示すように、基板支持部２４
は、基板３の表面側の面取り部３１に対応する斜面を有し、面取り部３１を下方向に押圧
する第１押圧部２４ｄと、基板３の裏面に接触し、基板３を上方向に押圧する凸部を備え
る第２押圧部２４ｅと、基板３の側面３３に対向する対向部２４ｆとを有する。
【００５１】
　この構成により、基板３の側面３３と、第１押圧部２４ｄの斜面と、第２押圧部２４ｅ
と、対向部２４ｆとにより囲まれる空間Ｓ４が形成される。基板３の側面３３と、対向部
２４ｆとの基板３の面方向の距離Ｏは、例えば、０～０．１ｍｍとなっている。したがっ
て、空間Ｓ４は、空間Ｓ３よりも狭い。
【００５２】
　このように、基板３の直線部を支持する部分における空間Ｓ３を広くすることにより、
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基板３の直線部を支持する基板支持ケース２の周壁部２２が成形加工の歪みや外力により
開口１０側に変形した場合、すなわち内反りした場合であっても、支持される基板３に余
計なストレスが加えられることを効果的に防止することができる。ここで、例えば、角部
３５を支持する部分における空間Ｓ４の広さが狭くない場合を想定すると、或る角部３５
を支持する基板支持ケース２の角部が外部に衝突すると、基板３全体がその角部３５を挟
む２つの直線部を支持する部分に同時に近寄りすぎてしまい、他の２つの直線部を支持す
る部分における基板支持部２４と基板３との隙間が増大し、結果として、基板３が基板支
持部２４から外れてしまう可能性がある。これに対して、上記したように、基板３の角部
３５を支持する部分における空間Ｓ４の広さを狭くすることにより、基板３全体が或る角
部３５を挟む２つの直線部を支持する部分に同時に近寄りすぎることを防止でき、基板３
が基板支持部２４から外れてしまう事態を防止することができる。
【００５３】
＜第５の実施の形態＞
　次に、本発明の第５の実施の形態に係る携帯電子機器について説明する。本実施の形態
では、第１及び第３の実施の形態と共通する構成部分については、同一の符号を付し、適
宜、その説明を省略する。
【００５４】
　第５の実施の形態に係る携帯電子機器は、基板３を含む携帯電子機器用表示板５（以下
、表示板ともいう。）を基板支持ケース２に装着するようにしたものである。
【００５５】
　図７は、第５の実施の形態に係る基板を含む携帯電子機器用表示板の図１のＡ－Ａ線に
対応する位置での断面図である。
【００５６】
　本実施の形態では、表示板５は、静電容量型のタッチパネルとして構成される。表示板
５は、基板３の表面側に表層５１を、基板３の裏面側に透明電極５２を、それぞれ備える
。表層５１は、基板３側から順に、光学粘着層５３、ＵＶ樹脂層５４と印刷層５７、透明
樹脂フィルム５５、ハードコート層５６を積層して成る。光学粘着層５３は、ＵＶ樹脂層
５４およびそれより上の層を基板３に形成するための接着層である。ＵＶ樹脂層５４は、
印刷層５７を保持し、透明樹脂フィルム５５と光学粘着層５３との隙間を埋める層である
。印刷層５７は、表示板５の外縁部に所定の幅で枠状に形成される層であり、基板３側か
ら順に、黒印刷層５８、ミラーシルバー印刷層５９、黒印刷層６０を積層して成る。印刷
層５７は、額縁の形成を目的として形成される層である。透明樹脂フィルム５５は、例え
ば、ＰＥＴのような透明な樹脂から構成される層であって基板３の飛散防止などを目的と
する被覆層である。透明樹脂フィルム５５は、飛散しやすいガラスにて基板３を構成する
場合には特に有効な層である。ハードコート層５６は、防傷を目的とする層である。
【００５７】
　表層５１は、一例として、上述のような複数の層から構成されるが、各層は必須の層で
はない。これらの層の一部若しくは全部を形成しなくても良い。また、表示板５を、操作
と表示を兼ねたタッチパネルとして用いない場合には、透明電極５２も不要である。
【００５８】
＜他の実施の形態＞
【００５９】
　以上、本発明を実施の形態に基づいて説明したが、本発明は上述した実施の形態に限ら
れず、他の様々な態様に適用可能である。
【００６０】
　例えば、上記第１～第５の実施の形態では、基板３の直線部（短辺部３６及び長辺部３
７）を支持する基板支持部（２３、２４）の形状を略同一とし、基板支持部と、支持され
ている基板３との間の空間を略同一としていたが、本発明はこれに限られず、例えば、直
線部の一部に対応する基板支持部の形状を変更して、基板支持部と、支持されている基板
３との間の空間が直線部を支持する範囲において部分的に異なるようにしても良い。例え



(9) JP 6163405 B2 2017.7.12

10

20

ば、直線部の角部３５近傍を支持する部分、すなわち直線部の両端近傍を支持する部分に
おける、基板支持部と、支持されている基板３との間の空間を、直線部の両端近傍以外の
部分を支持する部分における、基板支持部と、支持されている基板３との間の空間よりも
狭くしてもよい。このようにすると、基板３の直線部を支持する基板支持ケース２の周壁
部２２が成形加工の歪みや外力により開口１０側に変形した場合、すなわち内反りした場
合であっても、支持される基板３に余計なストレスが加えられることを効果的に防止する
ことができるとともに、基板３全体が或る角部３５を挟む２つの直線部を支持する部分に
同時に近寄りすぎることを防止でき、基板３が基板支持部から外れてしまう事態を防止す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、例えば、携帯電子機器に利用できる。
【符号の説明】
【００６２】
１　携帯電子機器
２　基板支持ケース
３　基板
２１　載置部
２２　周壁部
２３，２４　基板支持部
２３ａ，２３ｄ，２４ａ，２４ｄ　第１押圧部
２３ｂ，２３ｅ，２４ｂ，２４ｅ　第２押圧部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】
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