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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有する筐体と、
　前記開口部の内周に配置され、前記筐体に取り付けられる内周部材と、
　前記開口部を閉塞するカバー部材と、
　少なくとも一部が前記開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内
に配置される表示器と、
　前記開口部の周縁部の筐体外面側と前記内周部材の筐体外面側とに亘って配設される接
着部材と、
　前記内周部材の前記筐体の外部方向への移動を規制する規制部材と、を有し、
　前記カバー部材は、前記接着部材により前記開口部の周縁部と前記内周部材とに接着固
定される
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記内周部材の厚さが、前記開口部の周縁部の厚さよりも薄い
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記表示器は、外周部が前記開口部の開口方向において前記内周部材と重畳して配置さ
れる
　ことを特徴とする請求項２に記載の電子機器。
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【請求項４】
　前記筐体は、前記開口部が形成されて、内部側に窪む凹部を有し、
　前記カバー部材が前記凹部に嵌合される
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記内周部材における前記カバー部材との接合面と前記開口部の周縁部における前記カ
バー部材との接合面とが同一平面となるように、前記内周部材が配置される
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の電子機器。
【請求項６】
　開口部を有する筐体と、
　前記開口部の内周に配置され、前記筐体に取り付けられる内周部材と、
　前記筐体における前記開口部の周縁部と前記内周部材とに接着固定されて、前記開口部
を閉塞するカバー部材と、
　少なくとも一部が前記開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内
に配置される表示器と、
　前記内周部材の前記筐体の外部方向への移動を規制する規制部材と、を有する
　ことを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　開口部を有する筐体と、
　前記開口部の内周に配置され、前記筐体に取り付けられる内周部材と、
　前記筐体における前記開口部の周縁部と前記内周部材とに接着固定されて、前記開口部
を閉塞するカバー部材と、
　少なくとも一部が前記開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内
に配置される表示器と、を有し、
　前記内周部材は、導電性を有して、前記筐体の内部のグランド部に接続されている
　ことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の表示器を有する電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機の表示器を被覆して保護するアクリルなどからなるカバー部材として
の保護板２は、図６に示すように両面テープ８等でフロントケース４ａの底面部６に貼り
付けて固定するのが一般的であった（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし近年、携帯電話機は薄型化と画面の大型化が進み、図６に示すように、保護板２
を接合するフロントケース４ａの底面部６の面積確保が難しくなり保護板２を貼り付ける
ための両面テープ８の配置面積が減少し、貼り付け強度が低下する傾向にある。この様な
場合、携帯電話機の落下などによる衝撃により、保護板２が剥がれるおそれがある。
【０００４】
　そのため、図７に示すように、一般的な薄型の携帯電話機の表示器１０の構造では、保
護板２を固定する両面テープ８の配置面積を拡大するために、両面テープ８をフロントケ
ース４ａの底面部６から表示器１０の表面までオーバーラップする方法を採用することが
考えられる。
【特許文献１】特開平０９－２８３９５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしこの場合、両面テープ８を使用し保護板２を表示器１０に貼り付けることになる



(3) JP 5000243 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

ため、修理等で携帯電話機を分解する際に表示器１０を破損させるおそれがあった。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、カバー部材の貼り付け強度及び解体性が向上する電子機
器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明における電子機器は、開口部を有する筐体と、前記開口部の内周に配置され、前
記筐体に取り付けられる内周部材と、前記開口部を閉塞するカバー部材と、少なくとも一
部が前記開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内に配置される表
示器と、前記開口部の周縁部の筐体外面側と前記内周部材の筐体外面側とに亘って配設さ
れる接着部材と、前記内周部材の前記筐体の外部方向への移動を規制する規制部材と、を
有し、前記カバー部材は、前記接着部材により前記開口部の周縁部と前記内周部材とに接
着固定されることを特徴とする。
　また本発明における電子機器は、開口部を有する筐体と、前記開口部の内周に配置され
、前記筐体に取り付けられる内周部材と、前記筐体における前記開口部の周縁部と前記内
周部材とに接着固定されて、前記開口部を閉塞するカバー部材と、少なくとも一部が前記
開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内に配置される表示器と、
前記内周部材の前記筐体の外部方向への移動を規制する規制部材と、を有することを特徴
とする。
　また本発明における電子機器は、開口部を有する筐体と、前記開口部の内周に配置され
、前記筐体に取り付けられる内周部材と、前記筐体における前記開口部の周縁部と前記内
周部材とに接着固定されて、前記開口部を閉塞するカバー部材と、少なくとも一部が前記
開口部に挿通された状態で前記カバー部材に対向して前記筐体内に配置される表示器と、
を有し、前記内周部材は、導電性を有して、前記筐体の内部のグランド部に接続されてい
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、カバー部材の貼り付け強度及び解体性が向上する電子機器を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は種々の電子機器に適用可能であり、とくに、小型化、薄型化が必要な携帯型の
電子機器、例えば携帯電話機、小型のオーディオプレイヤーまたはビデオの再生・記録機
器、携帯テレビジョン再生機など、小型化や薄型化が要求される携帯機器に好適に実施で
きる。
【００１０】
　以下より、本発明にかかる実施形態を、携帯電話機を例として図面を参照して説明する
。
【００１１】
　図１は、本発明にかかる本実施形態における携帯電話機１００の外観を示す斜視図であ
る。
　携帯電話機１００は、キー側筐体（以下、送話筐体とも称する）１０１、表示側筐体（
以下、受話筐体とも称する）１０２及び送話筐体１０１と受話筐体１０２とを連結させる
ヒンジ部１０３とを有する。
【００１２】
　送話筐体１０１は、フロント面１０４にマイクロフォン１１０と操作キー１１１とを有
する。操作キー１１１は各種キーから構成されており、例えば、テンキー、カーソルキー
、ファンクションキー、決定キーなどである。
　マイクロフォン１１０は、操作キー１１１の下方で送話筐体１０１の先端付近（図の下
方）に設けられており、入力される音声を信号に変換して、当該音声信号を送話筐体１０
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１内に配設されている図示しない回路基板上の電子制御部品に出力する。
【００１３】
　受話筐体１０２は、フロント面１０４にスピーカー１１２、画像や文字などを表示する
表示器１２０及び表示器１２０を保護するために表示器１２０を被覆するカバー部材とし
ての保護板１１３とを有する。
　スピーカー１１２は、表示器１２０の上方で受話筐体１０２の先端付近（図の上方）に
設けられており、送話筐体１０１内の回路基板上に配設された通信部から出力された音声
通話に係る音声信号が入力されると、音声に変換して、筐体外部に出力する。
　表示器１２０は、受話筐体１０２のフロント面１０４の略中央に表示部１２１が位置す
るように受話筐体１０２の内部に配置されている。
　保護板１１３は、表示器１２０を覆うように受話筐体１０２のフロント面１０４に接着
固定されている。
　この表示器１２０は、例えば、液晶表示装置ＬＣＤや有機ＥＬ表示装置などの表示装置
により構成され、表示部１２１に画像や文字などを表示する。
【００１４】
　ヒンジ部１０３は、送話筐体１０１と受話筐体１０２を接続し、ヒンジ部１０３を中心
として携帯電話機１００を開閉させることができる。
【００１５】
　図２は、受話筐体１０２の構成を示す分解図である。
　図３は、受話筐体１０２における内周部材としての補強板１１７と受話筐体１０２を構
成するフロントケース１０２ａとの分解斜視図である。
　図４は、図１におけるＡ－Ａ断面を示す断面図であり、図５は、図１における補強板１
１７がフロントケース１０２ａに取り付けられている部分の部分拡大断面図である。
【００１６】
　図２に示すように、受話筐体１０２は、保護板１１３、両面テープ１１４、受話筐体１
０２を構成するフロントケース１０２ａ、補強板１１７、表示器１２０及び受話筐体１０
２を構成するリヤケース１０２ｂを有して構成される。
　フロントケース１０２ａは、フロント面１０４に筐体内部側に窪んだ凹部１３０が形成
されて、該凹部１３０の底面部１１５に開口部１１６が形成されている。即ち、開口部１
１６の周縁が底面部（周縁部）１１５によって形成されている。
【００１７】
　保護板１１３は、方形状で、例えば、アクリル樹脂、強化ガラスなどから形成され、フ
ロントケース１０２ａの開口部１１６を閉塞するように凹部１３０に挿嵌され、外周部１
１３ａの筐体側内面と凹部１３０の底面部１１５の上面（図５における下面）１２５との
間に配置される両面テープ１１４によってフロントケース１０２ａに接着固定されている
。
【００１８】
　また、図４、図５に示すように受話筐体１０２内には、回路基板１３１が配設されてお
り、当該回路基板１３１はフロントケース１０２ａとリヤケース１０２ｂとの結合によっ
て両ケース１０２ａ，１０２ｂで挟持されて位置決め固定されるように構成されている。
この回路基板１３１とフロントケース１０２ａとの間の筐体内部には表示器１２０が収納
され、表示器１２０は、フロントケース１０２ａ側の一部がフロントケース１０２ａの凹
部１３０の底面部１１５に形成されている開口部１１６に挿通されて、表示部１２１が開
口部１１６を介してフロントケース１０２ａの外部側に表出されるよう配設されている。
そして、フロントケース１０２ａの凹部１３０には、保護板１１３が取り付けられている
ため、表示器１２０の表示部１２１と保護板１１３とが対向して配置されることとなる。
よって、保護板１１３は、フロントケース１０２ａの開口部１１６を閉塞するとともに、
表示器１２０の表示部１２１を被覆することとなり、表示部１２１が筐体外部に露出され
ることはない。よって、表示器１２０の表示部１２１は、フロントケース１０２ａの凹部
１３０の底面部１１５に両面テープ１１４によって接着固定される保護板１１３によって
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被覆されて保護される。
【００１９】
　フロントケース１０２ａに形成された開口部１１６には、図２から図５に示すように、
表示器１２０の一部が挿通されるととともに、その内周にフロントケース１０２ａに取り
付けられた内周部材としての補強板１１７が配置されている。補強板１１７は、表示器１
２０の表示部１２１の表示面（図５における下面）と平行に形成される平面部１１７ａと
当該平面部の外周端部より垂直に屈曲して筐体内部側に延設される取付部１１７ｂとを有
して構成されている。平面部１１７ａは、内部に開口部１１９を有する枠状の方形状に形
成されるとともに、その外周（枠の大きさ）は、表示器１２０の外周よりも大きく、且つ
フロントケースの１０２ａの開口部１１６よりも若干小さくなるように形成されている。
そして、補強板１１７は、平面部１１７ａが表示器１２０の表示部１２１よりもフロント
ケース１０２ａの外部側（図５示す下側）でフロントケース１０２ａの開口部１１６の内
周に全周に亘って位置するように構成されている。
　なお、補強板１１７は、金属などの導電性を有する材料で構成されており、本実施形態
では、板金によって形成されている。その他、ポリカーボネートやポリエチレンなどの絶
縁性樹脂などから構成しても良いが、この場合には、外面に導電性塗装や金属蒸着を施し
て導電性を備えるように構成するのが好ましい。
【００２０】
　次に、補強板１１７のフロントケース１０２ａへの取り付け構造について詳述する。
　フロントケース１０２ａは、図５に示されるように、凹部１３０の底面部１１５に筐体
内部側へ突出する突起部１２３が形成されている。補強板１１７の平面部１１７ａの外周
端部から筐体内部側に延設される取付部１１７ｂは、その先端部１２２が突起部１２３に
沿って断面略コ字状に形成されている。そして、断面略コ字状に形成された取付部１１７
ｂの先端部１２２が、フロントケース１０２ａの突起部１２３に嵌合されることにより、
補強板１１７がフロントケース１０２ａに取り付け固定されることとなる。
　なお、断面略コ字状に形成される取付部１１７ｂの先端部１２２の先端は、図５に示す
ように、筐体幅方向（図５の右方向）に屈曲する屈曲部１２４を有して構成され、取付部
１１７ｂの先端部１２２の突起部１２３への嵌合を容易に行うことができる形状とされて
いる。
【００２１】
　そして、取付部１１７ｂ及び突起部１２３は、筐体幅方向の両側にそれぞれ設けられて
いるため、取付部１１７ｂが突起部１２３に幅方向両側で嵌合されると、それぞれの屈曲
部１２４が突起部１２３を筐体幅方向の内部側にそれぞれ押圧することとなり、補強板１
１７は、筐体幅方向で両端の取付部１１７ｂによってフロントケース１０２ａを挟持する
ことなり、筐体幅方向に対する位置決めがなされた状態でフロントケース１０２ａに取り
付けられる。
【００２２】
　なお、断面略コ字状に形成される取付部１１７ｂの先端部１２２は、筐体幅方向（図５
における左右方向）において、その空間が突起部１２３の幅方向の長さよりも短くなるよ
うな形状とされて、突起部１２３に嵌合された際に突起部１２３を挟持するように構成さ
れてもよい。この場合には、補強板１１７のフロントケース１０２ａへの取り付けをより
強固なものとすることができる。
　そして、取付部１１７ｂが突起部１２３に嵌合されると、取付部１１７ｂの先端部１２
２の底面部１２２ａ（図５に示す上面部）が突起部１２３の先端面（図５に示す上端面）
に係止されることとなり、補強板１１７は、フロントケース１０２ａに対して筐体外部方
向（図５に示す下方向）への移動が規制された状態でフロントケース１０２ａに取り付け
固定されることとなる（取付部１１７ｂと突起部１２３との少なくとも一方が、本発明に
おける規制部材を構成する。）。
【００２３】
　取付部１１７ｂの先端部１２２の底面部１２２ａが突起部１２３の先端面に係止されて
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取付部１１７ｂが突起部１２３に嵌合されることにより補強板１１７がフロントケース１
０２ａに取り付けられた状態において、補強板１１７の平面部１１７ａは、その筐体外部
側の上面（図５に示される下面）１１８がフロントケース１０２ａの底面部１１５の筐体
外部側の上面（接合面）１２５と略同一平面となるように配置される。また、補強板１１
７の平面部１１７ａは、その厚さがフロントケース１０２ａの底面部１１５の厚さ（図５
に示す上下方向の高さ）よりも十分に薄くなるように形成されている。更に、平面部１１
７ａに形成される開口部１１９は、表示器１２０の表示部１２１の外周よりも僅かに小さ
くなるように形成されている。
【００２４】
　このように、補強板１１７が取り付けられたフロントケース１０２ａは、凹部１３０に
挿嵌される保護板１１３を備えて構成され、この保護板１１３の外周部１１３ａの筐体内
部側裏面（図５における上面）とフロントケース１０２ａの凹部１３０の底面部１１５と
の間には、両面テープ１１４が配設されている。この両面テープ１１４は、例えば、合成
ゴム系又はアクリル系の粘着剤から構成されており、従来の同等の材質によって構成され
るものであり詳細な説明は省略する。
　この両面テープ１１４は、内部に開口部１１４ａが形成された方形状に形成されており
、その開口部１１４ａが補強板１１７に形成された開口部１１９と略同一の大きさとなり
、その外周部が保護板１１３又は底面部１１５の外周と略同一となるような形状に形成さ
れている。
【００２５】
　そして、補強板１１７の平面部１１７ａの上面（接合面）１１８がフロントケース１０
２ａの底面部１１５の上面１２５と略同一平面となるように配置される補強板１１７が取
り付けられたフロントケース１０２ａに対して、両面テープ１１４は、開口部１１４ａが
補強板１１７の開口部１１９と一致するように平面部１１７ａの上面１１８と底面部１１
５の上面１２５に亘って貼り付けられる。そして、保護板１１３がフロントケース１０２
ａの凹部１３０に挿嵌されて、保護板１１３の外周部１１３ａの裏面（図５に示す上面）
が両面テープ１１４に接着することにより、保護板１１３がフロントケース１０２ａに取
り付けられることとなる。なお、両面テープ１１４は、保護板１１３がフロントケース１
０２ａに取り付けられた状態で、保護板１１３の表面（図５に示す下面）がフロントケー
ス１０２ａのフロント面１０４と同一平面となるような厚さに構成されている。
【００２６】
　保護板１１３は、アクリル板や強化ガラスなどの透過性を有する部材にて構成されてい
るが、両面テープ１１４と接着される外周部１１３ａにはプリント加工が施されており、
両面テープ１１４との接合されている状態が筐体外部から見えないように構成されている
。
【００２７】
　次に、以上の構成要素からなる携帯電話機１００の受話筐体１０２の組み付け構成につ
いて説明する。
【００２８】
　まず、図３に示されるように、フロントケース１０２ａの筐体内面（図３に示す上面）
側から補強板１１７がフロントケース１０２ａに取り付けられる。この際、補強板１１７
の平面部１１７ａがフロントケース１０２ａの開口部１１６に挿通されて、上述したよう
に補強板１１７の取付部１１７ｂがフロントケース１０２ａの底面部１１５の筐体内部側
に形成された突起部１２３に嵌合されることにより、補強板１１７がフロントケース１０
２ａに取り付けられる。そして、補強板１１７の平面部１１７ａがフロントケース１０２
ａの底面部１１５の上面１２５と同一平面となるように配置される。
　そして、図２に示されるように、この補強板１１７が取り付けられたフロントケース１
０２ａに対して、両面テープ１１４が、筐体外部側からフロントケース１０２ａの凹部１
３０の底面部１１５と補強板１１７の平面部１１７ａとに貼り付けられる。
【００２９】
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　更に、保護板１１３が、フロントケース１０２ａの凹部１３０に挿嵌されて、保護板１
１３の外周部１１３ａの内面が両面テープ１１４の外面（図２における上面）に接着され
る。よって、フロントケース１０２ａに形成された開口部１１６は、保護板１１３によっ
て閉塞される。また、補強板１１７の平面部１１７ａの上面（図５に示す下面）がフロン
トケース１０２ａの底面部１１５の上面１２５と同一平面となるように配設されているの
で、両面テープ１１４による保護板１１３のフロントケース１０２ａへの取り付けをより
強固とすることができる。また、この状態では、上述したように保護板１１３の表面（図
２における上面）が、フロントケース１０２ａの外面であるフロント面１０４と同一平面
に位置するように構成されている。
【００３０】
　次に、フロントケース１０２ａの筐体内面側から、フロントケース１０２ａの開口部１
１６に表示器１２０の表示部１２１を挿通させて、表示器１２０をフロントケース１０２
ａの内面に取り付ける。なお、フロントケース１０２ａの開口部１１６には、補強板１１
７の取付部１１７ｂが挿通されて配置されているため、表示器１２０は取付部１１７ｂに
挿嵌するように配置されることとなる。そして、開口部１１６の筐体外部側には補強板１
１７の平面部１１７ａが配置されているが、開口部１１６に挿嵌される表示部１２１は、
その表示面における表示領域が平面部１１７ａの開口部１１９と合致されるように取り付
けられる。なお、両面テープ１１４の開口部１１４ａの内枠と保護板１１３のプリント領
域（図２における保護板１１３の外枠領域）の内枠とが、補強板１１７の平面部１１７ａ
の開口部１１９の内枠に沿って形成されるため、表示部１２１の表示領域が補強板１１７
の平面部１１７ａや両面テープ１１４並びに保護板１１３のプリント領域によって被覆さ
れることがないように表示器１２０がフロントケース１０２ａに取り付けられる。
【００３１】
　また、表示器１２０の筐体外面側と保護板１１３との間には、フロントケース１０２ａ
に取り付けられた補強板１１７の平面部１１７ａがフロントケース１０２ａの底面部１１
５の上面１２５と略同一平面となるように配置されており、これら平面部１１７ａと底面
部１１５の上面１２５とに亘って両面テープ１１４が配置されているため、保護板１１３
のフロントケース１０２ａへの接着面積が減少されることなく、保護板１１３をフロント
ケース１０２ａに接着して取り付けることができる。更には、補強板１１７を設けたこと
によって、両面テープ１１４が表示器１２０に直接貼り付けられることを回避できる。
【００３２】
　また、補強板１１７の平面部１１７ａの厚さを、フロントケース１０２ａの開口部１１
６を形成する底面部１１５の厚さよりも十分に薄くした構成とすることにより、両面テー
プ１１４の貼り付け領域を確保した上で、表示器１２０を開口部１１６内に挿通させて保
護板１１３と表示器１２０とを近設させた状態で筐体内に配置できるため、フロントケー
ス１０２ａを有して構成される受話筺体１０２の構成を薄型化できる。
　なお、表示器１２０の取り付けとともに、レシーバなどの他の電子部品がフロントケー
ス１０２ａに装着される。
【００３３】
　次に、フロントケース１０２ａに表示器１２０が取り付けられた状態で、回路基板１３
１が筐体内部側からフロントケース１０２ａに装着される。フロントケース１０２ａの内
面には、図示しない係合爪が形成されており、回路基板１３１の外周端部が当該係合爪に
係合することによって、回路基板１３１がフロントケース１０２ａに取り付け固定される
こととなる。回路基板１３１がフロントケース１０２ａに取り付けられたのち、表示器１
２０やレシーバなどに設けられた接続ケーブルが回路基板１３１に配設されたコネクタな
どの接続部に接続される。
　回路基板１３１がフロントケース１０２ａに取り付けられた状態では、回路基板１３１
の端部が補強板１１７の取付部１１７ｂに当接される。よって、この状態において、補強
板１１７の取付部１１７ｂが回路基板１３１とフロントケース１０２ａの突起部１２３と
の間で挟持されることとなる。更に、回路基板１３１は、表示器１２０側の表面上で突起
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部１２３に対向する位置にグランド部（基準電位部）が形成されている。よって、回路基
板１３１がフロントケース１０２ａに取り付けられると、板金で形成された補強板１１７
が回路基板１３１のグランド部に導通されることとなる。
【００３４】
　次に、回路基板１３１の裏面（図４及び図５における上面）に、リヤケース１０２ｂの
表示窓やカメラ窓に対応した位置にサブ表示器やカメラモジュールなどを配置する。
　そして、受話筐体１０２のリヤケース１０２ｂをフロントケース１０２ａと結合させる
。この両ケース１０２ａ，１０２ｂの結合構造はネジ止め構造や爪係合構造などのように
互いを結合し得る構成であればよい。
【００３５】
　上述した実施形態では、図２に示されるように、補強板１１７の取付部１１７ｂは筐体
幅方向にのみ配設されているが、その平面部１１７ａは表示部１２１の四方外周に対向し
て配設されるとともに、両面テープ１１４と保護板１１３のプリント領域も同様に四方外
周に対向して配設されている。よって、保護板１１３は、全周に亘ってフロントケース１
０２ａの底面部１１５と補強板１１７の平面部１１７ａとに接着されることとなり、開口
部１１６は保護板１１３によって全周が密閉された状態で閉塞される。
　このように、保護板１１３がフロントケース１０２ａの開口部１１６を密閉した状態で
閉塞することにより、筺体外部から保護板１１３とフロントケース１０２ａとの間の隙間
を通って筐体内部側に埃などが入り込むのを抑制できる。また、表示器１２０は、表示部
１２１の表面（図５に示す下面）が補強板１１７の平面部１１７ａの裏面（図５に示す上
面）に全周に亘って当接された状態でフロントケース１０２ａに配設されるので、筐体内
部から表示器１２０と補強板１１７との間を通って表示部１２１の表面（図５に示す下面
）に埃などが入り込みことを抑制できる。
【００３６】
　また、上述した実施形態では、フロントケース１０２ａの開口部１１６の内周に配置さ
れる内周部材としての補強板１１７が、導通性を備えた板金などの金属にて構成されると
ともに、回路基板１３１のグランド部に導通するように構成されているので、携帯電話機
１００を手にしたユーザーの手に帯電していた静電気が保護板１１３とフロントケース１
０２ａの凹部１３０との間を通って筐体内部に侵入した場合でも、この静電気は導通性を
有する補強板１１７を介して回路基板１３１のグランド部に接地されることとなる。よっ
て、この静電気が筐体内部の表示器１２０などの電子部品に導かれて各電子部品に影響を
与えることを抑制でき、電子部品などの破損を抑制できる。
　なお、補強板１１７は、回路基板１３１のグランド部に直接当接されているが、表示器
１２０に配設されている金属部材などを介して回路基板１３１のグランド部に導通される
ように構成しても良い。また、補強板１１７が、樹脂などの非導通性の部材にて構成され
る場合には、導電塗装や金属蒸着によって外周部に導電性を持たせるように構成すること
によって、同様の効果を奏することができる。
【００３７】
　以上説明したように、上述した実施形態における携帯電話機１００では、フロントケー
ス１０２ａに形成された開口部１１６の内周にフロントケース１０２ａに取り付けられる
補強板１１７の平面部１１７ａを配置させて、この平面部１１７ａとフロントケース１０
２ａの底面部（開口部１１６の周縁部）１１５とに両面テープ１１４を配置し、開口部１
１６を閉塞するカバー部材としての保護板１１３を両面テープ１１４にて底面部１１５と
平面部１１７ａとに接着固定させるとともに、当該開口部１１６に少なくとも一部を挿通
させた状態で表示部１２１が保護板１１３に対向するように表示器１２０を筐体内部に配
置した構成とすることにより、両面テープ１１４による保護板１１３のフロントケース１
０２ａへの接着面積を増大させることができ、保護板１１３のフロントケ一ス１０２ａへ
の取り付け強度を向上させることができる。よって、落下時などのように携帯電話機１０
０に衝撃が加えられた場合にも、保護板１１３のフロントケース１０２ａからの剥離を防
止できる。
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【００３８】
　また、保護板１１３は、表示部１２１に接着されることなく、フロントケース１０２ａ
に取り付けられている補強板１１７に接着されるので、修理などによって携帯電話機１０
０を解体する場合にも、両面テープ１１４の接着力によって表示部１２１に応力が作用す
ることを抑制でき、表示器１２０が破損することを抑制できる。
【００３９】
　補強板１１７の平面部１１７ａの厚さを、フロントケース１０２ａの底面部１１５の厚
さ（開口部１１６の深さ）よりも短い構成として、当該開口部１１６に少なくとも一部を
挿通させた状態で表示器１２０を筐体内部に配置した構成によって、保護板１１３と表示
器１２０とを近接させた状態で配置させることができ、筐体を薄型化にて構成できる。
　また、フロントケース１０２ａに凹部１３０を形成して、当該凹部１３０に保護板１１
３を挿嵌させる構成としたことにより、保護板１１３が筐体表面から突出して配設された
り、両面テープ１１４が露出されたりすることを抑制でき、筐体外観上のデザイン性を向
上させることができる。
【００４０】
　また、フロントケース１０２ａの開口部１１６の内周に配置される補強板１１７の平面
部１１７ａの上面１１８が、凹部１３０の底面部１１５の上面１２５と同一平面となるよ
うに配置されて構成されているため、保護板１１３の両面テープ１１４による底面部１１
５と平面部１１７ａとへの接着をより強固にすることができる。
　また、補強板１１７は、取付部１１７ｂとフロントケース１０２ａの突起部１２３との
嵌合によって、筐体外部側（図５に示す下側）への移動が規制されるので、落下時のよう
に携帯電話機１００に衝撃が加えられて補強板１１７に表示器１２０などから筐体外部側
への応力が作用した場合であっても、補強板１１７が筐体外部側に移動して保護板１１３
を筐体外部側に押圧することが抑制されることにより、保護板１１３がフロントケース１
０２ａの底面部１１５や補強板１１７の平面部１１７ａから剥離することを防止できる。
【００４１】
　以上、図示例に基づき実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲内で適宜変更し得るものである。
　例えば、補強板１１７は、取付部１１７ｂがフロントケース１０２ａの突起部１２３に
嵌合することによりフロントケース１０２ａに取り付けられる構成としたが、これに限定
されるものではなく、補強板１１７をフロントケース１０２ａに対してインサート成形や
溶着結合などを用いて取り付けるように構成しても良い。また、補強板１１７は、両面テ
ープ１１４の粘着力（保護板１１３が剥れる際の応力）よりも強い力でフロントケース１
０２ａに取り付けられているのが好ましい。なお、補強板１１７は、フロントケース１０
２ａに取り付けられて、保護板１１３のフロントケース１０２ａへの接着面積を増大させ
る機能を少なくとも備えていればよく、フロントケース１０２ａの強度を補強する機能は
必ずしも必要ないが、上述した実施形態のように補強機能を備えている場合には開口部１
１６の周囲における筐体強度を向上させることができ、衝撃によって保護板１１３が剥離
するのを好適に抑制できる。
【００４２】
　また、折畳式の携帯電話機１００に限定されることなく、水平回転式や２軸ヒンジ式や
スライド式などの携帯電話機やストレートタイプの携帯電話機などにも適用でき、更には
携帯電話機以外の、例えば電子手帳やノート型携帯パソコンなどの携帯端末やその他の電
子機器にも適用することができる。
　また、上述した実施形態では、両面テープ１１４を用いて保護板１１３をフロントケー
ス１０２ａ及び補強板１１７に接着させる構成としたが、両面テープ以外の接着部材（例
えば、接着のりなど）を用いて接着させる構成としても良い。
【００４３】
　なお、上記の本実施形態における底面部１１５は、本発明の周縁部に相当する。また、
本実施形態の保護板１１３は、本発明のカバー部材に相当する。また、本実施形態の補強
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板１１７は、本発明の内周部材に相当する。また、本実施形態の上面１１８及び上面１２
５は、本発明の接合面に相当する。また、本実施形態の取付部１１７ｂ及び／又は突起部
１２３は、本発明の規制部材に相当する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明にかかる本実施形態における携帯電話機の外観を示す斜視図であ
る。
【図２】図２は、受話筐体の構成を示す分解図である。
【図３】図３は、本発明にかかる本実施形態における補強板とフロントケースの固定方法
について説明する図である。
【図４】図４、図１におけるＡ－Ａ断面を示す断面図である。
【図５】図５は、図１における補強板とフロントケースが嵌合している部分のＡ－Ａ断面
を示す断面図の拡大図である。
【図６】図６は、従来技術を説明するための説明図である。
【図７】図７は、従来技術を説明するための説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
１００：携帯電話機　　１０１：送話筐体　　１０２：受話筐体（筐体）　　１０２ａ：
フロントケース　　１０２ｂ：リヤケース　　１０３：ヒンジ部　　１０４：フロント面
　　１１０：マイクロフォン　　１１１：操作キー　　１１２：スピーカー　　１１３：
保護板（カバー部材）　　１１３ａ：外周部　　１１４：両面テープ　　１１４ａ：開口
部　　１１５：底面部（周縁部）　　１１６：開口部　　１１７：補強板（内周部材）　
　１１７ａ：平面部　　１１７ｂ：取付部　　１１８：上面（接合面）　　１１９：開口
部　　１２０：表示器　　１２１：表示部　　１２２：先端部　　１２３：突起部　　１
２４：屈曲部　　１２５：上面（接合面）　　１３０：凹部　　１３１：回路基板
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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