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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部が形成された筐体と、
　前記開口部の対向領域に、光が透過可能な第１の光透過部および光が遮断され前記開口
部と重なる第１の光遮断部が形成されると共に、前記筐体外面に配設されて前記開口部を
閉塞するケース部材と、
　前記筐体内の前記開口部に対向する領域であって前記第１の光透過部に対応する領域に
配設された第１の光拡散部と、
　前記第１の光拡散部に対して光を照射する光照射部と、
　を有することを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記第１の光拡散部と前記光照射部との間に配設される第２の光拡散部
　を有することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記第１の光拡散部は、前記第２の光拡散部を接着する接着部を有する
　ことを特徴とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記第２の光拡散部には、前記第１の光透過部側に向けて傾斜する傾斜面が形成される
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の携帯端末。
【請求項５】
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　前記ケース部材は、前記第１の光遮蔽部に接着される第１の両面接着部材を介して前記
筐体に配設される
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記第１の両面接着部材は、光を遮蔽する第２の光遮蔽部を有する
　ことを特徴とする請求項５に記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記第２の光遮断部は、前記筐体に形成された前記開口部まで延出された第１の延出部
を有する、ことを特徴とする請求項６に記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記第１の延出部は、前記第２の光拡散部を接着する第２の接着部を有する、ことを特
徴とする請求項７に記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記ケース部材は、前記第１の光透過部に接着される第２の両面接着部材を介して前記
筐体に配設され、
　前記第２の両面接着部材は、光が透過可能な第２の光透過部を有する
　ことを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　回路基板を有し、
　前記光照射部は、前記回路基板に配設され、
　前記回路基板は、前記筐体に形成された前記開口部まで延出された第２の延出部を有す
る
　ことを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記回路基板は、前記第２の延出部における前記筐体外部側の面に第３の光拡散部を有
する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末。
【請求項１２】
　前記第３の光拡散部は、基準電位に電気的に接続されている
　ことを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末。
【請求項１３】
　前記第２の光拡散部は、前記第３の光拡散部と当接する
　ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記光照射部は、前記筐体の幅方向に光を照射し、
　前記第１の光透過部は、前記筐体の厚さ方向に光を透過する
　ことを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光を照射する光照射部を有する携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光を照射する光照射部を有する携帯端末が知られている。例えば、特許文献
１には、表面に開口部が設けられた筐体と、この筐体に覆われ、前記開口部と対向する位
置に配設された回路基板と、この回路基板に取り付けられた光照射部と、前記回路基板に
取り付けられ、前記光照射部の近傍に配置された光拡散部とを備える携帯端末が開示され
ている。ここで、光照射部は、例えば、音声発着信動作、メール送受信動作、折り畳み型
携帯端末の場合の開閉動作等の特定の動作が行われると、光を発するように構成されてお
り、これにより、携帯端末の利用者は、例えば表示部の表示を見ずとも、光照射部から照
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射される光に基づいてこれら特定の動作が行われたことを認識することができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－６８００４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に開示された携帯端末は、光照射部から照射される光が開口部全体
から筐体外部に放射される構成であるため、光を放射させたい位置・大きさ・範囲等に基
づいて筐体の開口部を形成する必要があり、設計の自由度が低いという不利益があった。
【０００５】
　本発明は、上述した不利益を解消するため、設計の自由度の向上が図られた携帯端末を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記した不利益を解消するために、第１の発明の携帯端末は、開口部が形成された筐体
と、前記開口部の対向領域に、光が透過可能な第１の光透過部および光が遮断され前記開
口部と重なる第１の光遮断部が形成されると共に、前記筐体外面に配設されて前記開口部
を閉塞するケース部材と、前記筐体内の前記開口部に対向する領域であって前記第１の光
透過部に対応する領域に配設された第１の光拡散部と、前記第１の光拡散部に対して光を
照射する光照射部と、を有する。
【０００７】
　好適には、前記第１の光拡散部と前記光照射部との間に配設される第２の光拡散部を有
する。
【０００８】
　好適には、前記第１の光拡散部は、前記第２の光拡散部を接着する接着部を有する。
【０００９】
　好適には、前記第２の光拡散部には、前記第１の光透過部側に向けて傾斜する傾斜面が
形成される。
【００１０】
　好適には、前記ケース部材は、前記第１の光遮蔽部に接着される第１の両面接着部材を
介して前記筐体に配設される。
【００１１】
　好適には、前記第１の両面接着部材は、光を遮蔽する第２の光遮蔽部を有する。
【００１２】
　好適には、前記第２の光遮断部は、前記筐体に形成された前記開口部まで延出された第
１の延出部を有する。
【００１３】
　好適には、前記第１の延出部は、前記第２の光拡散部を接着する第２の接着部を有する
。
【００１４】
　好適には、前記ケース部材は、前記第１の光透過部に接着される第２の両面接着部材を
介して前記筐体に配設され、前記第２の両面接着部材は、光が透過可能な第２の光透過部
を有する。
【００１５】
　好適には、回路基板を有し、前記光照射部は、前記回路基板に配設され、前記回路基板
は、前記筐体に形成された前記開口部まで延出された第２の延出部を有する。
【００１６】
　好適には、前記回路基板は、前記第２の延出部における前記筐体外部側の面に第３の光
拡散部を有する。
【００１７】
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　好適には、前記第３の光拡散部は、基準電位に電気的に接続されている。
【００１８】
　好適には、前記第２の光拡散部は、前記第３の光拡散部と当接する。
【００１９】
　好適には、前記光照射部は、前記筐体の幅方向に光を照射し、前記第１の光透過部は、
前記筐体の厚さ方向に光を透過する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、設計の自由度の向上が図られた携帯端末が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態の携帯端末１００について説明する。
　以下の実施形態の携帯端末は、折り畳み型の携帯電話機を想定している。
　図１は、本実施形態の携帯端末１００の外観の一例を示した図である。
　図１（ａ）は携帯端末１００の開いた状態（開状態）を、図１（ｂ）は携帯端末１００
の閉じた状態（閉状態）を示している。
　図１（ａ）及び（ｂ）に示すように、携帯端末１００は表示装置１０、表示装置１０及
びスピーカ１１が設けられた第１筐体１０１（本発明の筐体に対応）と、操作部１２及び
マイク１３が設けられた第２筐体１０２とを有する。
　第１筐体１０１と第２筐体１０２とは、ヒンジ部１０３を介して連結・係合される。ヒ
ンジ部１０３は第１筐体１０１と第２筐体１０２とを互いに回動可能にするヒンジ機構を
内包している。ヒンジ部１０３により、第１筐体１０１及び第２筐体１０２は、図１（ａ
）に示す携帯端末１００の開状態と図１（ｂ）に示す携帯端末１００の閉状態とを遷移可
能である。
　なお、第１筐体１０１は、外部に光を放射するための発光構造を内包する。
【００２２】
　次に、第１筐体１０１の構成について説明する。
　図２は、第１筐体１０１の分解斜視図である。図２においては、符号２１が付された側
が携帯端末１００を閉状態にしたときに外側に露出される側であり、符号２９が付された
側が携帯端末１００を閉状態にしたときに第２筐体１０２により外側から閉塞される側で
ある。
【００２３】
　図２に示すように、第１筐体１０１は、リアプレート２１（本発明のケース部材に対応
）と、両面テープ２２（本発明の第１の両面接着部材に対応）と、両面テープ２３（本発
明の第２の両面接着部材に対応）と、導光板２４（本発明の第２の光拡散部に対応）と、
両面テープ２５（本発明の第１の光拡散部に対応）と、リアケース２６と、ＬＥＤ（Ligh
t Emitting Diode）２８（本発明の光照射部に対応）が実装されたフレキシブル基板２７
（本発明の回路基板に対応）と、フロントケース２９とが積層配設されて構成される。な
お、第１筐体１０１内には、表示装置１０やスピーカ１１の動作を制御する電子部品等の
各種構成が、リアケース２６とフロントケース２９との間に挟まれて（より詳細にはフレ
キシブル基板２７とフロントケース２９との間に）保持されているが、本実施形態では当
該各種構成についての説明は省略する。
【００２４】
　リアプレート２１は、例えば強化ガラスや樹脂製のプレートで形成されるプレート部材
であり、そして、リアプレート２１は、両面テープ２２および両面テープ２３を介してリ
アケース２６に配設されることにより、携帯端末１００の閉状態において外部に露出され
、第１筐体１０１の主面部を構成する。なお、本実施形態においては、リアプレート２１
は、端部領域２１１（本発明の第１の光透過部に対応）と中央領域２１２（本発明の第１
の光遮断部に対応）とを異なる領域に区分されて形成されている。
　両面テープ２２は、第１筐体１０１の外部側の面がリアプレート２１の中央領域２１２
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に接着され、第１筐体１０１の内部側の面の面がリアケース２６の中央領域２６２に接着
される両面接着部材である。なお、両面テープ２２の形状および大きさは、リアプレート
２１の中央領域２１２の形状および大きさと略同一に形成されている。
【００２５】
　両面テープ２３は、第１筐体１０１の外部側の面がリアプレート２１の端部領域２１１
に接着され、第１筐体１０１の内部側の面が導光板２４に接着される両面接着部材である
。なお、両面テープ２３の形状および大きさは、リアプレート２１の端部領域２１１の形
状および大きさと略同一に形成されている。
【００２６】
　導光板２４は、ほぼ透明な部材、光の拡散率の高い例えばポリカーボネイト等の樹脂に
より形成される光拡散部材であり、第１筐体１０１の外部側の面が、両面テープ２３に接
着され、第１筐体１０１の内部側の面が両面テープ２５に接着されることにより、リアケ
ース２６に配設される。また、導光板２４は、第１筐体１０１の幅方向においてＬＥＤ２
８と対向するようにリアケース２６に配設されるため、結果として導光板２４は、ＬＥＤ
２８と両面テープ２５の間に配設されることとなる。なお、導光板２４の大きさは、リア
プレート２１の端部領域２１１の大きさと略同一に形成されている。
【００２７】
　両面テープ２５は、第１筐体１０１の外部側の面が導光板２４に接着され、第１筐体１
０１の内部側の面がリアケース２６の端部領域に接着される両面接着部材である。なお、
両面テープ２５の形状および大きさは、リアプレート２１の端部領域２１１の形状および
大きさと略同一に形成されている。
【００２８】
　リアケース２６は、樹脂等で形成されたケース体であり、フロントケース２９と周縁部
において嵌合されて第１筐体１０１の外観を構成する。また、リアケース２６には、中央
領域２６２と端部領域２６３とを区分けするように複数の開口部２６１が形成されて構成
される。
　図３は、リアケース２６の形状について説明するための図である。
　図３（a）は、リアケース２６を第１筐体１０１における外部側正面から見た図である
。
　図３（a）に示すように、リアケース２６は、複数の開口部２６１（本発明の開口部に
対応）と、中央領域２６２と、端部領域２６３と、テープ貼付部２６４とを有する。
【００２９】
　リアケース２６に複数開けられた開口部２６１は、ＬＥＤ２８が照射する光を通過させ
るための孔部である。開口部２６１は、ＬＥＤ２８と同数だけリアケース２６に設けられ
る。図３（ａ）に示すように、開口部２６１は、第１筐体１０１の外部側正面から見た場
合、それぞれほぼ台形形状になるように形成されている。開口部２６１は、台形形状の側
辺にあたる、第１筐体１０１の幅方向に対して傾斜した傾斜部２６１１を有する。傾斜部
２６１１は、後述するＬＥＤ２８から照射された光を案内する光案内部２６１２を構成す
る。光案内部２６１２は、開口部２６１の台形形状の傾斜部２６１１に沿って光を案内す
るためのガイド部である。
　図３（ａ）における線Ａ－Ａ’でのリアケース２６の幅方向の断面図を図３（ｂ）に示
す。開口部２６１は、図３（ｂ）に示すように中央領域２６２と端部領域２６３との間に
開けられている。
【００３０】
　中央領域２６２は、リアケース２６の中央部付近を構成する部材であり、ＬＥＤ２８が
照射する光を開口部２６１以外から漏れさせないように遮蔽するための光遮蔽部２６５と
して構成されている。中央領域２６２は、後述する端部領域２６３よりも一段高くなった
段差構造を有している。図３（ｃ）に、図３（ａ）に示した線Ｂ－Ｂ’での断面図を示す
。図３（ｃ）は、開口部２６１を通過しない位置でのリアケース２６の第１筐体１０１の
幅方向の断面図であり、リアケース２６は中央領域２６２と端部領域２６３とが結合して



(6) JP 5214264 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

形成されている。端部領域２６３は、図３（ａ）から（ｃ）に示すように、リアケース２
６の周縁部（端部）を構成する部材である。中央領域２６２と端部領域２６３とが結合し
ているため、中央領域２６２により構成される光遮蔽部２６５は開口部２６１以外からＬ
ＥＤ２８が照射する光を漏らさずに済む。
【００３１】
　テープ貼付部２６４は、両面テープ２５を貼り付けるためのスペースであり、リアケー
ス２６の端部領域２６３の若干陥没した部位に設けられている。テープ貼付部２６４は、
貼り付けられた両面テープ２５によりＬＥＤ２８が照射する光を第１筐体１０１の厚さ方
向へと効率よく反射・拡散させるために、図３（ｂ）に示すようにリアケース２６の周縁
部から中央部にかけて、第１筐体１０１の厚さ方向に傾斜した傾斜面を形成している。テ
ープ貼付部２６４の傾斜度合いは本発明では特に限定しない。経験的にＬＥＤ２８からの
光を効率よく第１筐体１０１の厚さ方向に反射・拡散できる傾斜度合いとすればよい。
　また、テープ貼付部２６４に貼り付けられた両面テープ２５には、さらに導光板２４が
接着されるため、テープ貼付部２６４のほぼ直上に導光板２４が配設されることになる。
【００３２】
　フレキシブル基板２７は、図２に図示しない制御部の制御に応じて各種制御を行う回路
基板である。本実施形態においては、フレキシブル基板２７は、第１筐体１０１の外部側
の面にＬＥＤ２８が複数実装されており、各ＬＥＤ２８に制御部からの制御信号を伝達す
るための回路が形成されて構成される。そして、フレキシブル基板２７は、複数のＬＥＤ
２８が、リアケース２６に形成された複数の開口部２６１にそれぞれ対応するように、第
１筐体１０１の内部に配設される。なお、フレキシブル基板２７の制御部は、一部のＬＥ
Ｄ２８のみ発光することも、全てのＬＥＤ２８を同時に発光することもできるように構成
されている。
　ＬＥＤ２８は、例えば発光ダイオード等で構成される光照射部である。
【００３３】
　図４は、このように、フレキシブル基板２７に実装される複数のＬＥＤ２８が開口部２
６１に対応するように配設された様子をリアケース２６における第１筐体１０１の外部側
正面から眺めた図である。なお、ＬＥＤ２８は、リアケース２６の中央領域２６２の内面
側に位置するため、リアケース２６における第１筐体１０１の外部側正面からリアケース
２６を眺めた場合には視認できない。そこで、図３においては、ＬＥＤ２８を点線で囲ん
で示している。
【００３４】
　図５は、図４に示す線Ｃ－Ｃ’における断面図である。
　図５に示すように、リアケース２６の端部領域２６３における第１筐体１０１の外部側
の面には、両面テープ２５を介して導光板２４が配設される。なお、導光板２４は、第１
筐体１０１における内部側の面がリアプレート２１の端部領域２１１側に向けて傾斜する
傾斜面２４１が形成されているため、この傾斜面に対応して、両面テープ２５が接着され
るリアケース２６の端部領域２６３における第１筐体１０１の外部側の面もほぼ同様の傾
きで傾斜した傾斜面が形成される。
【００３５】
　なお、両面テープ２５は、光の拡散率・反射率の高い部材（例えば、白色系の着色が施
された部材）で形成され、光拡散部２５１を構成する。
　また、リアケース２６における第１筐体１０１の外部側の面には、両面テープ２２およ
び両面テープ２３を介してリアプレート２１が配設される。すなわち、リアプレート２１
は、中央領域２１２が、リアケース２６の中央領域２６２に接着され、かつ、開口部２６
１まで延出された第１の延出部２２１を有する両面テープ２２に接着されると共に、端部
領域２１１が導光板２４における第１筐体１０１の外部側の面に接着された両面テープ２
３に接着され、これによりリアケース２６における第１筐体１０１の外部側の面に配設さ
れる。
【００３６】
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　なお、リアプレート２１の中央領域２１２は、光の透過率の低い部材（例えば、光の透
過率の低い黒色系の着色が施された部材）で形成されており、光遮断部２１４を構成する
。また、そこに接着される両面テープ２２も光の透過率の低い部材（例えば、黒色系の着
色が施された部材）で形成され、光遮蔽部２２２（本発明の第２の光遮断部に対応）を構
成する。一方、リアプレート２１の端部領域２１１は、光の透過率の高い部材（例えば、
透明または半透明の部材）で形成されており、光透過部２１３を構成する。また、端部領
域２１１に接着される両面テープ２３も光の透過率の高い部材（例えば、透明または半透
明の部材）で形成され、光透過部２３１（本発明の第２の光透過部に対応）を構成する。
【００３７】
　一方、フレキシブル基板２７は、リアケース２６の中央領域における第１筐体１０１の
内部側の面に対向する対向部２７１と、リアケース２６に形成された開口部２６１まで延
出された第２の延出部２７２とが形成されるように、リアケース２６の内部側に配設され
る。また、この第２の延出部２７２における第１筐体１０１の外部側の面には、ＬＥＤ２
８が配設される。なお、ＬＥＤ２８は、実際に光が照射される光の照射面２８１が、第１
筐体１０１の幅方向、すなわち、リアケース２６の中央領域２６２から端部領域２６３を
向くように、フレキシブル基板２７の第２の延出部２７２に実装される。
【００３８】
　図６を用いてフレキシブル基板２７についてさらに詳細に説明する。
　図６は、複数のＬＥＤ２８が実装されたフレキシブル基板２７を第１筐体１０１の外部
側正面から眺めた図である。
　図６に示すように、フレキシブル基板２７における第２の延出部２７２であってＬＥＤ
２８に対応する領域には、フレキシブル基板２７の周辺のノイズ対策としてのグランドパ
ターン２７３（本発明の第３の光拡散部に対応）が形成される。
　グランドパターン２７３は、例えば光の拡散率・反射率の高い銅等、光沢のある金属部
材により形成されたパターンである。また、グランドパターン２７３は、基準電位と電気
的に接続されている。なお、図示はしないが、グランドパターン２７３は、第１筐体１０
１に配設された状態においては、導光板２４における第１筐体１０１における内部側の面
と当接される。
【００３９】
　次に、図７を用いてＬＥＤ２８から照射された光が通る道筋について説明する。図７は
、図５と同様、図４に示す線Ｃ－Ｃ’の断面図である。
　図７に示すように、ＬＥＤ２８の照射面２８１は、第１筐体１０１の幅方向を向くよう
に、フレキシブル基板２７の第２の延出部２７２に実装されるため、ＬＥＤ２８から照射
された光は、ＬＥＤ２８の照射面２８１に対向する導光板２４に効率よく入射される。
　そして、導光板２４に入射された光は、導光板２４に拡散されながら両面テープ２５の
光拡散部２５１まで導かれる。特に、導光板２４には、両面テープ２５に接着される第１
筐体１０１における内部側の面に傾斜面２４１が形成されているため、導光板２４に入射
された光は、両面テープ２５の光拡散部２５１およびリアプレート２１の端部領域２１１
まで効率的に導かれる。
【００４０】
　そして、光拡散部２５１は、光の拡散率・反射率の高い材料で形成されるため、導光板
２４を介して両面テープ２５に入射された光は、光拡散部２５１によりリアプレート２１
の光透過部２１３方向にさらに拡散・反射され、第１筐体１０１の厚さ方向を向くように
再度導光板２４に入射される。そして、再度導光板２４に入射された光は、第１筐体１０
１の外部側に導かれ、その結果、両面テープ２３の光透過部２３１に入射される。光透過
部２３１は上述したように光の透過率の高い材料で形成されるため、入射された光はほと
んど遮断されることなく、リアプレート２１の光透過部２１３に入射される。そして、リ
アプレート２１の光透過部２１３も、両面テープ２３の光透過部２３１と同様、光の透過
率の高い部材で形成されるため、光透過部２１３に入射された光は、ほとんど遮断される
ことなく、第１筐体１０１の外部へと放射される。
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【００４１】
　一方、ＬＥＤ２８の照射面２８１から照射された光には、導光板２４に入射されるもの
の他、導光板２４を経由せず、直接第１筐体１０１の外部側に向けて照射されるもの、或
いは、第１筐体１０１の内部側に向けて照射されるものも含まれる。
　しかし、ＬＥＤ２８から直接第１筐体１０１の外部側に向けて照射される光は、光の透
過率の低い部材で形成された両面テープ２２およびリアプレート２１に入射されることと
なるため、両面テープ２２およびリアプレート２１によりそのほとんどが遮断される。
　また、ＬＥＤ２８から直接第１筐体１０１の内部側に向けて照射される光は、フレキシ
ブル基板２７における第２の延出部２７２に入射されることとなるが、第２の延出部２７
２には、光の拡散率・反射率の高いグランドパターン２７３が形成されるため、そのフレ
キシブル基板２７における第２の延出部２７２に入射される光は、グランドパターン２７
３により導光板２４の方向に拡散・反射され、その後は、ＬＥＤ２８から直接導光板２４
に入射された光と同じ道筋で第１筐体１０１の外部に放射される。なお、グランドパター
ン２７３と導光板２４とは互いに当接されているため、グランドパターン２７３により導
光板２４の方向に拡散・反射された光は、効率よく導光板２４に入射される。
　以上をまとめると、ＬＥＤ２８から照射された光は、主として矢印Ｄに示すように導光
板２４、両面テープ２５、導光板２４、両面テープ２３、リアプレート２１との光透過部
２１３を経由する道筋で第１筐体１０１の外部に効率的に放射されることとなる。
【００４２】
　図８は、ＬＥＤ２８から照射されて第１筐体１０１の外部に放射された光が、外部から
どのように視認されるかを示した図であり、図８（ａ）は、リアプレート２１が取り外さ
れた状態で単一のＬＥＤ２８から光が照射されたときの様子をリアケース２６の外部側正
面から眺めた図であり、図８（ｂ）は、リアプレート２１が取り付けられた状態で単一の
ＬＥＤ２８から光が照射されたときの様子をリアケース２６の外部側正面から眺めた図で
あり、図８（ｃ）は、リアプレート２１が取り付けられた状態で複数のＬＥＤ２８から同
時に光が照射されたときの様子をリアケース２６の外部側正面から眺めた図である。
【００４３】
　図８（ａ）に示すように、フレキシブル基板２７の制御部の制御により、リアケース２
６の開口部２６１は、ＬＥＤ２８を中心としてほぼ放射状に形成されているため、例えば
、図８（ａ）に示すＬＥＤ２８ａから照射された光は、導光板２４及び光拡散部２５１に
より放射状に拡散され、結果として図８（ａ）の範囲Ｅ（斜線部）に示す部位がリアケー
ス２６の外部側正面からは光っているように見える。
　そして、図８（ｂ）に示すように、この光は、リアプレート２１が取り付けられた場合
には、範囲Ｆ（斜線部）に示す部位がリアケース２６の外部側正面からは光っているよう
に見える。
　一方、図８（ｃ）に示すように、フレキシブル基板２７の制御部の制御により、複数の
ＬＥＤ２８から同時に光が照射された場合には、各ＬＥＤ２８から照射された光が互いに
連続しあうため、結果として範囲Ｇ（斜線部）、すなわち、光透過部２１３のほぼ全域が
リアケース２６の外部側正面からは光っているように見える。
【００４４】
　以上説明したように、本実施形態の携帯端末１００によれば、ＬＥＤ２８から照射され
た光は、ＬＥＤ２８の照射面２８１に対向する導光板２４に効率よく入射され、導光板２
４に入射された光は、導光板２４に拡散されながら両面テープ２５の光拡散部２５１まで
導かれる。両面テープ２５に入射された光は、光の拡散率・反射率が高い光拡散部２５１
によりリアプレート２１の光透過部２１３方向にさらに拡散・反射されて第１筐体１０１
の厚さ方向を向くように再度導光板２４に入射され、両面テープ２３の光透過部２３１に
入射される。光透過部２３１に入射された光は、光の透過率の高い材料で形成された光透
過部２３１及び光透過部２１３を殆ど遮断されずに透過し、第１筐体１０１の外部へと放
射される。
　すなわち、本実施形態の携帯端末１００においては、ＬＥＤ２８からの光を光拡散部２
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５１により反射・拡散させて光透過部２１３に入射させているため、ＬＥＤ２８の位置と
光透過部２１３の位置とを対応付けて配設する必要がない。このため、第１筐体１０１内
の発光構造の設計の自由度が高まり、構造の効率化を図ることができる。
【００４５】
　また、本実施形態の携帯端末１００によれば、両面テープ２５は、光の拡散率・反射率
の高い部材（例えば、白色系の着色が施された部材）で形成されて光拡散部２５１を構成
する。また、リアプレート２１の中央領域２１２に接着される両面テープ２２は光の透過
率の低い、例えば、黒色系の着色が施された部材で形成されて光遮蔽部２２２を構成する
。さらに、リアプレート２１の端部領域２１１に接着される両面テープ２２は光の透過率
の高い部材、例えば、透明または半透明の部材で形成されて光透過部２３１を構成する。
　従って、光拡散部２５１、光透過部２３１、光遮蔽部２２２は、それぞれ発光構造の構
成要素を接着・固定するための両面テープ２５、２３、２２と一体に構成されているため
、発光構造の部品点数を削減することができる。
【００４６】
　また、本実施形態の携帯端末１００によれば、ＬＥＤ２８から直接第１筐体１０１の外
部側に向けて照射される光は、光の透過率の低い部材で形成された両面テープ２２および
リアプレート２１の光遮断部２１４に入射されることとなるため、両面テープ２２および
光遮断部２１４によりそのほとんどが遮断される。また、ＬＥＤ２８から直接第１筐体１
０１の内部側に向けて照射される光は、フレキシブル基板２７における第２の延出部２７
２に入射されることとなるが、第２の延出部２７２には、光の拡散率・反射率の高いグラ
ンドパターン２７３が形成されるため導光板２４の方向に拡散・反射される。
　従って、これらの構成により、ＬＥＤ２８から照射された光は、第１筐体１０１の外部
へと放出するために光を反射・拡散させる両面テープ２５の光拡散部２５１へと光を導く
導光板２４に効率よく入射され、その他の部位への光漏れを抑えることができる。これに
より、ＬＥＤ２８からの光を効率よく外部に放出することができる。
【００４７】
　また、本実施形態の携帯端末１００によれば、導光板２４には、両面テープ２５に接着
される第１筐体１０１における内部側の面に傾斜面２４１が形成されているため、導光板
２４に入射された光は、両面テープ２５の光拡散部２５１およびリアプレート２１の端部
領域２１１まで効率的に導かれる。
【００４８】
　また、本実施形態の携帯端末１００によれば、両面テープ２２は開口部２６１まで延出
された第１の延出部２２１を有し、第１の延出部２２１には、光遮蔽部２２２が形成され
るため、光透過部２３１による意図した光の透過以外の意図しない光漏れを防止すること
ができる。
【００４９】
　また、本実施形態の携帯端末１００によれば、フレキシブル基板２７は、リアケース２
６の中央領域における第１筐体１０１の内部側の面に対向する対向部２７１と、リアケー
ス２６に形成された開口部２６１まで延出された第２の延出部２７２とが形成されるよう
に、リアケース２６の内部側に配設され、延出される部位には光の反射率・拡散率が高い
グランドパターン２７３が形成されるため、ＬＥＤ２８からの光の下方向への漏れを防止
し、延出される部位へ入射した光を効率よく導光板２４へ入射させることができる。また
、グランドパターン２７３は基準電位となっているため、フレキシブル基板２７付近の電
気的・磁気的ノイズを防止することができる。
　また、ＬＥＤ２８から筐体幅方向に照射された光が両面テープ２５により第１筐体１０
１の厚さ方向による拡散・反射される構成となっているため、ＬＥＤ２８をリアプレート
２１に対して第１筐体１０１の厚さ方向に配設する必要がなく、第１筐体１０１の厚さ方
向における薄型化が好適に図られる。
【００５０】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
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　すなわち、本発明の実施に際しては、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内にお
いて、上述した実施形態の構成要素に関し様々な変更、コンビネーション、サブコンビネ
ーション、並びに代替を行ってもよい。
　上述した実施形態においては、携帯端末１００は折り畳み型の携帯電話機であるとした
が、本発明はこれには限定されない。発光構造を有する電子機器類であれば、折り畳み型
以外の携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）等の電子機器であってもよい
。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、携帯端末の外観の一例を示した図である。
【図２】図２は、第１筐体の発光構造の分解斜視図である。
【図３】図３は、リアケースの形状について説明するための図である。
【図４】図４は、フレキシブル基板に実装される複数のＬＥＤが開口部に対応するように
配設された様子をリアケースにおける第１筐体の外部側正面から眺めた図である。
【図５】図５は、図４に示す線Ｃ－Ｃ’における断面図である。
【図６】図６は、複数のＬＥＤが実装されたフレキシブル基板を第１筐体の外部側正面か
ら眺めた図である。
【図７】図７は、ＬＥＤから照射された光が通る道筋を示した図である。
【図８】図８は、ＬＥＤから照射されて第１筐体の外部に放射された光が、外部からどの
ように視認されるかを示した図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１００…携帯端末、１０１…第１筐体、１０２…第２筐体、１０３…ヒンジ部、１０…
表示装置、１１…スピーカ、１２…操作部、１３…マイク、２１…リアプレート、２１１
…端部領域、２１２…中央領域、２１３…光透過部、２１４…光遮断部、２２…両面テー
プ、２２１…延出部、２２２…光遮蔽部、２３…両面テープ、２３１…光透過部、２４…
導光板、２４１…傾斜面、２５…両面テープ、２５１…光拡散部、２６…リアケース、２
６１…開口部、２６１１…傾斜部、２６１２…光案内部、２６２…中央領域、２６３…端
部領域、２６４…テープ貼付部、２６５…光遮蔽部、２７…フレキシブル基板、２７１…
対向部、２７２…延出部、２７３…グランドパターン、２８…ＬＥＤ、２８１…照射面、
２９…フロントケース
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