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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１筐体と、
　電子部品を備えた配線基板を内包する第２筐体と、
　互いの筐体の内部の電子部品を電気的に接続する信号線と、
　前記第１筐体と前記第２筐体とを開閉可能に接続し、前記信号線を挿通させる連結部と
、
　前記信号線の前記第２筐体側の端部に取り付けられる第１コネクタと、
　前記配線基板に設けられ、前記第１コネクタの底面側と前記第２筐体の厚さ方向にて嵌
合して接続される第２コネクタと、
　前記第１コネクタの天面側に前記厚さ方向で当接して配置されるカバー部材と、
　を備え、
　前記第１コネクタは、該第１コネクタの前記底面と前記天面との間の側面に配される前
記信号線の取り付け部と、前記第２コネクタ外形よりも突出する複数の第１コネクタ突起
と、を有し、
　前記カバー部材は、
　　前記第１コネクタの複数の第１コネクタ突起にそれぞれ係止される複数の第１の爪部
と、
　　前記第１コネクタが前記第２コネクタに接続されている状態でかつ前記複数の第１の
爪部が前記第１コネクタ突起にそれぞれ係止された状態にて、前記第１コネクタからの信
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号線が前記配線基板から離間する方向へ移動することを規制する第１の押さえ部と、
　を有し、
　前記第２筐体は、少なくとも内側面の一部が前記カバー部材に前記厚さ方向で当接する
ことを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第２筐体は、前記カバー部材に当接する内側面に、前記カバー部材を囲むように第
２のリブが設けられ、当該第２のリブを含んで導電性が与えられ、
　前記第２のリブは、前記第２筐体が前記電子部品を内包した状態で、前記カバー部材に
隣接して前記配線基板に当接して前記コネクタに対するシールドケースを形成することを
特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記信号線は、少なくとも二組の信号線の束で構成され、一の信号線の束に前記第１コ
ネクタが取り付けられるとともに、他の信号線の束の第２筐体側の端部には第３コネクタ
が取り付けられ、
　前記配線基板は、前記第２コネクタ近傍に前記第３コネクタの底面側と嵌合して接続さ
れる第４コネクタが設けられ、
　前記第３コネクタは、当該第３コネクタの側面に配される前記信号線の取り付け部と、
前記第４コネクタ外形よりも突出する第２コネクタ突起と、を有し、
　前記カバー部材は、
　　前記第３コネクタの第２コネクタ突起に係止される第２の爪部と、
　　前記第１コネクタが前記第２コネクタに、前記第３コネクタが前記第４コネクタにそ
れぞれ接続される状態でかつ前記複数の第１の爪部及び第２の爪部が前記第１コネクタ突
起及び前記第２コネクタ突起にそれぞれ係止された状態にて、前記第３コネクタからの信
号線が前記配線基板から離間する方向へ移動することを規制する第２の押さえ部と、を有
し、
　前記第１コネクタの天面と前記第３コネクタの天面とを跨ぐように形成されることを特
徴とする請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記配線基板は回路基板であって、前記回路基板には他の電子部品が取り付けられてお
り、前記カバー部材の取り付け状態での高さが前記他の電子部品と同じ高さであることを
特徴とする請求項１～３のいずれか一に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記カバー部材は、透光性を有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一に記載
の電子機器。
【請求項６】
　前記カバー部材は、取り付けたときに、前記第１コネクタと前記第３コネクタとの間の
前記配線基板に対向する位置に、前記信号線を案内する第１のリブが設けられていること
を特徴とする請求項３に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の電子機器及び当該電子機器の信号線をカバーするカバー部材
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　折り畳み可能な携帯電話機においては、二つの筐体の内部にそれぞれ設けられた回路基
板等の電子部品がフレキシブル配線板や細線同軸ケーブル等の信号線で電気的に接続され
る。このような信号線の組み込み作業を容易にする技術も種々提案されている（例えば特
許文献１）。
【０００３】
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　図１０に信号線として細線同軸ケーブルを用いた場合の筐体の分解斜視図を示す。なお
、図１０は従来技術ではない新規な部分も含んでいる。図１０（ａ）に示すように、一つ
の筐体１０３はケース１０３ｃとケース１０３ｄとを合体させることにより構成される。
図１０（ｂ）に示すように、ケース１０３ｃの内部には回路基板１０４が配置され、回路
基板１０４には、コネクタ１０５、１０６を介して信号線１０７、１０８が接続されてい
る。なお、コネクタ１０５、１０６と接続される回路基板１０４側のコネクタは、図１０
（ｂ）ではコネクタ１０５、１０６により隠れており、不図示である。図１０（ａ）及び
図１０（ｂ）に示すように、ケース１０３ｄの筐体内部側にはリブ１０９が設けられてお
り、コネクタ１０５、１０６が回路基板１０４側のコネクタから外れることを防止してい
る。
【特許文献１】特開２００４－２０７４４７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、図１０（ｂ）に示すように、信号線１０８等がコネクタ１０５等の天面側に乗
り上げた状態でケース１０３ｃ、１０３ｄを合体させると、コネクタ１０５とリブ１０９
との間で信号線１０８が挟まれ、断線するおそれがある。そこで、従来は信号線がコネク
タとリブとの間に挟まれないように作業者が注意する必要があった。
【０００５】
　本発明の目的は、組み立て作業を容易化できる電子機器及びカバー部材を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電子機器は、第１筐体と、電子部品を備えた配線基板を内包する第２筐体と、
互いの筐体の内部の電子部品を電気的に接続する信号線と、前記第１筐体と前記第２筐体
とを開閉可能に接続し、前記信号線を挿通させる連結部と、前記信号線の前記第２筐体側
の端部に取り付けられる第１コネクタと、前記配線基板に設けられ、前記第１コネクタの
底面側と嵌合して接続される第２コネクタと、前記第１コネクタの天面側に配置されるカ
バー部材と、を備え、前記第１コネクタは、当該第１コネクタの側面に配される前記信号
線の取り付け部と、前記第２コネクタ外形よりも突出する複数の第１コネクタ突起と、を
有し、前記カバー部材は、前記第１コネクタの複数の第１コネクタ突起にそれぞれ係止さ
れる複数の第１の爪部と、第１コネクタが前記第２コネクタに接続されている状態でかつ
前記複数の第１の爪部が前記第１コネクタ突起にそれぞれ係止された状態にて、前記第１
コネクタからの信号線が前記配線基板から離間する方向へ移動することを規制する第１の
押さえ部と、を有する。
【０００７】
　好適には、前記信号線は、少なくとも二組の信号線の束で構成され、一の信号線の束に
前記第１コネクタが取り付けられるとともに、他の信号線の束の第２筐体側の端部には第
３コネクタが取り付けられ、前記配線基板は、前記第２コネクタ近傍に前記第３コネクタ
の底面側と嵌合して接続される第４コネクタが設けられ、前記第３コネクタは、当該第３
コネクタの側面に配される前記信号線の取り付け部と、前記第４コネクタ外形よりも突出
する第２コネクタ突起と、を有し、前記カバー部材は、前記第３コネクタの第２コネクタ
突起に係止される第２の爪部と、前記第１コネクタが前記第２コネクタに、前記第３コネ
クタが前記第４コネクタにそれぞれ接続される状態でかつ前記複数の第１の爪部及び第２
の爪部が前記第１コネクタ突起及び前記第２コネクタ突起にそれぞれ係止された状態にて
、前記第３コネクタからの信号線が前記配線基板から離間する方向へ移動することを規制
する第２の押さえ部と、を有し、前記第１コネクタの天面と前記第３コネクタの天面とを
跨ぐように形成される。
【０００８】
　好適には、前記配線基板は回路基板であって、前記回路基板には他の電子部品が取り付
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けられており、前記カバー部材の取り付け状態での高さが前記他の電子部品と同じ高さで
ある。
【０００９】
　好適には、前記カバー部材は、透光性を有する。
【００１０】
　好適には、前記カバー部材は、取り付けたときに、前記第１のコネクタと前記第３のコ
ネクタとの間の前記配線基板に対向する位置に、前記信号線を案内する第１のリブが設け
られている。
【００１１】
　好適には、前記第２筐体は、少なくとも内側面の一部が前記カバー部材に当接する。
【００１２】
　好適には、前記第２筐体は、前記カバー部材に当接する内側面に、前記カバー部材を囲
むように第２のリブが設けられ、当該第２のリブを含んで導電性が与えられ、前記第２の
リブは、前記第２筐体が前記電子部品を内包した状態で、前記カバー部材に隣接して前記
配線基板に当接して前記コネクタに対するシールドケースを形成する。
【００１３】
　本発明のカバー部材は、信号線が接続されたコネクタの天面に取り付けられるカバー部
材であって、前記コネクタに設けられた複数のコネクタ突起にそれぞれ係止される複数の
爪部と、前記コネクタの底面が他のコネクタに嵌合して接続された際に、前記信号線の浮
き上がりを規制する押さえ部と、を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば組み立て作業を容易化できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１及び図２は、本発明を適用した携帯電話機の一実施形態を示す外観斜視図である。
携帯電話機１はいわゆる折り畳み式の携帯電話機として構成されており、図１は開状態を
、図２は閉状態を示している。
【００１６】
　携帯電話機１は、第１筐体２と、第２筐体３とを備え、第１筐体２及び第２筐体３は連
結部４により、連結部４側を回動の中心として開閉可能に連結されている。第１筐体２及
び第２筐体３は、閉状態で互いに対向する面（正面）側の正面側ケース２ｃ、３ｃと、そ
の背面側の背面側ケース２ｄ、３ｄとをそれぞれ備えている。正面側、背面側ケース２ｃ
、３ｃ、２ｄ、３ｄは、閉状態で一方の筐体側から他方の筐体側を見たときに、互いの輪
郭が略一致するように形成されている。これらケースは、例えば樹脂によりそれぞれ一体
成形される。
【００１７】
　第１筐体２には、正面側に画像を表示するメイン表示部７と、その背面側に画像を表示
するサブ表示部８とが、それぞれ各面に沿って設けられている。メイン表示部７及びサブ
表示部８は、例えば液晶表示ディスプレイによって構成される。
【００１８】
　また、第１筐体２には、背面側に撮像レンズが露出する撮像ユニット９と、背面側から
発光するストロボ１０とが設けられている。第１筐体２の連結部４側の端部には、撮像ユ
ニット９の撮影モードを通常の撮影モードからマクロ撮影に切り替えるための操作部材１
１が設けられている。
【００１９】
　第１筐体２の正面側ケース２ｃの連結部４側には、第１筐体２に内蔵されたスピーカの
音道を確保するための孔部２ｇ等が設けられている。孔部２ｇは正面ケース２ｃの両側面
にそれぞれ長孔状に設けられている。
【００２０】
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　第２筐体３は正面側に操作部１５を備えている。操作部１５には、テンキーボタン１５
ａ等の携帯電話機１を操作するための各種ボタンが配置されている。また、第２筐体３の
正面側にはマイクへの音道を確保するための孔部３ｈが設けられている。
【００２１】
　図３は、第２筐体３の内部を一部省略して示す図であり、背面側（図１の紙面奥手側）
から見た斜視図である。また、図４は、第２筐体３の背面側ケース３ｄを筐体内部側から
見た斜視図である。
【００２２】
　図３に示すように、第２筐体３内にはメイン基板２２が配置され、当該メイン基板２２
には、信号線２３が接続されている。信号線２３は、メイン基板２２から第１筐体２への
び、後述する第１筐体２のＬＣＤ基板２１にも接続されている。
【００２３】
　第２筐体３の正面側ケース３ｃの連結部４側の端部には、後述する第１筐体２の第１ヒ
ンジ部３０（図５参照）が嵌合する凹部２ｋが設けられており、凹部２ｋの両側には第２
ヒンジ部３１、第３ヒンジ部３２が形成されている。第２ヒンジ部３１、第３ヒンジ部３
２には、これらヒンジ部と第１ヒンジ部とを連結するための第１ヒンジパーツ３３、第２
ヒンジパーツ３４とが挿通される孔部３１ａ、孔部３２ａがそれぞれ設けられている。な
お、正面側ケース３ｃに背面側ケース３ｄが被せられると、第２ヒンジ部３１及び第３ヒ
ンジ部３２の凹部２ｋ側以外は、背面側ケース３ｄにより覆われ、孔部３１ａ、３２ａは
、第２筐体３の内部へ開口することになる。
【００２４】
　第１ヒンジパーツ３３は、例えば筒状に形成され、第２ヒンジ部３１に対して固定的に
設けられるとともに、第１ヒンジ部３０に対して回転可能に設けられている。第２ヒンジ
パーツ３４は、例えば携帯電話機１の開閉に伴うクリック感を生じさせるための不図示の
クリック機構等を含んで構成され、第１ヒンジ部３０に対して固定的に設けられるパーツ
３４ａと、第３ヒンジ部３２に対して固定的に設けられるパーツ３４ｂとを備えている。
パーツ３４ａとパーツ３４ｂとは互いに回転可能である。なお、これら第１ヒンジパーツ
３３及び第２ヒンジパーツ３４は、導電材料により構成してもよい。
【００２５】
　メイン基板２２は、正面側ケース３ｃと同程度の面積を有し、正面側ケース３ｃに積層
配置されている。メイン基板２２は、例えばパターン層、絶縁層、グランド層、電源層を
積層した多層式のプリント基板として構成され、不図示の高周波回路やメモリーカードを
挿入するためのメモリーカードホルダ３９等の各種回路が配置されている。
【００２６】
　なお、メイン基板２２と正面側ケース３ｃとの間には、メイン基板２２と略同程度の面
積を有し、メイン基板２２上の回路から放出される又は外部から侵入する電磁波を遮断す
るためのシールドケース（不図示）、操作ボタン１５ａに対応する押圧スイッチが設けら
れるフレキシブル配線板（不図示）が積層されている。シールドケースはメイン基板２２
のグランド層と電気的に接続されている。
【００２７】
　信号線２３は、例えば細線同軸の束からなる、いわゆる細線同軸ケーブルにより構成さ
れた信号線２３ａ、２３ｂを備えている。なお、信号線２３は信号線の束であるが、簡単
のため単に信号線という。信号線２３ａ、２３ｂの第２筐体３側の端部にはそれぞれコネ
クタ３５、３６が設けられ、当該コネクタ３５、３６がメイン基板２２に設けられたコネ
クタ３７、３８（図８、図９参照）に嵌合挿入されることにより、信号線２３とメイン基
板２２とは電気的に接続されている。信号線２３は、第２ヒンジ部３１に挿通されたヒン
ジパーツ３３の孔部３３ａに挿通されて、第２筐体３内部から第１筐体２内部へ延びてい
る。
【００２８】
　第２筐体３は、メインアンテナ部４１と、サブアンテナ部４２とを内部に備えている。
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メインアンテナ部４１は、第２筐体３の連結部４とは反対側（開閉側）の端部３ｂに設け
られ、サブアンテナ部４２は、第２筐体３の連結部４側の側方に設けられている。メイン
アンテナ部４１は、送受話やメールの送受信等に用いられるものであり、常時利用される
。サブアンテナ部４２は、音楽をダウンロードして再生するときなど、特定のアプリケー
ションが起動され、通信量が増加したときに利用されるものである。つまり、特定のアプ
リケーションが起動されるときは、アンテナ部４１及びサブアンテナ部４２はタイバシテ
ィアンテナとして利用される。
【００２９】
　図４に示すように、背面側ケース３ｄには、筐体内部側に背面側ケースの筐体内部側面
を区画するように複数のリブ３ｅが縦横に設けられている。リブ３ｅは、正面側ケース３
ｃと背面側ケース３ｄとを合体させたときに、メイン基板２２に当接する高さに形成され
ている。リブ３ｅに区画されたそれぞれの領域には、メモリーカードホルダ３９等の各種
電子部品が収納される。
【００３０】
　なお、第２筐体３の組み立て時においては、図３のように正面側ケース３ｃに回路基板
２２を配置した状態で、正面側ケース３ｃに背面側ケース３ｄが被せられ、ねじなどによ
り正面側ケース３ｃと背面側ケース３ｄとが固定される。
【００３１】
　図５は、第１筐体２の連結部４側の内部を一部省略して示す図であり、背面側（図１の
紙面奥手側）から見た斜視図である。
【００３２】
　第１筐体２の正面側ケース２ｃの連結部４側の端部には、第１ヒンジ部３０が設けられ
ている。第１ヒンジ部３０は、正面側ケース２ｃから正面側（図中下方）に突出し、第１
筐体２及び第２筐体３の回転軸を軸とする円筒状に形成されている。第１ヒンジ部３０に
は、中空部３０ａと、円筒の両端面にて中空部３０ａから筐体外部側へ開口する孔部３０
ｃと、円筒の側面にて中空部３０ａから筐体内部側へ開口する孔部３０ｄとが形成されて
いる。
【００３３】
　孔部３０ｃにはヒンジパーツ３３、３４（図３参照）が嵌合挿入される。ヒンジパーツ
３３に挿通された信号線２３は、ヒンジパーツ３３を介して孔部３０ｃを通過し、中空部
３０ａ、孔部３０ｄを経て第１筐体２内部へ延びる。信号線２３の信号線２３ａ、２３ｂ
の第１筐体２側の端部にはそれぞれコネクタ５５、５６が設けられ、当該コネクタ５５、
５６がＬＣＤ基板２１に設けられたコネクタ５７、５８に嵌合挿入されることにより、信
号線２３とＬＣＤ基板２１とは電気的に接続されている。
【００３４】
　ＬＣＤ基板２１は、第１筐体２の正面側ケース２ｃと同程度の幅を有し、正面側ケース
２ｃに積層配置されている。ＬＣＤ基板２１は、例えばパターン層、絶縁層、グランド層
、電源層を積層した多層式のプリント基板として構成され、メイン表示部７やサブ表示部
８がフレキシブル配線板等を介して接続される。
【００３５】
　第１筐体２は、連結部４側の端部に、スピーカ６１と、カメラユニット６２と、スピー
カ６１及びカメラユニット６２を保持する部品ホルダ６３とを備えている。スピーカ６１
は、着信音の発音や音楽再生に利用されるものである。スピーカ６１は、例えば全体とし
て略円柱状に形成され、正面側（図５の紙面下方）の端面に放音部を、背面側の端面に不
図示の接点を有し、当該接点がＬＣＤ基板２１のパターン層に接触することによりＬＣＤ
基板２１と接続されている。カメラユニット６２は、背面側に不図示の撮像レンズが設け
られ、フレキシブル配線板（ＦＰＣ）６４を介してＬＣＤ基板２１に接続されている。
【００３６】
　本実施形態では更に、第２筐体３の組み立て作業を容易化するために、携帯電話機１に
カバー部材が設けられる。
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【００３７】
　図６は、カバー部材７１を取り付けた状態で、第２筐体３の内部を一部省略して示す図
であり、背面側（図１の紙面奥手側）から見た斜視図であり、図７（ａ）はカバー部材７
１をメイン基板２２側から見た平面図であり、図７（ｂ）はカバー部材７１をメイン基板
２２に取り付けた状態を示す平面図である。
【００３８】
　カバー部材７１は、例えば樹脂により形成され、透光性を有している。すなわち、透明
樹脂により形成されている。図６に示すように、カバー部材７１は、メイン基板２２に平
行な板状の平面部７１ａと、平面部７１ａの周囲に設けられ、平面部７１ａに直交する側
面部７１ｂとを有しており、メイン基板２２に接続されたコネクタ３５、３６を覆うよう
に配置されている。側面部７１ｂは、少なくとも一部がコネクタ３５、３６の外周側に当
接し、コネクタ３５、３６に対して位置決めされるように設けられている。
【００３９】
　図７（ａ）に示すように、カバー部材７１には、信号線２３ａ、２３ｂが挿通される切
欠き部７１ｃ、７１ｄが側面部７１ｂに設けられており、図６に示すように信号線２３ａ
、２３ｂはカバー部材７１内部のコネクタ３５、３６からカバー部材７１外部に延びてい
る。
【００４０】
　図６に示すように平面部７１ａはコネクタ３５、３６に跨るように配置されており、図
７（ａ）に示すように平面部７１ａはコネクタ３５、３６の天面（基板と反対側の面）に
当接する当接面７１ｅ、７１ｆと、当接面７１ｅ、７１ｆから信号線２３ａ、２３ｂの配
置位置上に延在する押さえ部７１ｇ、７１ｈとを有している。なお、側面部７１ｂの高さ
は、当接面７１ｅがコネクタ３５、３６の天面に当接した状態で、側面部７１ｂがメイン
基板２２に当接する高さからメイン基板２２に当接しない高さの間で設定されている。
【００４１】
　なお、コネクタ３５、３６は、全体として略直方体状に形成されるとともに、メイン基
板２２に接続された状態では互いに対向するように配置され（図３も参照）、信号線２３
ａはコネクタ３５のコネクタ３６と対向する側面とは反対側の側面に設けられた信号線の
取り付け部から延び、信号線２３ｂはコネクタ３６のコネクタ３５と対向する側面にもう
けられた信号線の取り付け部から延びている。
【００４２】
　従って、図７（ａ）に示すように、例えばカバー部材７１は、コネクタ３５からコネク
タ３６に亘る広さの略矩形状部分と、コネクタ３５からコネクタ３６とは反対側に突出す
る略台形状部分とを有し、信号線２３ａを押さえる押さえ部７１ｇは当該台形状部分に含
まれ、信号線２３ｂを押さえる押さえ部７１ｈは当接面７１ｅ、７１ｆとの間に含まれて
いる。切欠き部７１ｃは台形状部分の上底と下底との間に設けられ、切欠き部７１ｄは矩
形状部分のコネクタ端部側であって、コネクタ３５とコネクタ３６との間付近に設けられ
ている。
【００４３】
　図７（ａ）に示すように、当接面７１ｅと、７１ｆとの間には、平面部７１ａからメイ
ン基板２２の方向へ突出するリブ７１ｉ、７１ｊ、７１ｋが設けられている。これらのリ
ブ７１ｉ、７１ｊ、７１ｋは、コネクタ３６の信号線２３ｂが接続されている側面に沿う
方向（図７（ａ）の紙面左右方向）において、カバー部材７１の切欠き部７１ｄとは反対
側に設けられている。
【００４４】
　リブ７１ｊは、カバー部材７１の外周側から内部側へ延び、コネクタ３５のコネクタ３
６と対向する側面に当接する位置に設けられている。すなわち、リブ７１ｊはコネクタ３
５に対する位置決め部として機能している。また、リブ７１ｋは、カバー部材７１の外周
側から内部側へ延び、コネクタ３６のコネクタ３５と対向する側面に当接する位置に設け
られている。すなわち、リブ７１ｋはコネクタ３６に対する位置決め部として機能してい
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る。
【００４５】
　リブ７１ｉは、リブ７１ｋの先端からリブ７１ｊの先端へ、切欠き部７１ｄの方向へ傾
斜しながら延びている。コネクタ３６から延びる信号線は、コネクタ３６の中央側の所定
範囲から延びるが、リブ７１ｉは当該所定範囲の境界線に隣接した位置からコネクタ３５
の方向へ延びている。また、リブ７１ｉは、コネクタ３５側ほど勾配が急になるように湾
曲して形成されている。従って、信号線２３ｂはリブ７１ｉによって切欠き部７１ｄ方向
に案内される。
【００４６】
　図７（ａ）に示すように、カバー部材７１は、コネクタ３５、３６と係合する爪部７１
ｌ、７１ｍ、７１ｎが設けられることによりコネクタ３５、３６に対して固定されている
。爪部７１ｌ、７１ｍ、７１ｎは、図７（ｂ）に示すように、コネクタ３５、３６の端部
側（信号線２３ａ、２３ｂが接続される側面と直交する側面側）にそれぞれ設けられてい
る。
【００４７】
　図８（ａ）は、図７（ｂ）のＡ－Ａ線における断面図、図８（ａ）は図７（ｂ）のＢ－
Ｂ線における断面図である。ただし、図８（ｂ）ではカバー部材７１は省略している。
【００４８】
　図８（ｂ）に示すように、コネクタ３５は、樹脂等の非導電体により形成された基体３
５ａに、信号線２３ａの細線同軸がそれぞれ接続された金属等の導電体３５ｂが複数配列
されて形成されている。また、コネクタ３７は、樹脂等の非導電体により形成された基体
３７ａに、メイン基板２２のパターン層と接続された金属等の導電体３７ｂが複数配列さ
れて形成されている。コネクタ３５の底面側（メイン基板２２側）には凸部３５ｃが、コ
ネクタ３７の天面側には凸部３５ｃが嵌合挿入される凹部３７ｃが設けられており、凸部
３５ｃと凹部３７ｃとが嵌合されることにより、導電体３５ｂと導電体３７ｂとは当接す
る。また、図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、コネクタ３５は、全体が凹状に形成
されており、コネクタ３７が嵌合挿入される。
【００４９】
　図８（ａ）に示すように、コネクタ３５には、コネクタ３７の外形よりも突出する突起
部３５ｅが両端部に設けられている。突起部３５ａは、コネクタ３５のコネクタ３７から
の取り外しを容易にするために設けられているものである。図８（ａ）に例示したコネク
タ３５では、コネクタ３５の基体３５ａと一体成形され、基体３５ａの端部側の面から突
出して設けられている。
【００５０】
　一方、カバー部材７１の爪部７１ｌは、カバー部材７１の側面部７１ｂのメイン基板２
２側の縁部において、カバー部材７１の外周側から内周側に突出するように設けられてい
おり、突起部３５ｅのメイン基板２２側に当接して突起部３５ｅに係止される。
【００５１】
　なお、コネクタ３６、３８、爪部７１ｍ、７１ｎについても、コネクタ３５、３７、爪
部７１ｌと同様である。すなわち、コネクタ３６の両端部には爪部７１ｍ、７１ｎを係止
する突起部がそれぞれ設けられている。
【００５２】
　図９（ａ）は、カバー部材７１の高さを示す概念図である。カバー部材７１は、コネク
タ３５、３６に取り付けられると、カバー部材７１のコネクタ３５、３６に当接する面の
反対側の平坦面７１ｏと、メモリーカードホルダ３９（図３も参照）のメイン基板２２と
は反対側の面３９ｏとが同一高さになるように設定されている。そして、背面側ケース３
ｄがメイン基板２２に被せられると、背面側ケース３ｄのリブ３ｅ（図４も参照）がメイ
ン基板２２に当接した状態で、背面側ケース３ｄの内側面３ｆはケース部材７１の平坦面
７１ｏに当接する。なお、メモリーカードホルダ３９以外の他の電子部品と同一高さにな
るように設定してもいよい。
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【００５３】
　リブ３ｅは、図４及び図９に示すように、カバー部材７１の配置領域Ｓを囲むように設
けられている。ただし、リブ３ｅには信号線２３が挿通される切り欠き部３ｇが形成され
ている。つまり、リブ３ｅは少なくとも信号線２３を通す部分を残してカバー部材７１を
囲むように設けられている。配置領域Ｓを囲むリブ３ｅ及び配置領域Ｓにおける内側面３
ｆには導電性が付与されている。導電性は、例えば、金属蒸着、スパッタリング、メッキ
、導電材料を含んだ導電塗料による塗装により付与される。
【００５４】
　リブ３ｅ及び内側面３ｆは一体的に金属蒸着等施して連続的に導電性が与えられており
、例えば正面側ケース３ｃと背面側ケース３ｄとをねじにより螺合すると、リブ３ｅの一
部が不図示のグランドラインに当接し、リブ３ｅと内側面３ｆとが基準電位となり、シー
ルドケースとなる。なお、リブ３ｅ及び内側面３ｆは基準電位となるものであればどのよ
うな部材等に接続してもよい。例えばメイン基板２２に設けられた基準電位パターンにリ
ブ３ｅを当接させてもよい。
【００５５】
　以上の実施形態によれば、第２筐体３の組み立て時には、コネクタ３５、３６をコネク
タ３７、３８に接続し、カバー部材７１を被せる。カバー部材７１は背面側ケース３ｄに
比較して小さく、信号線２３をコネクタ３５、３６と背面側ケース３ｄとの間に挟まない
ように正面側ケース３ｃに背面側ケース３ｄを取り付ける場合に比較して、容易にコネク
タ３５、３６とカバー部材７１との間に信号線２３を挟まないようにカバー部材７１を取
り付けることができ、これにより、正面側ケース３ｃに背面側ケース３ｄを取り付ける作
業も容易化される。
【００５６】
　カバー部材７１は、コネクタ３５等の取り外し用に設けられた突起部３５ｅに爪部７１
ｌ、７１ｍ、７１ｎを係止させることによりコネクタ３５等に対して取り付けられるため
、カバー部材７１の係止用に新たに係止部を設ける必要が無い。信号線２３は携帯電話機
１の開閉に伴って変形するが、カバー部材７１によって浮き上がりが防止される。
【００５７】
　カバー部材７１はコネクタ３５、３６に跨って配置され、コネクタ３５及び３６に設け
られた突起部に係止されるため、より強固に取り付けられる。また、一つのカバー部材で
カバーできるので部品点数が削減される。
【００５８】
　カバー部材７１の平坦面７１ｏがメモリーカードホルダ３９の面３９ｏと同一高さにな
るように設定されていることから、背面側ケース３ｄの内側面をカバー部材７１の配置領
域からメモリーカードホルダ３９の配置領域まで連続させることができ、金型成形性がよ
い。
【００５９】
　カバー部材７１は透光性を有しているので、作業者はカバー部材７１内の信号線２３を
視認しながらカバー部材７１を取り付けることができ、作業が容易化される。また、カバ
ー部材７１のリブ７１ｉによりカバー部材７１内の信号線２３が案内されるため、カバー
部材７１の取り付けが容易化される。
【００６０】
　正面側ケース３ｃと背面側ケース３ｄとを合体させたときに、背面側ケース３ｄの内側
面３ｆがカバー部材７１の平坦面７１ｏに当接するため、コネクタ３５、３６の抜け防止
、信号線２３のコネクタ３５、３６とカバー部材７１との間への侵入防止が一層図られる
。
【００６１】
　カバー部材７１が無い場合には、コネクタ３５、３６を囲むリブ３ｅを背面側ケース３
ｄに設けると、リブ３ｅとメイン基板２２との間に信号線２３が挟まれる可能性がある。
しかし、カバー部材７１が設けられることにより、信号線２３がある程度位置決めされ、
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コネクタ３５、３６を囲むリブ３ｅを設けることが可能となる。さらに、背面側ケース３
ｄの内側に導電性を与えることにより、カバー部材７１の周囲の内側面３ｆやリブ３ｅが
シールドケースとして機能する。カバー部材７１周辺では、信号線が多数集中しているた
めに、複数の信号線が同時に通電するとノイズを放出して高周波回路や無線回路に悪影響
を及ぼしたり、逆に無線回路や高周波回路からのノイズが信号線やコネクタに至れば、誤
動作を誘発する可能性もあったが、このようにコネクタの接続部分のみを囲うようなシー
ルドケースを簡単な構成で設けたため、ノイズ対策も容易である。特にカバー部材７１が
先に取り付けられてからのメイン基板２２とリブ３ｅとを当接させる手順で組み立てられ
るので、信号線２３をリブ３ｅの間に挟みこんでしまう危険が回避できることから、作業
性においてもリブ３ｅを設けたことは非常に有用である。
【００６２】
　本発明は以上の実施形態に限定されず、種々の態様で実施してよい。
【００６３】
　電子機器は携帯電話機に限定されない。第１筐体及び第２筐体が開閉可能に連結され、
互いの筐体の内部の電子部品が電気的に接続されていればよく、例えば、ノートパソコン
であってもよい。
【００６４】
　信号線は、第１筐体内部の基板や電子部品と第２筐体の基板や電子部品とを電気的に接
続し、電子機器の開閉に伴って変形するものであればよい。従って、細線同軸ケーブルに
限定されず、例えばフレキシブル配線板であってもよい。電子部品は信号線と電気的に接
続されるあらゆるものを含み、信号線は回路基板同士を接続するものに限定されない。例
えば信号線は表示装置と回路基板とを直接接続するものであってもよい。
【００６５】
　カバー部材の爪部は少なくとも２以上あればよく、３個に限定されない。第１及び第３
コネクタに設けられる突起部は、第２及び第４コネクタの外形よりも突出していればよい
。従って、例えば第１及び第３コネクタの側面の第２及び第４コネクタ側の縁部にカバー
部材の爪部を係止させてもよい。第１及び第３コネクタの基体に対して押し込み操作可能
な突起部であって、押圧すると第１及び第３コネクタと第２及び第４コネクタとの係合が
解除され、押圧を解除すると係合がなされるように構成されたものでもよい。
【００６６】
　カバー部材は透明樹脂により形成されるものに限定されない。例えば不透明の樹脂によ
り形成してもよい。この場合、例えばカバー部材の信号線上となる箇所をメッシュ加工す
れば、カバー部材内部の信号線を視認することができ、信号線がリブの規制に沿った形状
でカバー部材内に収まっているか確認できる。
【００６７】
　配線基板としてリジット基板やフレキシブル基板のような回路基板を例に述べたが、こ
れに限定されるものではない。例えば基板でなくとも、樹脂製ケースで覆われたモジュー
ルのような電子部品であっても、コネクタを設けることが可能であってかつ筐体内に格納
できるものであれば、本発明を実施できることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１の実施形態の携帯電話機を開状態で示す外観斜視図である。
【図２】図１の携帯電話機を閉状態で示す外観斜視図である。
【図３】図１の携帯電話機の第２筐体内部を示す斜視図である。
【図４】図１の携帯電話機の第２筐体の背面側ケースを示す斜視図である。
【図５】図１の携帯電話機の第１筐体の連結部周辺の内部を示す斜視図である。
【図６】図１の携帯電話機の第２筐体内部をカバー部材を取り付けて示す斜視図である。
【図７】図１の携帯電話機のカバー部材を示す図である。
【図８】図１の携帯電話機のカバー部材を示す図である。
【図９】図１の携帯電話機のカバー部材を示す図である。
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【図１０】一部に従来技術を含む携帯電話機の内部を示す図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…携帯無線装置、２…第１筐体、３…第２筐体、４…連結部、３６…第１コネクタ、
３８…第２コネクタ、７１…カバー部材。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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