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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の表示部と、透明板とハーフミラー膜とで形成されたパネルと、該パネルへ光を出
射する表示素子及びＬＥＤとで構成される第二の表示部とを有する第一ケースと、
　操作手段を有する第二ケースとを備え、
　該ハーフミラー膜の反射光の波長を、該表示素子の出射光および該ＬＥＤの出射光の波
長からずらして設定し、視認性の良い光に変えるようにしたことを特徴とする電子装置。
【請求項２】
　前記電子装置は、前記表示素子に通電しないときに前記パネルの表面がほぼ連続して一
様な色に見え、前記表示素子に通電したときに前記表示素子が生成する表示が前記パネル
を通して見えるようにしたことを特徴とする請求項１記載の電子装置。
【請求項３】
　前記表示素子は、有機ＥＬであることを特徴とする請求項２記載の電子装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は表示部を有する電子装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子装置、例えば携帯電話機はプッシュボタン等とともに表示部を有する。第１及び第２
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の表示部を有する携帯電話機がある。例えば、液晶表示装置等からなる第１の表示部は携
帯電話機のケースの一方の側に設けられ、有機ＥＬ（有機エレクトロルミネセンス）又は
ＬＥＤ又は液晶表示器等からなる第２の表示部はケースの他方の側に設けられる。折り畳
み式の携帯電話機の場合には、第１の表示部はケースの内面側にあり、第２の表示部はケ
ースの外面側つまり、スイッチキーが形成された面と反対の面側にある。この場合、第２
の表示部は携帯電話機を折り畳んだ状態で見ることができる。
【０００３】
有機ＥＬを使用した従来技術として、例えば、特表２００１－５１９５８５号公報は、携
帯電話機のケースにＥＬを設ける例を開示している。また、特開平５－３１２９７０号公
報はハーフミラー及び有機ＥＬを使用した発光時計を開示している。ＥＬはエレクトロル
ミネセンスのことである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
携帯電話機はユーザーが持ち歩くため、外観性能が重要であり、外観に面白みがあり、愛
着がでるようにすることが重要である。そこで、携帯電話機のケースの外面側に設けられ
る表示部は、デザイン的に目立ち、またはユーザーにアピールする特徴を備えていること
が望ましい。
【０００５】
本発明の目的は外観的にユニークな特徴を備えた電子装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明による電子装置は、第一の表示部と、透明板とハーフミラー膜とで形成されたパ
ネルと、該パネルへ光を出射する表示素子及びＬＥＤとで構成される第二の表示部とを有
する第一ケースと、操作手段を有する第二ケースとを備え、該ハーフミラー膜の反射光の
波長を、該表示素子の出射光および該ＬＥＤの出射光の波長からずらして設定し、視認性
の良い光に変えるようにしたことを特徴とする。前記電子装置は、前記表示素子に通電し
ないときに前記パネルの表面がほぼ連続して一様な色に見え、前記表示素子に通電したと
きに前記表示素子が生成する表示が前記パネルを通して見えるようにしたことを特徴とす
る。前記表示素子は、有機ＥＬであることを特徴とする。
【０００７】
この構成によれば、表示素子を使用していないときには、電子装置の外面側に位置するパ
ネルの表面は、ほぼ連続して一様な色に見え、まるで表示部は存在しないように見える。
一方、表示素子を使用するときには、何もなかったパネルの表面に突然表示が現れるよう
に感じられる。従って、パネルの表面に表示が現れると、ユーザーは突然に浮かび上がっ
た表示に意外性及びより深い印象を感じる。この表示部は、何もないところに突然表示が
現れるという点でデザイン的に目立ち、またはユーザーにアピールする特徴を備えている
。また、表示部の表示領域を区画する境界線が見えず、表示のみが見えるので、上記効果
はより際立ったものとなる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施例の折り畳み
式の携帯電話機を示す斜視図である。図２は図１の携帯電話機が開いた状態を示す斜視図
である。図３は図１及び図２の携帯電話機の第１ケース及びパネルを示す斜視図である。
【０００９】
図１から図３に示される電子装置の例としての携帯電話機１０は、互いに枢着された第１
及び第２ケース１２，１４からなる折り畳み式の携帯電話機である。第１ケース１２は、
内面側に第１の表示部１６を有し、外面側に第２の表示部１８を有する。第２ケース１４
はプッシュボタン２０及びその他の操作手段を有する。実施例においては、第１の表示部
１６は液晶表示装置を含み、第２の表示部１８は有機ＥＬ（有機エレクトロルミネセンス
）を含む。
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【００１０】
図１及び図３に示されるように、第１ケース１２はパネル２２を含む。第２の表示部１８
はＥＬ（ＥＬモジュール）２４を含み、ＥＬ２４は第１ケース１２に取りつけられ、パネ
ル２２はＥＬ２４を覆うように第１ケース１２の外面側に取りつけられている。パネル２
２の表面はほぼ連続して一様な色に見え、第２の表示部１８は常時見えていないので図１
においては破線で示されている。第２の表示部１８は表示領域１８ａを備えるが、表示領
域１８ａを区画する境界線は通常は見えていない。
【００１１】
図４は図１から図３の第１ケース１２を簡略化して示す平面図である。図４はＥＬ２４に
通電していない状態を示す。図５はＥＬ２４に通電したときの図４の第１ケース１２を簡
略化して示す平面図である。
【００１２】
図６は図４の線VI－VIを通る断面図である。第１ケース１２はプリント回路板２６を含み
、ＥＬ２４はプリント回路板２６に接続されている。ＬＥＤ２８がＥＬ２４とは離れた位
置で第１ケース１２に配置され、プリント回路板２６に接続されている。赤外線通信装置
３０がＥＬ２４に対してＬＥＤ２８の反対側の位置で第１ケース１２に配置され、プリン
ト回路板２６に接続されている。
【００１３】
図７はパネル２２を示す断面図である。図６及び図７において、パネル２２は、透明板３
２と、透明板３２の上面に設けられたハーフミラー膜３４と、透明板３２の下面に設けら
れた遮光膜３６とからなる。透明板３２はプラスチックの射出成形により形成され、平坦
な表面又は湾曲した表面を有する。遮光膜３６はＥＬ２４の上方に開口３６ａを有する。
表示領域１８ａはＥＬ２４によって規定されるものであり、遮光膜３６の開口３６ａの大
きさはＥＬ２４の大きさと同じか又はそれよりも少し小さい。ＥＬ２４の表面２４ａは黒
色処理が施されている（例えば、偏光板を配置する）。
【００１４】
遮光膜３６はさらにＬＥＤ２８の上方にも開口３６ｂを有する。拡散膜３８が開口３６ｂ
において遮光膜３６に設けられる。さらに、遮光膜４０がＬＥＤ２８を覆う位置でハーフ
ミラー膜３４に設けられる。遮光膜４０は、所定の形状の光透過部４０ａを有する。光透
過部４０ａは遮光膜４０を印刷するときの抜き開口部またはそのような開口部に設けた透
過印刷部である。図４及び図５に示される例においては、光透過部４０ａはプラス形状の
マークに形成されている。
【００１５】
ハーフミラー膜３４は蒸着膜（例えば誘電体の多層膜）からなる。ハーフミラー膜３４に
入射する光のうち、所定の波長成分はハーフミラー膜３４で反射し、他の波長成分はハー
フミラー膜３４を透過する。遮光膜４０は黒色のシルク印刷とする。遮光膜４０は可視光
を遮断できるものであれば何でもよいが、赤外線を透過させるものが好ましい。そうすれ
ば、赤外線通信装置３０のために赤外線フィルタを別に設ける必要がない。すなわち、遮
光膜４０が赤外線通信装置３０を覆うようにしておくと、赤外線通信装置３０から発射さ
れ、又は赤外線通信装置３０に入射する赤外線Ｉは遮光膜４０を通過することができるが
、可視光が遮光膜４０で遮断され、可視光が赤外線通信装置３０に入射することがない。
【００１６】
第１ケース１２の外側からハーフミラー膜３４に入射した特定の波長の光は図６に矢印Ａ
で示されるようにハーフミラー膜３４で反射する。ハーフミラー膜３４に入射した他の波
長の光はハーフミラー膜３４を透過するが、遮光膜３６で吸収される。ハーフミラー膜３
４を透過し、遮光膜３６の開口３６ａを通った光は、ＥＬ２４の表面２４ａの黒色により
吸収される。
【００１７】
従って、ハーフミラー膜３４を透過したほとんど全ての光は全面的に吸収され、透過光に
よる物品の形状は見えない。よって、第１ケース１２のパネル２２の外面を見ている人は
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ハーフミラー膜３４の反射光を見ることになる。つまり、ＥＬ２４に通電しないときには
、携帯電話機1０の外面側に位置するパネル２２の表面は、ほぼ連続して一様な色に見え
る。この状態が図４に示されている。
【００１８】
ＥＬ２４に通電したときには、ＥＬ２４の発生する光は十分に強いのでＥＬ２４の表面２
４ａの黒色を透過し、遮光膜３６の開口３６ａを通ってパネル２２の外部へ出射する。す
なわち、ＥＬ２４に通電したときには、ＥＬ２４が生成する表示４２がパネル２２を通し
て見える。この状態が図５に示されている。図５においては、表示４２は人の顔のパター
ンを表しているが、表示４２はそのような例に限定されない。例えば、表示４２は文字や
数字やその他のマークであってもよい。また、表示４２は携帯電話機１０の呼び出しの表
示であったり、時間表示であったりすることができる。
【００１９】
このように、図４及び図５に示されるように、ＥＬ２４（表示素子）を使用していないと
きには、携帯電話機の表面に位置するパネル２２の表面は、ほぼ連続して一様な色に見え
、まるで第２の表示部１８がないように見える。一方、ＥＬ２４（表示素子）を使用する
ときには、何もなかったパネル２２の表面に突然表示４２が現れるように感じられる。従
って、パネル２２の表面に表示４２が現れると、ユーザーは突然に浮かび上がった表示４
２に意外性及びより深い印象を感じる。第２の表示部１８は、何もないところに突然表示
４２が現れるという点でデザイン的に目立ち、またはユーザーにアピールする特徴を備え
ている。また、表示部１８の表示領域１８ａを区画する境界線が見えず（つまり、第２の
表示部１８の表示枠が見えず)、表示４２のみが見えるので、上記効果はより際立ったも
のとなる。
【００２０】
ハーフミラー膜３４の反射光の波長特性は蒸着膜の形成方法により任意に選択することが
できる。表示４２がより際立って見えるためには、ハーフミラー膜３４の反射光の波長と
、ＥＬ２４の出射光の波長とをずらすことが好ましい。下記の表１は、ハーフミラー膜３
４の反射光の色及び波長と、ＥＬ２４の出射光の色及び波長との関係示したものである。
視認性は、丸、三角、バツで示した。ＥＬ２４の透過光が７０％以上である場合を丸で示
した。丸で示された視認性があれば、良好な表示４２を得ることができる。三角で示され
た視認性では、表示４２を得ることができるが、表示４２の色が意図したものと変わるこ
とがある。
【００２１】
【表１】
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【００２２】
ハーフミラー膜３４の反射率はハーフミラー膜３４への入射角が４５゜付近で最大になる
。このため、携帯電話機１０を正面から見る場合よりも、携帯電話機１０を横の方から見
る場合の方が反射率は高い。そのため、ユーザー以外の人が携帯電話機１０を覗き見る場
合に、強い反射光を見ることになり、その分だけ表示４２が見にくくなる。従って、ユー
ザー以外の人に情報を知られにくい。
【００２３】
さらに、ＬＥＤ２８に通電したときには、ＬＥＤ２８が発生した光は遮光膜３６の開口３
６ｂに設けた拡散膜３８を通り、さらに遮光膜４０の光透過部４０ａを通って、パネル２
２の外側へ出射する。遮光膜４０の光透過部４０ａがプラス形状のマークに形成されてい
る場合には、プラス形状のマークが光で照射され、ユーザーはそのようなマークを見るこ
とになる。
【００２４】
拡散膜３８を通る光は、上記したようにパネル２２に対して垂直な方向に進んで遮光膜４
０の光透過部４０ａを照射するばかりでなく、パネル２２に対して斜め方向に進んで遮光
膜４０に衝突するものもある。遮光膜４０に衝突した光は、遮光膜４０で反射し、さらに
遮光膜３６で反射して、遮光膜４０の周りに回り込み、遮光膜４０の周りの領域を照明す
る。このようにして照明された遮光膜４０の周りの領域４４が図５に示されている。
【００２５】
このように、遮光膜４０の光透過部４０ａに相当するプラス形状のマークが照明されると
ともに、遮光膜４０の周りの領域４４が照明され、イルミネーション効果が向上する。遮
光膜４０の周りの領域４４の照明は携帯電話機１０が暗いところで使用される場合に特に
効果がある。
【００２６】
　ハーフミラー膜３４の反射光の波長と、ＬＥＤ２８の発生する光の波長とをずらすこと
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が好ましい。下記の表２は、ハーフミラー膜３４の反射光の色及び中心波長と、ＬＥＤ２
８の出射光の色及び中心波長と、の関係示したものである。表１と同様に、視認性は、丸
、三角、バツで示した。この場合、ＬＥＤ２８の発生する光の波長をハーフミラー膜３４
の反射光の波長との関係から、プラス形状のマークの色と、遮光膜４０の周りの領域４４
の照明の色とを、意図的に変えることもできる。
【００２７】
【表２】

【００２８】
図８は図７のパネル２２の変形例を示す断面図である。図８のパネル２２の基本的な構成
は図７のパネル２２の基本的な構成と類似しているが、図８においては、ハーフミラー膜
３４が透明板３２の下面に設けられ、遮光膜３６はハーフミラー膜３４のさらに下側に形
成されている。この場合の作用は、上記説明したものと同様である。
【００２９】
　図９は図７のパネル２２の変形例を示す断面図である。図９のパネル２２の基本的な構
成は図７のパネル２２の基本的な構成と類似しているが、図９においては、ハーフミラー
膜３４が遮光膜４０の光透過部４０ａに相当する開口３４ａを有する。この場合の作用は
、上記説明したものと同様である。
【００３０】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、外観的にユニークな特徴を備えた電子装置を得
ることができる。特に本発明を折り畳み型携帯電話機のスイッチキーが形成された面と反
対の面に形成される表示素子に適用すると、折り畳んだ状態でも必要な時必要な情報を表
示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の携帯電話機を示す斜視図である。
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【図２】図１の携帯電話機が開いた状態を示す斜視図である。
【図３】図１及び図２の携帯電話機の第１ケース及びパネルを示す斜視図である。
【図４】図１から図３の第１ケースを簡略化して示す平面図である。
【図５】ＥＬに通電したときの図４の第１ケースを簡略化して示す平面図である。
【図６】図４の線VI－VIを通る断面図である。
【図７】パネルを示す断面を示す図である。
【図８】図７のパネルの変形例を示す断面図である。
【図９】図７のパネルの変形例を示す断面図である。
【符号の説明】
１０…携帯電話機
１２，１４…ケース
１６，１８…表示部
２２…パネル
２４…ＥＬ
２８…ＬＥＤ
３２…透明板
３４…ハーフミラー膜
３６…遮光膜
３８…拡散膜
４０…遮光膜
４２…表示

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】
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