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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正面に押圧可能な複数の操作キーを配したキー操作板と、前記キー操作板の裏面側に対
向する表面に前記操作キーの操作に応じて動作するキースイッチを配したキー基板と、を
有して構成される操作部ユニットと、
　前記操作キーの操作に基づく制御を行うための回路基板と、当該回路基板を被覆するシ
ールドケースとを有して構成される回路基板ユニットと、
　底壁部とその内面周囲から厚さ方向に突出する側壁部とを有する有底の箱状に一体形成
され、前記側壁部により前記厚さ方向に開口する開口部が形成される筐体とを備え、
　前記筐体の内部で、前記操作部ユニットと前記回路基板ユニットとを前記厚さ方向に順
次重ねて前記筐体に固設し、前記操作キーを外部に露出させ、
　前記キー操作板が、その周縁部を前記側壁部に当接させて前記筐体の前記開口部を閉塞
することを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　前記回路基板ユニットと前記操作部ユニットとが、前記筐体の前記底壁部に一体的に固
定されることを特徴とする請求項１に記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記操作部ユニットが、前記回路基板ユニットに固設され、
　前記回路基板ユニットが、前記底壁部に固設されることを特徴とする請求項２に記載の
携帯電子機器。
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【請求項４】
　前記キー操作板と前記シールドケース又は前記回路基板とを前記厚さ方向から相互に係
合させて、前記厚さ方向に直交する方向に関して前記キー操作板と前記シールドケース又
は前記回路基板との相対的な移動を規制する位置決め手段を備えることを特徴とする請求
項３に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記キー操作板は、少なくとも一部が弾性変形可能な樹脂部材若しくはゴム部材により
形成されていることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の携帯電子
機器。
【請求項６】
　前記操作部ユニットの正面部が、前記側壁部の厚さ方向の先端部よりも前記厚さ方向に
関して窪んだ位置に配されていることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項
に記載の携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯電話機、簡易型携帯電話機（ＰＨＳ（登録商標））、ＰＤＡ（Person
al Digital Assistants）、デジタルカメラ等の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帯電子機器としては、フロントケースとリア
ケースとを相互に厚さ方向に結合して筐体を構成するものがある（例えば、特許文献１参
照。）。筐体の内部には、押圧可能な複数の操作キーを設けた板状のキーユニット（キー
操作板）が設けられており、これら複数の操作キーは、フロントケースに形成された開口
部を通じて外方に露出するように配されている。この開口部は、操作キー毎に形成されて
いる、すなわち、操作キーと同じ数だけ形成されている。
【０００３】
　また、筐体の内部には、回路基板（キー基板）や電磁波の遮蔽やするシールド部材がキ
ーユニットに重ねて設けられている。筐体内部にキーユニットやシールド部材等を組み込
む際には、フロントケースの内面にキーユニット、回路基板、シールド部材及びリアケー
スを順次重ねた後に、キーユニット、回路基板及びシールド部材をフロントケースとリア
ケースとで狭持している。
　ところで、近年の携帯電子機器としては、筐体の外方に露出する各操作キーの面積を拡
大することで、各操作キーを押圧しやすいように工夫したものもある。すなわち、相互に
隣接する操作キーを近接して配置すると共に、複数の操作キーをフロントケースに形成さ
れた１つの大きな開口部からまとめて露出させたものがある。
【特許文献１】特開２００３－２８３１７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の携帯電子機器では、フロントケースに形成される開口部が拡
大すると、フロントケース自体の剛性が低下すると共に、フロントケースの製造が困難と
なる、すなわち、携帯電子機器の製造が面倒になるという問題がある。また、フロントケ
ースの剛性を保持することを考慮した場合には、開口部の大きさを制限する必要があるた
め、操作キーの面積拡大には限界が生じる。
　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、操作キーの面積を拡大して
も容易に製造することができる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】
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　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。
　本発明に係る携帯電子機器は、正面に押圧可能な複数の操作キーを配したキー操作板と
、前記キー操作板の裏面側に対向する表面に前記操作キーの操作に応じて動作するキース
イッチを配したキー基板と、を有して構成される操作部ユニットと、前記操作キーの操作
に基づく制御を行うための回路基板と、当該回路基板を被覆するシールドケースとを有し
て構成される回路基板ユニットと、底壁部とその内面周囲から厚さ方向に突出する側壁部
とを有する有底の箱状に一体形成され、前記側壁部により前記厚さ方向に開口する開口部
が形成される筐体とを備え、前記筐体の内部で、前記操作部ユニットと前記回路基板ユニ
ットとを前記厚さ方向に順次重ねて前記筐体に固設し、前記操作キーを外部に露出させ、
前記キー操作板が、その周縁部を前記側壁部に当接させて前記筐体の前記開口部を閉塞す
ることを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係る携帯電子機器は、前記回路基板ユニットと前記操作部ユニットとが
、前記筐体の前記底壁部に一体的に固定されることを特徴とする。
　さらに、本発明に係る携帯電子機器は、前記操作部ユニットが、前記回路基板ユニット
に固設され、前記回路基板ユニットが、前記底壁部に固設されることを特徴とする。
　また、本発明に係る携帯電子機器は、前記キー操作板と前記シールドケース又は前記回
路基板とを前記厚さ方向から相互に係合させて、前記厚さ方向に直交する方向に関して前
記キー操作板と前記シールドケース又は前記回路基板との相対的な移動を規制する位置決
め手段を備えることを特徴とする。
【０００７】
　さらに、本発明に係る携帯電子機器は、前記キー操作板の少なくとも一部が、弾性変形
可能な樹脂部材若しくはゴム部材により形成されていることを特徴とする。
　また、本発明に係る携帯電子機器は、前記操作部ユニットの正面部が、前記側壁部の厚
さ方向の先端部よりも前記厚さ方向に関して窪んだ位置に配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、操作部ユニットと回路基板ユニットとは、筐体の内部に厚さ方向に順
次重ねて固設されて、操作キーが外部に露出するため、従来のように、操作部ユニット及
び回路基板ユニットをフロントケースとリアケースとの２つの筐体で狭持させる必要が無
く、１つの筐体に固定することにより筐体内に配設されることになり、筐体に対する操作
部ユニットや回路基板ユニットの組み付け性を向上できる。
　さらに、操作部ユニットは、筐体の開口部全体を覆うように配することが可能であり、
従来のように、厚さ方向に相互に結合可能なフロントケース及びリアケースにより操作部
ユニットを挟み込んで筐体を構成する必要が無くなる。すなわち、携帯電子機器を構成す
る部品点数を削減して、携帯電子機器の製造コスト削減及び製造効率の向上を図ることが
できる。
　また、筐体は、底壁部及びこの周縁から立設する側壁部のみから構成することができる
ため、筐体の剛性を十分に確保して、携帯電子機器を容易に製造することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１から図６は本発明に係る第１の実施形態を示しており、ここで説明する実施の形態
は、本発明を携帯電話機に適用した場合のものである。この実施の形態に係る携帯電話機
（携帯電子機器）１は、図１に示すように、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２
ａ，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。
【００１０】
　第２の筐体３の内部には、各種情報を表示する表示面７ａを有するＬＣＤ（Liquid Cry
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stal Display）等の表示部７、通話用のスピーカ部９が設けられている。スピーカ部９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。表示部７
の表示面７ａ及びスピーカ部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。
　第１の筐体２は、図１，２に示すように、平面視略矩形の板状に形成された底壁部１１
と、その内面１１ａの周縁から厚さ方向に突出して枠状に形成された側壁部１３とにより
、底壁部１１の内面１１ａの上方側に開口する開口部２ｃを備えた有底の箱状に形成され
ている。
【００１１】
　この第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複数の操作キ
ー１５，１５，・・・を備えた操作部ユニット１７、通話用のマイクロフォン部１９、操
作キー１５の操作等に基づいて携帯電話機１の各種機能を制御するための回路基板２１を
備えた回路基板ユニット２２、及び、基地局と無線通信を行うためのアンテナユニット２
３が設けられている。
　操作部ユニット１７は、略厚板状に形成されており、操作キー１５を外方に露出させる
と共に第１の筐体２の開口部２ｃ全体を塞ぐように、回路基板２１を介して底壁部１１の
内面１１ａに重ねて配されるようになっている。また、マイクロフォン部１９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に配されるようになっており、操作
部ユニット１７に形成された孔部を介して外方に露出するようになっている。
　なお、外方に露出する表示部７の表示面７ａ、スピーカ部９、操作部ユニット１７の操
作キー１５及びマイクロフォン部１９は、第１、第２の筐体２，３を互いに重ね合わせて
閉じた状態において、各筐体２，３により覆い隠されるようになっている。
【００１２】
　操作部ユニット１７は、図３に示すように、表面（正面）２５ａに複数の操作キー１５
，１５，・・・を配した略板状のキー操作板２５と、キー操作板２５の裏面２５ｂに対向
する表面２９ａに各操作キー１５の操作に応じて動作する複数のキースイッチ２７，２７
，・・・を配した略薄板状のキー基板２９とを厚さ方向に順次重ねて構成されている。
　キー操作板２５は、弾性変形可能な樹脂部材若しくはゴム部材によって板状に形成され
ており、各操作キー１５の押圧操作に応じて厚さ方向に弾性変形するように構成されてい
る。これにより、操作キー１５の押圧操作を容易に行うことができる。また、各操作キー
１５と厚さ方向に重なるキー操作板２５の押圧領域のみが容易に弾性変形できるように、
キー操作板２５の各押圧領域の周囲には、フレームとして剛性の高いＰＥＴ材等からなる
補強部材（図示せず）がキー操作板２５に一体的に設けられている。なお、複数の操作キ
ー１５は、相互に近接して配列されている。
【００１３】
　回路基板ユニット２２は、回路基板２１を被覆すると共に回路基板２１に結合される略
板状のシールドケース３１を備えて構成される。このシールドケース３１は、回路基板２
１に搭載されると共にキースイッチ２７の動作等に応じて携帯電話機１を制御するＣＰＵ
等の各種電子部品（図示せず）に、静電気が到達することを防止する役割を果たすもので
ある。また、このシールドケース３１は、操作部ユニット１７の剛性を向上させる補強部
材としての役割も有している。したがって、このシールドケース３１は、例えば、マグネ
シウム合金やガラス繊維入り強化材料、また、ＡＢＳ樹脂にメッキを施した硬度の高い材
料等により形成されることが好ましい。
【００１４】
　上述したキー操作板２５、キー基板２９及びシールドケース３１は、キー基板２９を挟
み込むキー操作板２５及びシールドケース３１を複数のネジ３３（図示例では４つ）によ
り相互に締結することで、一体的に固定されることになる。
　なお、前述したアンテナユニット２３は、回路基板２１及びシールドケース３１に隣接
する位置に配されると共に、キー基板２９の裏面２９ｂに接着等により固定されている。
また、前述したマイクロフォン部（図示せず）は、回路基板２１と電気的に接続されてお
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り、キー操作板２５及びキー基板２９に形成された露出用孔２５ｃ，２９ｃを介して外方
に露出するように配されている。
【００１５】
　以上のように構成された操作部ユニット１７を第１の筐体２の内部に組み込む際には、
はじめに、図２に示すように、シールドケース３１の下側に回路基板２１を重ねた状態で
、第１の筐体２の開口部２ｃから内部に挿入する。この状態においては、回路基板２１が
底壁部１１の内面１１ａに対向して配されることになる。そして、内面１１ａの反対側に
位置する底壁部１１の外面１１ｂ側から、第１の筐体２とシールドケース３１とをネジ（
図示せず）により締結することで、操作部ユニット１７及び回路基板ユニット２２が第１
の筐体２に固定されることになる。上記のように、第１の筐体２を剛性の高いシールドケ
ース３１に直接固定することにより、第１の筐体２の剛性を向上させることができる。
【００１６】
　なお、この固定状態においては、図４に示すように、操作部ユニット１７を一体化する
ための複数のネジ３３がキー操作板２５の表面２５ａから外方に露出しているが、これら
ネジ３３を覆うように、複数の目隠し部材３５～３７（図示例では３つ）をキー操作板２
５の表面２５ａに配することで、各ネジ３３を覆い隠すことができる。これら目隠し部材
３５～３７は、操作キー１５に近接して配される。
　ここで、キー操作板２５の露出用孔２５ｃを覆う目隠し部材３５には、貫通孔３５ａが
設けられており、この貫通孔３５ａを介してマイクロフォン部１９を外方に露出させるこ
とができるようになっている。また、各目隠し部材３５～３７の厚さ寸法は、操作キー１
５と略同等となっており、目隠し部材３５～３７の表面と操作キー１５の表面とにより略
同一平面が形成されることなる。
【００１７】
　さらに、前述の固定状態においては、図５に示すように、第１の筐体２には、これに操
作部ユニット１７を固定させるネジを挿通させる複数の孔３９（図示例では４つ）が、第
１の筐体２の外面１１ｂから外方に露出して形成されている。これら孔３９は、第１の筐
体２の外面１１ｂに着脱自在に取り付けられる蓋体４１により覆い隠すことができる。
　なお、第１の筐体２の外面１１ｂには、携帯電話機１に電力を供給するバッテリー４３
を着脱自在に収納する収納部４５が設けられており、前述の蓋体４１は、収納部４５に収
納されたバッテリー４３を保護するものである。
【００１８】
　また、操作部ユニット１７を第１の筐体２の内部に固定した状態においては、図６に示
すように、キー操作板２５が第１の筐体２の開口部２ｃを閉塞している。
　すなわち、第１の筐体２の側壁部１３には、内面１３ａから窪んだ溝部４７が形成され
ており、この溝部４７にキー操作板２５の周縁部が挿入されている。また、この挿入状態
においては、キー操作板２５の弾性力によってキー操作板２５の周縁部が溝部４７に当接
している。これにより、第１の筐体２の開口部２ｃが閉塞され、回路基板２１やキー基板
２９を配した第１の筐体２の内部空間Ｖ１が、第１の筐体２の外方に対して密閉されるこ
とになる。
【００１９】
　また、この固定状態においては、操作キー１５の表面１５ａが、第１の筐体２の底壁部
１１の内面１１ａから延びる側壁部１３の先端面１３ｂよりも窪んだ位置に配されている
。これにより、側壁部１３に対向する操作キー１５の側面１５ｃが、側壁部１３によって
覆い隠されて外方に露出することがない。また、操作キー１５は、その裏面１５ｂの一部
とキー操作板２５の表面２５ａとの間に空隙Ｖ２を設けて配されるが、この空隙Ｖ２も側
壁部１３により覆い隠すことができる。
【００２０】
　上記のように、この携帯電話機１によれば、操作部ユニット１７と回路基板ユニット２
２とは、第１の筐体２の開口部２ｃを介して操作キー１５を外部に露出させるように、厚
さ方向に順次重ねて構成されて底壁部１１に一体的に固定されているため、従来のように
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、操作部ユニット１７及び回路基板ユニット２２をフロントケースとリアケースとの２つ
の筐体で狭持する必要が無く、１つの筐体２の底壁部１１に固定することにより第１の筐
体２内に配設されることになり、第１の筐体２に対する操作部ユニット１７や回路基板ユ
ニット２２の組み付け性を向上できる。
【００２１】
　また、第１の筐体２の開口部２ｃ全体が、操作部ユニット１７により塞がれているため
、底壁部１１の内面１１ａと略同等の面積を有する領域全体に操作キー１５を配すること
が可能となる。すなわち、各操作キー１５を容易に大きく形成することができる。また、
開口部２ｃの領域全体にわたって操作キー１５を配することができるため、携帯電話機１
のデザインの自由度を向上させることができる。
　さらに、操作部ユニット１７は、第１の筐体２の開口部２ｃ全体を覆うように配されて
いるため、従来のように、厚さ方向に相互に結合可能なフロントケース及びリアケースに
より操作部ユニット１７を挟み込んで第１の筐体２を構成する必要が無くなる。すなわち
、携帯電話機１を構成する部品点数を削減して、携帯電話機１の製造コスト削減及び製造
効率の向上を図ることができる。
【００２２】
　また、第１の筐体２は、底壁部１１及びこの周縁から立設する側壁部１３のみから構成
することができるため、第１の筐体２の剛性を十分に確保して、携帯電話機１を容易に製
造することが可能となる。
　さらに、第１の筐体２の内部に操作部ユニット１７を組み込む前に、キー操作板２５、
キー基板２９を予めシールドケース３１に一体的に固定することができるため、操作部ユ
ニット１７を第１の筐体２内部に容易に組み込むことができる。
　また、シールドケース３１はマグネシウム合金等の硬度の高い材料により形成されてい
るため、操作部ユニット１７の剛性を向上させることができ、前述の組み込み作業をさら
に容易に行うことができる。
【００２３】
　また、キー操作板２５により第１の筐体２の開口部２ｃをキー操作板２５の弾性力によ
って閉塞することにより、回路基板２１やキー基板２９を配した第１の筐体２の内部空間
Ｖ１が、第１の筐体２の外方に対して密閉されるため、外方からこの内部空間Ｖ１に、水
分や塵埃等の不純物が侵入することを防止できる。
　さらに、操作キー１５の側面１５ｃ及び操作キー１５とキー操作板２５との空隙Ｖ２が
、第１の筐体２の側壁部１３によって覆い隠されるため、手指等が、操作キー１５の側面
１５ｃに触れたり、空隙Ｖ２に引っ掛かる等して、操作キー１５がキー操作板２５の表面
２５ａから捲り上げられることを防止できる。
【００２４】
　なお、この第１の実施形態において、第１の筐体２を構成する側壁部１３の内面１３ａ
には、キー操作板２５の周縁部を挿入する溝部４７が形成されるとしたが、これに限るこ
とはなく、少なくともキー操作板２５が、第１の筐体２の開口部２ｃを閉塞していればよ
い。
　すなわち、例えば、第１の筐体２を構成する側壁部１３の内面１３ａに階段状の段差面
を形成し、この段差面にキー操作板２５の周縁部を当接させるようにしてもよい。この構
成の場合には、ネジによるシールドケース３１と底壁部１１とのを締結力により、すなわ
ち、シールドケースを底壁部１１に向けて引きつける力により、キー操作板２５の周縁部
を側壁部１３の段差面に当接させることができる。
【００２５】
　また、操作キー１５の表面１５ａは、側壁部１３の先端面１３ｂよりも窪んだ位置に配
されるとしたが、これに限ることはなく、少なくとも操作キー１５の裏面１５ｂが、側壁
部１３の先端面１３ｂよりも窪んだ位置に配されていればよい。この構成の場合でも、操
作キー１５とキー操作板２５との空隙Ｖ２が側壁部１３により覆われるため、空隙Ｖ２に
引っ掛けて、操作キー１５がキー操作板２５の表面２５ａから捲り上げられることを防止
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できる。
【００２６】
　次に、本発明による第２の実施形態について図７～１１を参照して説明する。なお、こ
の第２の実施形態に係る携帯電話機は、第１の実施形態と操作部ユニット１７、シールド
ケース３１の構成、及び、マイクロフォン部の取付構造について異なっている。ここでは
、操作部ユニット、シールドケースの構成及びマイクロフォン部の取付構造について説明
し、携帯電話機１の構成要素と同一の部分については同一符号を付し、その説明を省略す
る。
【００２７】
　図７，８に示すように、第１の筐体２に設けられる操作部ユニット５３は、表面（正面
）５５ａ側に、複数の操作キー１５を配すると共に、これら複数の操作キー１５の周囲に
略矩形枠状に形成された板状部材５７を配したキー操作板５５を備えている。
　板状部材５７は、その内縁が操作キー１５に隣接するように形成されている。また、板
状部材５７の外縁は、第１の筐体２の底壁部１１の周縁と同じ形状に形成されている。し
たがって、操作部ユニット５３を第１の筐体２に設けた状態においては、第１の筐体２の
側壁部１３の先端面１３ｂを板状部材５７の周縁により覆うことができる、すなわち、板
状部材５７により第１の筐体２の開口部２ｃを閉塞することができる。
【００２８】
　なお、この板状部材５７は操作キー１５のように厚さ方向に押圧できないようになって
いる。すなわち、キー操作板５５の表面５５ａと板状部材５７との間には、剛性の高いＰ
ＥＴ材等からなる補強部材５９が設けられており、この補強部材５９によって板状部材５
７に重ねて配されるキー操作板５５の弾性変形が規制されている。なお、この補強部材５
９は、各操作キー１５と厚さ方向に重なるキー操作板５５の押圧領域の周囲にも設けられ
ている。
【００２９】
　さらに、この板状部材５７には、図８～１０に示すように、その幅方向の両端部から底
壁部１１に向けて突出する一対の突出部６１が形成されている。一対の突出部６１は、キ
ー操作板５５及びキー基板２９の両端部に形成された貫通孔５５ｄ，２９ｄにそれぞれ挿
通され、シールドケース６３の幅方向の両端部まで延びている。すなわち、これら一対の
突出部６１は、シールドケース６３を挟んで互いに対称な位置に配されることになる。
　また、シールドケース６３の両端部には、キー基板２９に対向する表面６３ａから厚さ
方向に窪んだ一対の凹部６５が形成されており、一対の突出部６１は、キー操作板５５と
シールドケース６３とを厚さ方向に相互に重ねた状態において、各凹部６５にそれぞれ係
合するようになっている。したがって、突出部６１と凹部６５とが相互に係合した状態に
おいては、キー操作板５５やシールドケース６３の厚さ方向に直交する方向に関して、キ
ー操作板５５とシールドケース６３との相対的な移動が規制されることになる。すなわち
、これら一対の突出部６１及び凹部６５により、キー操作板５５とシールドケース６３と
の相対的な位置決めを行うケース位置決め手段（位置決め手段）６７が構成されることに
なる。
【００３０】
　また、図９～１１に示すように、第１の筐体２の内部に設けられるマイクロフォン部１
９は、シールドケース６３に対向する回路基板２１の表面２１ａに一体的に固定されると
共に回路基板２１と電気的に接続されている。
　シールドケース６３には、このマイクロフォン部１９を収容する略有底円筒状の収容凹
部６９がシールドケース６３の表面６３ａから突出して形成されている。この収容凹部６
９は、キー基板２９に形成された貫通孔２９ｅに挿通されると共に、キー基板２９に対向
するキー操作板５５の裏面５５ｂから窪んで形成された保持凹部７１に挿入されている。
なお、キー操作板５５は弾性変形可能であるため、保持凹部７１を弾性変形させることよ
り、保持凹部７１に収容凹部６９を密着させることができる。
【００３１】
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　このキー操作板５５の保持凹部７１の外面側には、前述の板状部材５７が一体的に固定
されている。そして、マイクロフォン部１９の音孔１９ａに対向する収容凹部６９、保持
凹部７１及び板状部材５７には、この音孔１９ａを外方に露出させるための露出用孔６９
ａ，７１ａ，５７ａがそれぞれ形成されている。
　したがって、キー操作板５５及びキー基板２９により構成される操作部ユニット５３と
シールドケース６３及び回路基板２１により構成される回路基板ユニット６４とを厚さ方
向に相互に重ねた状態においては、マイクロフォン部１９が収容凹部６９や保持凹部７１
の内部に固定されることになる。すなわち、操作部ユニット５３や回路基板２１の厚さ方
向に直交する方向に関して、操作部ユニット５３に対する回路基板２１の相対的な移動が
規制されることになる。これらマイクロフォン部１９、収容凹部６９及び保持凹部７１に
より、操作部ユニット５３と回路基板２１との相対的な位置決めを行う基板位置決め手段
（位置決め手段）７３が構成される。
【００３２】
　この第２の実施形態に記載した携帯電話機においては、第１の実施形態と同様の効果を
奏することができる。
　また、キー基板２９を介してキー操作板５５とシールドケース６３とを厚さ方向に重ね
た状態においては、ケース位置決め手段６７によってキー操作板５５とシールドケース６
３とが相互にずれることを防止できる。したがって、キー操作板５５及びキー基板２９か
らなる操作部ユニット５３とシールドケース６３とを予め一体的に固定する際に、キー操
作板５５に対するシールドケース６３の位置決めを容易に行うことができる。
【００３３】
　さらに、操作部ユニット５３とシールドケース６３と回路基板２１とを厚さ方向に重ね
た状態においては、基板位置決め手段７３によって操作部ユニット５３と前記回路基板２
１とが相互にずれることを防止できる。このため、操作部ユニット５３及び回路基板２１
を第１の筐体２の底壁部１１に配する際に、回路基板２１に対する操作部ユニット５３の
位置決めを容易に行うことができる。
　また、板状部材５７により第１の筐体２の開口部２ｃを閉塞することができるため、外
方から第１の筐体２の内部に水分や塵埃等の不純物が侵入することを防止できる。なお、
この構成の場合には、第１の実施形態において説明したように、キー操作板５５により第
１の筐体２の開口部２ｃを閉塞する必要が無くなる。
【００３４】
　なお、この第２の実施形態において、キー操作板５５の突出部６１は、シールドケース
６３の幅方向の両端部まで延びるように形成されるとしたが、これに限ることはなく、例
えば、回路基板２１の幅方向の両端部まで延びるように形成されるとしても構わない。
　この構成においては、シールドケース６３に形成される凹部６５を厚さ方向に貫通させ
ると共に、回路基板２１の両端部にもシールドケース６３と同様に一対の凹部を形成する
。そして、これらシールドケース６３及び回路基板２１の凹部にキー操作板５５の突出部
を係合させることで、操作部ユニット５３や回路基板２１の厚さ方向に直交する方向に関
して、操作部ユニット５３と回路基板２１との相対的な移動が規制されることになる。す
なわち、キー操作板５５の突出部６１及び回路基板２１の凹部により、操作部ユニット５
３と回路基板２１との相対的な位置決めを行う基板位置決め手段（位置決め手段）を構成
できる。
【００３５】
　また、ケース位置決め手段６７は、キー操作板５５の突出部６１とシールドケース６３
の凹部６５とから構成されるとしたが、これに限ることはなく、少なくともキー操作板５
５とシールドケース６３とを相互に係合するように構成されていればよい。すなわち、シ
ールドケース６３に、キー操作板５５の突出部６１と係合する孔や溝を形成するとしても
よい。また、例えば、シールドケース６３に、キー操作板５５に向けて突出する突出部を
形成すると共に、キー操作板５５に、この突出部を係合させる溝や孔を形成するとしても
構わない。
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【００３６】
　基板位置決め手段７３は、回路基板２１に固定されたマイクロフォン部１９、シールド
ケース６３の収容凹部６９及びキー操作板５５の保持凹部７１により構成されるとしたが
、これに限ることはなく、少なくとも操作部ユニット５３と回路基板２１とを相互に係合
するように構成されていればよい。
　すなわち、例えば、回路基板２１からシールドケース６３に向けて突出する突出部を形
成すると共に、シールドケース６３にこの突出部に係合する孔や溝を形成するとしてもよ
い。また、例えば、シールドケース６３から回路基板２１に向けて突出する突出部を形成
し、回路基板２１にこの突出部に係合する孔や溝を形成するとしても構わない。
【００３７】
　また、上述した２つの実施形態において、キー操作板２５，５５、キー基板２９及びシ
ールドケース３１，６３は、ネジ３３により相互に固定されるとしたが、これに限ること
はなく、少なくとも第１の筐体２に組み込んだ状態で、キー操作板２５，５５、キー基板
２９及びシールドケース３１，６３が相互に固定されていればよい。すなわち、キー操作
板２５，５５、キー基板２９及びシールドケース３１，６３は、第１の筐体２に組み込ま
れる前の状態において一体的に固定されていなくてもよい。
【００３８】
　この構成において、例えば、第１の実施形態に記載した操作部ユニット１７及び回路基
板ユニット２２を第１の筐体２の内部に組み込む場合には、はじめに、回路基板２１及び
シールドケース３１を順次第１の筐体２の底壁部１１に重ねて配すると共に、これらに隣
接するようにアンテナユニット２３を第１の筐体２の底壁部１１に配置する。その後、キ
ー基板２９及びキー操作板２５をシールドケース３１に順次重ねて配置する。最後に、キ
ー操作板２５と第１の筐体２とをネジにより相互に締結させることで、操作部ユニット１
７及び回路基板ユニット２２を一体化すると共に第１の筐体２に固定することができる。
　この構成の場合には、第１の筐体２とシールドケース３１とを締結するためのネジが不
要となるため、携帯電話機１の構成部品を削減して製造効率を向上させることができる。
【００３９】
　また、上記実施形態においては、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、このような携帯電話機１に限ることはなく、ＰＤＡ等
のように、少なくとも押圧操作可能な操作キーを複数備えた携帯電子機器であればよい。
　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】
【００４０】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る携帯電話機を示す斜視図である。
【図２】図１の携帯電話機において、操作部ユニット及び回路基板ユニットを第２の筐体
から取り外した状態を示す分解斜視図である。
【図３】図１の携帯電話機において、操作部ユニット及び回路基板ユニットを示す分解斜
視図である。
【図４】図１の携帯電話機において、目隠し部材を操作部ユニットから取り外した状態を
示す分解斜視図である。
【図５】図１の携帯電話機において、蓋体を第１の箇体から取り外した状態を示す分解斜
視図である。
【図６】図１の携帯電話機において、第１の箇体の要部を示す拡大断面図である。
【図７】この発明の第２の実施形態に係る携帯電話機の第１の箇体を示す斜視図である。
【図８】図７の第１の箇体の内部を示す拡大断面図である。
【図９】図７の第１の箇体に設けられる操作部ユニットのキー操作板を示す斜視図である
。
【図１０】図７の第１の箇体から操作部ユニット及びシールドケースを取り外した状態を
示す分解斜視図である。
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【図１１】図７の第１の箇体の要部を示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【００４１】
１　携帯電話機（携帯電子機器）
２　第１の筐体
２ｃ　開口部
１１　底壁部
１１ａ　内面
１３　側壁部
１５　操作キー
１７，５３　操作部ユニット
２１　回路基板
２２，６４　回路基板ユニット
２５，５５　キー操作板
２５ａ，５５ａ　表面（正面）
２７　キースイッチ
２９　キー基板
２９ａ　表面
３１，６３　シールドケース
６７　ケース位置決め手段
７３　基板位置決め手段

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】



(12) JP 4652168 B2 2011.3.16
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【図１０】

【図１１】
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