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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の内部に配置されると共に、厚さ方向の表面に表示領域を有する略板状の第１
表示部及び当該第１表示部に取り付けられる静電気除去部材とを備える表示ユニットと、
　前記筐体の内部に配置され、表面にグランド電極が形成された回路基板と、
　前記筐体の内部において前記回路基板の裏面側に配置される第２表示部と、
を備え、
　前記静電気除去部材が、前記第１表示部の裏面の略全体に配される板状の底壁部と、前
記裏面に隣接する前記第１表示部の側面の少なくとも一部に配される板状の側壁部と、を
有し、
　前記底壁部及び前記側壁部が、導電性材料により一体的に形成され、
　前記第２表示部は、表示部本体と当該表示部本体から突出する係合部を有し、
　前記筐体は、前記係合部が係合する被係合部を有し、
　前記底壁部が前記グランド電極に接触するように前記回路基板と前記表示ユニットとが
前記厚さ方向に重ね合わされると共に、前記係合部が前記被係合部と前記第１表示部の厚
さ方向に係合することにより前記回路基板及び前記第１表示部が相互に近づく方向に付勢
されることを特徴とする携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機、簡易型携帯電話機（ＰＨＳ（登録商標））、ＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistants）、デジタルカメラ等の携行可能な携帯電子機器は、筐体内部に映像や
文字等の各種情報を表示する液晶表示装置等の表示装置と、回路基板とを備えている。こ
の表示装置は、各種情報を表示する表示面が筐体の外方に露出するように配されており、
表示装置の回りには、静電気による表示装置の誤動作を防止することを目的として、回路
基板に形成されたグランド電極に静電気を逃がす様々な工夫がなされている（例えば、特
許文献１参照。）。
【０００３】
　この表示装置から静電気を逃がす工夫を施した表示ユニットとしては、例えば、前記表
示面を除く表示装置の表面に、薄膜状の金属箔から形成された静電気除去部材を貼り付け
て構成したものがある。ここで、静電気除去部材を取り付けた表示装置と回路基板とは、
バネ等の導電性を有する接続子を介して筐体の厚さ方向に重ねて配されており、この接続
子によって静電気除去部材と回路基板のグランド電極との電気的な導通が図られている。
【特許文献１】特開２００３－１８２６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の携帯電子機器を携行したり、使用する際には、表示装置の厚さ方向に外力が
加えられる場合があり、この外力によって表示装置が撓んで変形するという問題があった
。特に、表示面の中央部に厚さ方向から過度の静圧加重が加えられると、表示装置を構成
するガラス基板にクラックが発生する虞があった。
　この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、表示装置の静電気対策を行
うと共に、外力による表示装置の変形を防止できる表示ユニットを備えた携帯電子機器を
提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、この発明は以下の手段を提案している。
【０００６】
　本発明に係る携帯電子機器は、筐体と、前記筐体の内部に配置されると共に、厚さ方向
の表面に表示領域を有する略板状の第１表示部及び当該第１表示部に取り付けられる静電
気除去部材とを備える表示ユニットと、前記筐体の内部に配置され、表面にグランド電極
が形成された回路基板と、前記筐体の内部において前記回路基板の裏面側に配置される第
２表示部と、を備え、前記静電気除去部材が、前記第１表示部の裏面の略全体に配される
板状の底壁部と、前記裏面に隣接する前記第１表示部の側面の少なくとも一部に配される
板状の側壁部と、を有し、前記底壁部及び前記側壁部が、導電性材料により一体的に形成
され、前記第２表示部は、表示部本体と当該表示部本体から突出する係合部を有し、前記
筐体は、前記係合部が係合する被係合部を有し、前記底壁部が前記グランド電極に接触す
るように前記回路基板と前記表示ユニットとが前記厚さ方向に重ね合わされると共に、前
記係合部が前記被係合部と前記第１表示部の厚さ方向に係合することにより前記回路基板
及び前記第１表示部が相互に近づく方向に付勢されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、表示装置の表面側から静電気が侵入しても、表示装置の側面に配され
た静電気除去部材の側壁部に誘導されるため、静電気の侵入による表示装置の誤動作を防
止できる。
　また、静電気除去部材を構成する板状の側壁部及び底壁部は、一体的に形成されると共
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に、表示装置の裏面及び側面に配されているため、表示装置の厚さ方向に外力が加えられ
ても表示装置が撓むことを抑制して、この撓みに基づいて表示装置が変形することを防ぐ
こともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１から図８は本発明に係る一実施形態を示しており、ここで説明する実施の形態は、
この発明を携帯電話機に適用した場合のものである。図１，２に示すように、この実施の
形態に係る携帯電話機（携帯電子機器）１は、第１の筐体２と、この第１の筐体２の厚さ
方向に重ね合わせ可能な第２の筐体３と、これら２つの筐体２，３を相互に折り畳み自在
に連結するヒンジ部５とを備えている。なお、ヒンジ部５は、２つの筐体２，３の各端部
２ａ，３ａ（以下、基端部２ａ，３ａと呼ぶ。）同士を連結するように配されている。
【０００９】
　第１の筐体２の内部には、通話キー、終話キー等の各種の押圧可能な操作キーからなる
操作部７及び通話用のマイクロフォン部９が設けられている。マイクロフォン部９は、基
端部２ａとは反対側に位置する第１の筐体２の先端部２ｂに配されている。これら操作部
７及びマイクロフォン部９は、２つの筐体２，３を相互に重ね合わせた状態において第２
の筐体３に対向する第１の筐体２の対向面２ｃから外方に露出している。
【００１０】
　第２の筐体３の内部には、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等、表面に各種情報を表
示する表示面１１ａ，１３ａを有する２つの表示部１１，１３、通話用のスピーカ部１５
、そして、第１の筐体２に備える操作部７やマイクロフォン部９と電気接続させるための
回路基板（不図示）が設けられている。スピーカ部１５は、基端部３ａとは反対側に位置
する第２の筐体３の先端部３ｂに配されている。
　第１の表示部（表示装置）１１の表示面（表示領域）１１ａ及びスピーカ部１５は、２
つの筐体２，３を相互に重ね合わせた状態において第１の筐体２に対向する第２の筐体３
の対向面３ｃから外方に露出している。また、第２の表示部１３の表示面１３ａは、２つ
の筐体２，３の開閉状態にかかわらず、対向面３ｃとは反対側に位置する第２の筐体３の
外面３ｄから外方に露出している。なお、図中の符号１６は、基地局と無線通信を行うた
めのアンテナである。
【００１１】
　この第２の筐体３は、第２の筐体３の対向面３ｃ側を構成するフロントケース１７、及
び、第２の筐体３の外面３ｄ側を構成するリアケース１９を備えている。これらフロント
ケース１７及びリアケース１９は、互いに第２の筐体３の厚さ方向に結合可能となってい
る。図３，４に示すように、前述した第１の表示部１１、回路基板２１及び第２の表示部
１３は、このフロントケース１７の内面１７ａ側から順番に重ねて配されるようになって
いる。
　第１の表示部１１は、平面視略矩形の厚板状に形成されており、フロントケース１７の
内面１７ａに配されるようになっている。ここで、フロントケース１７には、その対向面
３ｃ側から内面１７ａ側に貫通する平面視矩形状の開口部１７ｂが形成されており、第１
の表示部１１の表示面１１ａはこの開口部１７ｂを通じて外方に露出するようになってい
る。この第１の表示部１１の長手方向（Ｘ方向）の一端部には、回路基板２１に電気接続
するためのフレキシブル配線板２３が一体的に取り付けられている。
【００１２】
　また、第１の表示部１１には、第１の表示部１１の近傍で発生した静電気を回路基板２
１に形成されたグランド電極（不図示）に逃がすための静電気除去部材２５が取り付けら
れている。この静電気除去部材２５は、金属や導電性プラスチックあるいは金属メッキが
施されたプラスチック等の導電性材料からなり、表示面１１ａの反対側に位置する第１の
表示部１１の裏面１１ｂの略全体に配される板状の底壁部２７と、裏面１１ｂに隣接し、
厚さ方向（Ｚ方向）に沿う第１の表示部１１の側面１１ｃに配される複数の側壁部２９と
を備えており、この側壁部２９は折り曲げるようにして一体的に形成されている。
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　底壁部２７には、その厚さ方向に貫通する円形の孔３１が複数形成されている。これら
複数の孔３１は、第１の表示部１１の長手方向にわたって複数列並べられると共に、隣り
合う列の孔３１が互いにオフセットするように配されている。
【００１３】
　また、底壁部２７の幅方向の両端部には、静電気除去部材２５の位置決め用の挿通孔３
３が一対形成されている。すなわち、第１の表示部１１の裏面１１ｂのうち幅方向の両端
部には、厚さ方向（Ｚ方向）に突出する突出部３５が一対形成されている。そして、静電
気除去部材２５を第１の表示部１１に取り付ける際に、各突出部３５をそれぞれ挿通孔３
３に挿通させることにより、第１の表示部１１に対する静電気除去部材２５の位置決めを
容易に行うことができる。
【００１４】
　さらに、底壁部２７のうち、一方の挿通孔３３に隣接する静電気除去部材２５の幅方向
の一端部には、第１の表示部１１の裏面１１ｂから離間する方向に突出する２つの突起部
３７が形成されている。これら２つの突起部３７は、底壁部２７の長手方向に並べて配さ
れている。また、各突起部３７は、図４（ｂ）に示すように、第１の表示部１１の裏面１
１ｂに接する底壁部２７の表面２７ａに対して窪むと共に、接触面２７ａとは反対側に位
置する底壁部２７の裏面２７ｂから突出する形状をなしており、その表面が球面状となっ
ている。
　これら突起部３７は、底壁部２７の裏面２７ｂに対向して回路基板２１を重ね合わせた
状態において、回路基板２１の表面２１ａに形成されるグランド電極（不図示）に接触す
るようになっている。
【００１５】
　複数の側壁部２９は、第１の表示部１１の幅方向（Ｙ方向）の両端部に位置する一対の
側面１１ｃにそれぞれ配され、第１の表示部１１を幅方向から挟み込むように構成されて
いる。
　第１の表示部１１の長手方向の両端に配される側壁部２９には、その厚さ方向に貫通す
る係合孔２９ａが形成されている。この係合孔２９ａは、底壁部２７及び側壁部２９を第
１の表示部１１の裏面１１ｂ及び側面１１ｃにそれぞれ配した状態において、第１の表示
部１１の側面１１ｃから突出する爪部３９に係合して、静電気除去部材２５が第１の表示
部１１から不意に外れることを防止している。
【００１６】
　これら第１の表示部１１及び静電気除去部材２５により、第１の表示部１１の静電気対
策用の表示ユニット４０が構成される。
　静電気除去部材２５の裏面２７ｂ側に配される回路基板２１の幅方向の両端部には、凹
状の嵌合穴２１ｃが一対形成されている。これら嵌合穴２１ｃは、第１の表示部１１の各
突出部３５を嵌め込むものであり、この突出部３５を嵌合穴２１ｃに嵌め込んだ状態にお
いては、静電気除去部材２５を取り付けた第１の表示部１１と回路基板２１とが相互に固
定され、相互の位置ずれを防止することができる。
【００１７】
　第２の表示部１３は、図３，５に示すように、表面２１ａとは反対側に位置する回路基
板２１の裏面２１ｂに配されるものであり、外方に露出する表示面１３ａを備える略矩形
板状の表示部本体４１と、表示部本体４１の長手方向の一端部に取り付けられたフレキシ
ブル配線板４３と、表示部本体４１の幅方向の両端部に位置する側面４１ｃから突出する
一対の突出部４５とを備えている。フレキシブル配線板４３は、表示部本体４１を回路基
板２１に電気接続するためのものである。
　一対の突出部４５は、表示部本体４１を挟んで互いに対称な位置に配されている。各突
出部４５は、表示部本体４１の側面４１ｃから表示面１３ａに対して略平行に延びる略板
状の水平壁部４７と、水平壁部４７の先端から回路基板２１側に向けて延びる垂直壁部４
９とを備えている。垂直壁部４９は、表示部本体４１の裏面４１ｂから厚さ方向下方に突
出するように形成されており、その先端には略楔状の鉤部４９ａが形成されている。
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【００１８】
　水平壁部４７は、表示部本体４１の厚さ寸法よりも薄い平面視矩形の板状に形成されて
おり、その上面４７ａが、表示面１３ａを含む表示部本体４１の頂面１９ａから厚さ方向
下方に下がった位置に配されている。また、水平壁部４７は、その下面４７ｂが表示面１
３ａの反対側に位置する表示部本体４１の裏面４１ｂと共に同一平面を形成する位置に配
されている。
　この水平壁部４７は、その厚さ方向に貫通する平面視略矩形状の貫通孔５１と、貫通孔
の周縁を構成する枠部５３とを有しており、この枠部５３のうち、貫通孔５１を挟んで水
平壁部４７の延出方向に延びる一対の連接部５５は、弾性変形可能な程度の太さを有して
おり、その間隔は静電気除去部材２５に形成された一対の突起部３７の間隔と略等しい。
【００１９】
　以上のように構成された第１の表示部１１、回路基板２１及び第２の表示部１３を、図
６，７に示すように、フロントケース１７の内面１７ａ側に順番に重ねて配した状態にお
いては、第１の表示部１１及び回路基板２１が、フロントケース１７の内面１７ａから突
出して形成された突出壁部６１に囲まれて収容されることになる。なお、この収容状態に
おいては、静電気除去部材２５の突起部３７が回路基板２１の表面２１ａに形成されたグ
ランド電極６３に接触すると共に、回路基板２１の裏面２１ｂがフロントケース１７の突
出壁部６１の先端部から突出した位置に配される。
【００２０】
　また、この状態においては、第２の表示部１３の垂直壁部４９に形成された鉤部４９ａ
が、突出壁部６１の基端部に形成された孔６１ａに係合している。この係合状態において
は、第１の表示部１１及び回路基板２１がフロントケース１７と第２の表示部１３とによ
り挟み込まれると共に、第２の表示部１３が回路基板２１の裏面２１ｂに当接して、第２
の表示部１３により回路基板２１が静電気除去部材２５の裏面２７ｂに向けて付勢される
ことになる。
　さらに、この状態においては、一方の水平壁部４７の各連接部５５が、静電気除去部材
２５の各突起部３７と水平壁部４７の厚さ方向に重なる位置に配されると共に、前述のよ
うに回路基板２１を付勢した状態で水平壁部４７の厚さ方向に弾性変形する。そして、各
連接部５５の弾性変形に応じて回路基板２１が各突起部３７に向けて付勢されることにな
る。
【００２１】
　なお、図８に示すように、リアケース１９の幅方向の両端部には、第２の表示部１３に
対向するリアケース１９の内面１９ａから突出する一対のリブ６５が形成されている。こ
れらリブ６５は、フロントケース１７とリアケース１９とを組み合わせた状態において、
第２の表示部１３の水平壁部４７を回路基板２１側に向けて押さえつけるようになってお
り、第２の表示部１３と回路基板２１や第１の表示部１１との位置ずれが発生することを
防止している。
【００２２】
　以上のように携帯電話機１を構成することにより、第１の表示部１１の表示面１１ａ側
から静電気が侵入しても、第１の表示部１１の側面１１ｃに配された静電気除去部材２５
の側壁部２９に誘導されて、回路基板２１のグランド電極６３に逃がすことができるため
、静電気の侵入による第１の表示部１１の誤動作を防止できる。
　また、第２の表示部１３の垂直壁部４９をフロントケース１７の突出壁部６１に係合さ
せることにより、回路基板２１が静電気除去部材２５の裏面２７ｂに向けて付勢され、か
つ、水平壁部４７の連接部５５によりグランド電極６３が各突起部３７に向けて押さえつ
けられる。すなわち、突起部３７がグランド電極６３に接触するように、回路基板２１及
び第１の表示部１１を相互に近づける方向に付勢しているため、第２の筐体３の厚さ方向
に振動が加えられても、突起部３７がグランド電極６３から離間することを防止して、静
電気除去部材２５とグランド電極６３との電気接続を確実に保持できる。
【００２３】
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　さらに、グランド電極６３に接触させる突起部３７を静電気除去部材２５の底壁部２７
に一体的に形成しているため、従来のように、静電気除去部材とグランド電極との間にバ
ネ等の接続子を別途設ける必要がなくなり、第１の表示部１１と回路基板２１とを重ね合
わせた厚さ寸法を小さくして、携帯電話機１の薄型化を図ることができる。
　また、従来の接続子を無くすなどして表示ユニット４０の構成部品点数の削減を図るこ
とができるため、表示ユニット４０の組み上げを容易に行うことができると共に、表示ユ
ニット４０のコスト削減も図ることができる。
【００２４】
　さらに、静電気除去部材２５を構成する底壁部２７及び側壁部２９は、板状部材を折り
曲げる様にして一体的に形成されると共に、第１の表示部１１の裏面１１ｂ及び側面１１
ｃに配されているため、第１の表示部１１の厚さ方向に外力が加えられても第１の表示部
１１が撓むことを抑制して、この撓みに基づいて第１の表示部１１が変形することを防ぐ
ことができる。したがって、例えば、表示面１１ａの中央部に厚さ方向から静圧加重を加
えても、第１の表示部１１を構成するガラス基板にクラックが発生することも確実に防止
できる。
　また、底壁部２７には、複数の孔３１が形成されているため、第１の表示部１１を保護
するための強度を損なうことなく、静電気除去部材２５の重量を軽くすることができ、表
示ユニット４０や携帯電話機１の軽量化を図ることができる。
【００２５】
　また、回路基板２１の嵌合穴２１ｃを第１の表示部１１の突出部３５に嵌合させること
により、携帯電話機１に振動が与えられても、静電気除去部材２５を取り付けた第１の表
示部１１と回路基板２１との相対位置がずれることを防止できるため、グランド電極６３
が静電気除去部材２５の突起部３７と擦れあって削れることを抑制できる。
　さらに、グランド電極６３に接触する突起部３７の表面は球面状に形成されているため
、突起部３７とグランド電極６３との間で摩擦が発生しても突起部３７によるグランド電
極６３の削れを防止して、静電気除去部材２５とグランド電極６３との電気接続を安定さ
せることができる。
【００２６】
　また、第２の筐体３内部に２つの表示部１１，１３及び回路基板２１を組み込む際には
、フロントケース１７の内面１７ａに第１の表示部１１、回路基板２１、第２の表示部１
３及びリアケース１９を順番に重ねることができるため、第２の筐体３の組み立てを容易
に行うことができ、携帯電話機１の製造効率の向上を図ることができる。
　さらに、静電気除去部材２５は、側壁部２９の係合孔２９ａに第１の表示部１１の爪部
３９を係合させることにより第１の表示部１１に固定されるため、静電気除去部材２５を
第１の表示部１１に対して容易に着脱することもでき、第１の表示部１１のメンテナンス
を容易に行うことができる。
【００２７】
　なお、上記実施形態においては、第２の表示部１３をフロントケース１７に係合させる
ための突出部４５を利用して回路基板２１を各突起部３７に向けて付勢するとしたが、こ
れに限ることはなく、回路基板２１が少なくとも突起部３７に向けて付勢されていればよ
い。
　また、第２の表示部１３及びフロントケース１７により第１の表示部１１と回路基板２
１とを挟み込むとしたが、これに限ることはなく、少なくとも第１の表示部１１と回路基
板２１とが近づく方向に付勢されていればよい。すなわち、第１の表示部１１及び回路基
板２１はフロントケース１７とリアケース１９とにより挟み込まれるとしても良いし、第
１の表示部１１と回路基板２１とを挟み込む部材を別途用意するとしても構わない。
【００２８】
　さらに、２つの突起部３７は、底壁部２７の長手方向に並べて配されるとしたが、これ
に限ることはなく、底壁部２７の幅方向に並べるとしても構わない。
　また、突起部３７は静電気除去部材２５の幅方向の一端部のみに配されるとしたが、こ
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れに限ることはなく、両端部に形成するとしてもよい。ただし、各突起部３７とグランド
電極６３との接点位置が相互に近い程、１つの突起部３７とグランド電極６３との接触不
良が発生した際の電気的な影響は小さいため、突起部３７は前述した一端部のみに配する
ことが好ましい。
【００２９】
　さらに、突起部３７は２つ形成されるとしたが、これに限ることはなく、少なくとも１
つ形成されていればよい。ただし、突起部３７が複数ある場合には、１つの突起部３７と
グランド電極６３との間にゴミ等が侵入して相互に接触していなくても、他の突起部３７
とグランド電極６３とを接触させておくことができ、回路基板２１と静電気除去部材２５
との電気的な接続不良の発生を防止できるため、突起部３７は複数形成しておくことが好
ましい。
【００３０】
　なお、突起部３７の数が過度に多い場合には、各突起部３７の高さを精度良く揃えなけ
れば各突起部３７とグランド電極６３との接触が不安定となるため、突起部３７の数は２
つ程度としておくことが良い。
　また、静電気除去部材２５の側壁部２９は、第１の表示部１１の側面１１ｃの一部にの
み配されるとしたが、これに限ることはなく、側面１１ｃの全体に配されるとしても構わ
ない。
【００３１】
　さらに、静電気除去部材２５は、第１の表示部１１に対して着脱可能に取り付けられる
としたが、これに限ることはなく、例えば、接着剤等により第１の表示部１１に貼り付け
られるとしても良い。
　また、互いに重ね合わせ可能な２つの筐体２，３を備えた携帯電話機１に適用されると
したが、携帯電話機１に限ることはなく、ＰＤＡ、デジタルカメラのように、筐体の外方
に露出する表示装置を備えた携帯電子機器であればよい。
【００３２】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】この発明の一実施形態に係る携帯電話機を構成する２つの筐体を相互に開いた状
態を示す対向面側の斜視図である。
【図２】図１の携帯電話機において、２つの筐体を相互に開いた状態を示す外面側の斜視
図である。
【図３】図１の携帯電話機において、第２の筐体の内部に配される第１の表示部、回路基
板及び第２の表示部を重ね合わせる順番に配した状態を示す分解斜視図である。
【図４】図１の携帯電話機において、第１の表示部に静電気除去部材を取り付けた状態を
示しており、（ａ）は拡大斜視図であり、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図５】図１の携帯電話機において、第２の表示部を示す拡大斜視図である。
【図６】図１の携帯電話機において、フロントケースの内面に第１の表示部、回路基板及
び第２の表示部を順次重ねて取り付けた状態を示す斜視図である。
【図７】図１の携帯電話機において、フロントケースに固定された第１の表示部、回路基
板及び第２の表示部を示す部分拡大断面図である。
【図８】図１の携帯電話機において、リアケースに対する第２の表示部の配置を示す拡大
斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
１　携帯電話機（携帯端末装置）
３　第２の筐体
１１　第１の表示部（表示装置）
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１１ａ　表示面（表示領域）
１１ｂ　裏面
１１ｃ　側面
２１　回路基板
２１ａ　表面
２５　静電気除去部材
２７　底壁部
２９　側壁部
３１　孔
３７　突起部
４０　表示ユニット
６３　グランド電極

【図１】

【図２】

【図３】
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