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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面及び面方向が前記表面に対して直交する内周面を有し、内部が中空に形成された外
装部材と、
　前記内部に前記表面に対して直交する方向に起立して設けられた複数の支持部と、
　前記複数の支持部の各周囲にそれぞれ設けられた複数の緩衝部材と、
　前記複数の緩衝部材によって挟持されるように且つ前記表面に対して平行に配置される
ことにより、前記外装部材に対しては非接触状態となるように前記内部に保持された中部
材と、
を備え、
　前記複数の緩衝部材のうちの少なくとも１つの緩衝部材は、
　当該緩衝部材に対応する支持部をリング状に取り囲むように設けられたリング部と、
　前記表面に対して平行な方向であって前記内周面に沿う方向に前記リング部から突出す
る形状に形成された突出部と、
を有し、
　前記中部材は、前記表面に対して平行な方向の形状が、前記少なくとも１つの緩衝部材
における前記リング部を部分的に包み込む形状に、形成されていることを特徴とする携帯
機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯機器において、
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　前記少なくとも１つの緩衝部材は、前記突出部の外周面が前記外装部材における内周面
に接触するように、且つ、前記リング部の外周面に前記中部材が接触するように、配置さ
れていることを特徴とする携帯機器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の携帯機器において、
　前記中部材は、前記表面に対して平行な方向の形状が、前記少なくとも１つの緩衝部材
における前記突出部の前記リング部への付け根部分に食い込む形状に、形成されているこ
とを特徴とする携帯機器。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれかに記載の携帯機器において、
　前記少なくとも１つの緩衝部材は、当該少なくとも１つの緩衝部材に対応している前記
支持部の外周面に前記リング部の内周面が接触するように配置されていることを特徴とす
る携帯機器。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれかに記載の携帯機器において、
　前記少なくとも１つの緩衝部材に対応している前記支持部は、前記外装部材のコーナ部
の近傍に配置されていることを特徴とする携帯機器。
【請求項６】
　請求項５に記載の携帯機器において、
　前記少なくとも１つの緩衝部材は、前記近傍のコーナ部に接触するように配置されてい
ることを特徴とする携帯機器。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の携帯機器において、
　前記外装部材は、上部ケースと下部ケースとを備え、
　前記複数の支持部は、前記上部ケースと前記下部ケースとのいずれか一方に設けられて
いることを特徴とする携帯機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の携帯機器において、
　前記複数の支持部のそれぞれは、前記上部ケースに前記表面に対して直交する方向に起
立するように設けられており、それぞれに対応する締結部材との間に前記下部ケースを介
在させて前記締結部材と締結されることにより、前記上部ケースと前記下部ケースとを相
互に固定することを特徴とする携帯機器。
【請求項９】
　請求項１～請求項８のいずれかに記載の携帯機器において、
　前記中部材は、少なくとも回路基板が搭載されるインナーケースであることを特徴とす
る携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯端末機、携帯電話機などの携帯機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、携帯端末機においては、特許文献１に記載されているように、外装部材である
機器ケース内に中部材であるインナーケースを設け、このインナーケースに各種の部品を
搭載することにより、各種の部品を機器ケース内に組み込むように構成されたものが知ら
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１３４７８５号公報
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【０００４】
　この種の携帯端末機は、機器ケースが上部ケースと下部ケースとを備え、上部ケースの
周縁部に設けられた第１嵌合部と、インナーケースの上面における周縁部に設けられて上
部ケースの第１嵌合部に嵌合する第２嵌合部と、このインナーケースの下面における周縁
部に設けられた第３嵌合部と、下部ケースの周縁部に設けられてインナーケースの第３嵌
合部に嵌合する第４嵌合部と、を備えた構成になっている。
【０００５】
　このような携帯端末機は、上部ケースと下部ケースとをインナーケースによって相互に
結合することにより、機器ケースの剛性を高め、外部から衝撃を受けた際に、上部ケース
と下部ケースとインナーケースとの全体で衝撃を一体的に受け止めて、上部ケースと下部
ケースとインナーケースとの変形や位置ずれを防ぐように構成されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、このような携帯端末機は、上部ケースの第１嵌合部にインナーケースの
第２嵌合部を嵌合させ、このインナーケースの第３嵌合部に下部ケースの第４嵌合部を嵌
合させて、上部ケースと下部ケースとインナーケースとを相互に結合させた構成であるか
ら、機器ケースが外部から衝撃を受けると、その衝撃がインナーケースに伝わるため、イ
ンナーケースに搭載されている電子部品が衝撃によって破損し易いという問題がある。
【０００７】
　この発明が解決しようとする課題は、耐衝撃性の高い携帯機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る携帯機器は、表面及び面方向が前記表面に対して直交する内周面を有し
、内部が中空に形成された外装部材と、前記内部に前記表面に対して直交する方向に起立
して設けられた複数の支持部と、前記複数の支持部の各周囲にそれぞれ設けられた複数の
緩衝部材と、前記複数の緩衝部材によって挟持されるように且つ前記表面に対して平行に
配置されることにより、前記外装部材に対しては非接触状態となるように前記内部に保持
された中部材と、を備え、前記複数の緩衝部材のうちの少なくとも１つの緩衝部材は、当
該緩衝部材に対応する支持部をリング状に取り囲むように設けられたリング部と、前記表
面に対して平行な方向であって前記内周面に沿う方向に前記リング部から突出する形状に
形成された突出部と、を有し、前記中部材は、前記表面に対して平行な方向の形状が、前
記少なくとも１つの緩衝部材における前記リング部を部分的に包み込む形状に、形成され
ていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、外装部材が外部から衝撃を受けた際に、その衝撃が中部材に伝わら
ないように、外部からの衝撃を複数の緩衝部材によって緩衝することができるので、耐衝
撃性の高いものを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明を携帯端末機に適用した一実施形態を示した正面図である。
【図２】図１に示された携帯端末機の側面図である。
【図３】図１に示された携帯端末機を裏面側から見た斜視図である。
【図４】図１に示された携帯端末機のＡ－Ａ矢視における拡大断面図である。
【図５】図３に示された携帯端末機において、下部ケースを取り外した状態を示した拡大
裏面図である。
【図６】図５に示されたインナーケースを示し、（ａ）はその拡大正面図、（ｂ）はその
Ｂ－Ｂ矢視における拡大断面図である。
【図７】図６に示されたインナーケースの要部を示し、（ａ）は図６（ａ）における要部
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を示した拡大正面図、（ｂ）は図６（ｂ）における要部を示した拡大断面図である。
【図８】図３に示された携帯端末機のＣ－Ｃ矢視における要部を示した拡大断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図１～図８を参照して、この発明を携帯端末機に適用した一実施形態について説
明する。
　この携帯端末機は、図１～図３に示すように、外装部材である機器ケース１を備えてい
る。この機器ケース１は、上部ケース２と下部ケース３とで構成されている。上部ケース
２内には、表示部４と入力部５とが配置されている。下部ケース３の裏面（図３では表面
）には、読取装置６と電池蓋７とが設けられている。
【００１２】
　この場合、機器ケース１は、図１～図３に示すように、上部ケース２の表示部４側およ
びこれに対応する下部ケース３の読取装置６側に位置する先端部側（図１では上辺部側）
が、前後方向（図１では上下方向）に長い長方形状の本体部１ａに形成され、上部ケース
２の入力部５側およびこれに対応する下部ケース３の電池蓋７側に位置する手前部側（図
１では下辺部側）が、前後方向に長い長方形状の握り部１ｂに形成されている。
【００１３】
　すなわち、この機器ケース１は、図１～図３に示すように、握り部１ｂにおける機器ケ
ース１の長手方向と直交する方向の長さ（幅）が、本体部１ａにおける機器ケース１の長
手方向と直交する方向の長さ（幅）よりも短く形成されている。これにより、機器ケース
１は、全体がほぼ羽子板形状に形成されている。つまり、この機器ケース１は、本体部１
ａにおける表面の面積が握り部１ｂにおける表面の面積よりも広く形成され、かつ握り部
１ｂが握り易い形状に形成されている。
【００１４】
　ところで、この機器ケース１は、図４～図６示すように、その内部に中部材であるイン
ナーケース８が設けられている。このインナーケース８は、機器ケース１の本体部１ａ内
に配置される第１フレーム１０と、機器ケース１の握り部１ｂ内に第１フレーム１０と並
列に配置される第２フレーム１１と、この第１フレーム１０と第２フレーム１１とを連結
する連結部１２と、この連結部１２に設けられた第１緩衝部材１３と、を備えている。
【００１５】
　この場合、第１フレーム１０と第２フレーム１１とは、図５および図６に示すように、
それぞれ矩形状をなし、連結部１２と共にＡＢＳ樹脂、またはＰＣ樹脂とＡＢＳ樹脂との
複合材などの合成樹脂によって一体に形成されている。第１フレーム１０は、機器ケース
１の本体部１ａと同じ長方形状で、本体部１ａよりも少し小さい大きさの枠状に形成され
ている。
【００１６】
　第２フレーム１１は、図５および図６に示すように、機器ケース１の握り部１ｂと同じ
長方形状で、握り部１ｂよりも少し小さい大きさの樋状、つまり断面半円形状または断面
台形状に形成されている。この第２フレーム１１は、第１フレーム１０と第２フレーム１
１とが連結される連結方向であるインナーケース８の長手方向に対して直交する方向の長
さが、第１フレーム１０における連結方向である長手方向と直交する方向の長さよりも短
く形成されている。
【００１７】
　連結部１２は、図５～図７に示すように、第１フレーム１０と第２フレーム１１とが連
結される連結方向であるインナーケース８の長手方向に対して直交する方向の長さが、第
２フレーム１１の連結方向である長手方向に対して直交する方向の長さとほぼ同じ長さで
形成されている。この連結部１２には、第１緩衝部材１３が嵌着するスリット状の嵌合部
１２ａが第２フレーム１１の長手方向に対して直交する方向の長さよりも少し短い長さで
形成されている。
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【００１８】
　この場合、スリット状の嵌合部１２ａは、図６および図７に示すように、インナーケー
ス８の長手方向の長さが、連結部１２におけるインナーケース８の長手方向の長さよりも
少し短く形成され、かつインナーケース８の長手方向と直交する方向の長さが、連結部１
２におけるインナーケース８の長手方向と直交する方向の長さよりも少し短く形成されて
いる。
【００１９】
　すなわち、この嵌合部１２ａは、図６および図７に示すように、連結部１２の外周縁部
を除いて、連結部１２の外形よりも少し小さい大きさで形成されている。また、この嵌合
部１２ａは、連結部１２の表裏面方向である厚み方向に貫通しない凹部状に形成されてい
るが、これに限らず、連結部１２の表裏面方向である厚み方向に貫通した状態で形成され
ていても良い。
【００２０】
　第１緩衝部材１３は、図６および図７に示すように、シリコーン樹脂、エラストマーな
どの弾力性が高く、かつ硬度が８０～９０程度の合成樹脂で形成されている。この第１緩
衝部材１３は、第２フレーム１１における長手方向と直交する方向の長さよりも少し短い
長さで形成され、連結部１２に設けられたスリット状の嵌合部１２ａ内に嵌め込まれるよ
うに構成されている。
【００２１】
　すなわち、この第１緩衝部材１３は、図６および図７に示すように、連結部１２のスリ
ット状の嵌合部１２ａ内に嵌め込まれた状態で、嵌合部１２ａを弾力的に押し広げるよう
に嵌め込まれている。これにより、第１緩衝部材１３は、機器ケース１が外部から衝撃を
受け、その衝撃がインナーケース８に伝わった際に、連結部１２に集中する衝撃を緩衝し
て連結部１２を保護するように構成されている。
【００２２】
　一方、第１フレーム１０は、図４に示すように、その表面（図４では左側面）に表示部
４が設けられ、裏面（図４では右側面）に回路基板１４が設けられるように構成されてい
る。また、第２フレーム１１は、その表面（図４では左側面）に入力部５が設けられ、下
部（図４では右側面）に電池収納部１５が設けられるように構成されている。
【００２３】
　表示部４は、図１および図４に示すように、液晶表示パネル、ＥＬ（エレクトロ・ルミ
ネッセンス）表示パネルなどの平面型の表示パネルを備え、この表示パネルで情報を電気
光学的に表示するように構成されている。この表示部４は、図４に示すように、機器ケー
ス１の本体部１ａに対応する上部ケース２の箇所に設けられた表示開口部２ａに対応した
状態で、上部ケース２の内部に配置されている。
【００２４】
　これにより、表示部４は、図１および図４に示すように、表示した情報が表示開口部２
ａを通して上部ケース２の外部から見えるように構成されている。この場合、表示部４の
上辺側に位置する上部ケース２の箇所には、図１に示すように、スピーカ１６ａとインジ
ケータ用の発光素子（ＬＥＤ）１６ｂとが設けられている。
【００２５】
　回路基板１４は、図４および図５に示すように、携帯端末機全体を制御する回路部が搭
載され、第１フレーム１０の裏面（図５では表面）に複数のビス１４ａによって取り付け
られ、この状態で上部ケース２の内部に配置されるように構成されている。この回路基板
１４は、表示部４が電気的に接続されると共に、入力部５、読取装置６、スピーカ１６ａ
、発光素子１６ｂ、および後述する電池２２がそれぞれ電気的に接続されるように構成さ
れている。
【００２６】
　入力部５は、図１、図２および図４に示すように、テンキー、演算キー、カーソルキー
、決定キー、電源キーなどの各種のキー５ａを備えている。この入力部５は、各種のキー
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５ａが上部ケース２の表面に設けられた複数のキー挿入孔２ｂから外部に露出した状態で
、上部ケース２に配列されている。これにより、入力部５は、各種のキー５ａを操作する
ことにより、情報を入力するように構成されている。
【００２７】
　この場合、入力部５の上辺部には、図１および図２に示すように、センタートリガーキ
ー１７ａが設けられている。このセンタートリガーキー１７ａは、上部ケース２のほぼ中
央部に設けられたキー挿入孔２ｂに挿入されて表面側に露出するように構成されている。
また、機器ケース１の両側面には、図２および図３に示すように、サイドトリガーキー１
７ｂがそれぞれ設けられている。このサイドトリガーキー１７ｂは、機器ケース１の両側
部に設けられたキー挿入孔２ｃに挿入されて外部に露出するように構成されている。
【００２８】
　読取装置６は、図２～図４に示すように、ユニットケース１８を備え、このユニットケ
ース１８の内部に読取部２０と撮影部２１とが設けられた構成になっている。この場合、
ユニットケース１８は、下部ケース３の裏面（図３では表面）に複数のビス１８ａによっ
て着脱可能に取り付けられるように構成されている。
【００２９】
　読取部２０は、図４に示すように、スキャナであり、レーザ光線などの光線を被読取物
（図示せず）に照射し、その反射光を受光することにより、被読取物のコード情報を読み
取るように構成されている。撮影部２１は、撮像素子を備えたカメラであり、読取部２０
で読み取る被読取物を画像として撮影するように構成されている。
【００３０】
　この読取装置６は、図４に示すように、読取部２０で読み取った被読取物のコード情報
が表示部４に表示されると共に、撮影部２１で撮影した被読取物の画像が表示部４に表示
されることにより、表示部４に表示された被読取物のコード情報および被読取物の画像を
見ながら、読取部２０による読取操作と撮影部２１による撮影操作とが同時に行われるよ
うに構成されている。
【００３１】
　ユニットケース１８は、図３および図４に示すように、四角形状の平板を機器ケース１
の長手方向に沿って緩やかに傾斜する山形状に突出させて形成されている。このユニット
ケース１８には、読取部２０に対応する読取窓部１９ａと、撮影部２１に対応する撮影窓
部１９ｂと、が設けられている。これら読取部２０と撮影部２１とは、読取部２０による
光線の照射方向Ｓ１と撮影部２１による撮影方向Ｓ２とが同一方向に設定されている。
【００３２】
　この場合、読取部２０と撮影部２１とは、図２および図４に示すように、読取部２０に
よる光線の照射方向Ｓ１と撮影部２１による撮影方向Ｓ２とが、機器ケース１の裏面に対
して所定角度θで傾いた状態で、ユニットケース１８内に配置されている。すなわち、読
取部２０による光線の照射方向Ｓ１と撮影部２１による撮影方向Ｓ２とは、下部ケース３
の裏面に対して握り部１ｂと反対側に位置する下部ケース３の先端側に向けて、４０°～
８０°の角度範囲で、好ましくは６０°の角度で傾いていることが望ましい。
【００３３】
　電池収納部１５は、図４および図５に示すように、第２フレーム１１にその表面側（図
４では左側面）に向けて凸となる断面半円形状または断面台形状に形成され、その裏面側
（図４では右側面）が開放され、この開放された箇所を通して電池２２が収納されるよう
に構成されている。この電池収納部１５は、第２フレーム１１と共に下部ケース３内に配
置され、この状態で電池蓋７によって塞がれるように構成されている。
【００３４】
　電池蓋７は、図３および図４に示すように、入力部５の裏面側に対応する下部ケース３
の裏面側（図３では表面側）にビス７ａによって着脱可能に取り付けられるように構成さ
れている。すなわち、この電池蓋７は、断面半円形の逆樋状に形成され、裏面側が凸にな
る状態で、下部ケース３内の電池収納部１５を覆って塞ぐことにより、握り部１ｂが握り
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易い形状になるように構成されている。
【００３５】
　ところで、機器ケース１は、図８に示すように、上部ケース２と下部ケース３とを重ね
合わせた際に、上部ケース２の下部周縁部（図８では右側周縁部）に設けられた係止溝２
３に、下部ケース３の上部周縁部（図８では左側周縁部）に設けられた係合突起２４が係
合することにより、上部ケース２と下部ケース３とが結合されるように構成されている。
【００３６】
　すなわち、上部ケース２の係止溝２３は、図５および図８に示すように、上部ケース２
の内側下部（図５では表面部）にその外周に沿って形成されている。下部ケース３の係合
突起２４は、図８に示すように、下部ケース３の内側上部にその外周に沿って形成されて
いる。これにより、機器ケース１は、上部ケース２と下部ケース３とを重ね合わせた際に
、上部ケース２の係止溝２３に下部ケース３の係合突起２４が嵌合して、上部ケース２と
下部ケース３とが結合されるように構成されている。
【００３７】
　また、この機器ケース１は、図５および図８に示すように、上部ケース２と下部ケース
３とのうちの一方である上部ケース２の内部にその表面に対して直交する方向に起立して
設けられて、上部ケース２と下部ケース３とを連結するための複数の支持ボス部２５と、
これら複数の支持ボス部２５の周囲にそれぞれ設けられて、上部ケース２と下部ケース３
とに弾接する複数の第２緩衝部材２６と、を備えている。
【００３８】
　この場合、複数の支持ボス部２５それぞれは、図５および図８に示すように、内部にね
じ部が設けられた円筒状に形成され、上部ケース２の表面側に位置する内面に起立して設
けられている。すなわち、これら複数の支持ボス部２５それぞれは、図８に示すように、
上部ケース２の表面側に位置する基端部の外径が下部ケース３側に位置する先端部の外形
よりも大きく形成されている。
【００３９】
　これにより、複数の支持ボス部２５それぞれは、図８に示すように、外周面に受け部２
５ａが段差状に形成された円筒形状に形成されている。また、これらの複数の支持ボス部
２５それぞれは、下部ケース３に設けられた複数のビス挿入部２７を通して複数のビス２
８がそれぞれ螺合するように構成されている。
【００４０】
　この場合、複数のビス挿入部２７それぞれは、図８に示すように、下部ケース３の裏面
側内面（図８では右側内面）から上部ケース２の裏面側（図８では右側）に向けて垂下さ
れている。これら複数のビス挿入部２７それぞれは、ビス２８がその頭部２８ａと共に挿
入する筒部２７ａと、この筒部２７ａの上端部（図８では左端部）に設けられてビス２８
のねじ部２８ｂが挿入する挿入孔を有する当接部２７ｂと、で構成されている。
【００４１】
　これにより、複数の支持ボス部２５は、図８に示すように、下部ケース３の複数のビス
挿入部２７を通して複数のビス２８の各ねじ部２８ｂがそれぞれ螺合した際に、上部ケー
ス２と下部ケース３とが複数の第２緩衝部材２６を弾力的に挟み付けた状態で、上部ケー
ス２と下部ケース３とを相互に固定するように構成されている。
【００４２】
　すなわち、上部ケース２と下部ケース３とは、図８に示すように、複数のビス２８の各
ねじ部２８ｂが複数の支持ボス部２５にそれぞれ螺合した際に、複数のビス２８の各頭部
２８ａが複数のビス挿入部２７の各当接部２７ｂを複数の第２緩衝部材２６に押し付け、
これら複数の第２緩衝部材２６が複数の支持ボス部２５の段差状の各受け部２５ａに押し
付けられることにより、複数の第２緩衝部材２６を弾力的に挟み付けるように構成されて
いる。
【００４３】
　この場合、複数の支持ボス部２５は、図５に示すように、上部ケース２内における四隅
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に設けられているほか、上部ケース２の長手方向における中間部に位置する両側部にも設
けられている。これに伴って、複数のビス挿入部２７は、図８に示すように、下部ケース
３の四隅と下部ケース３の長手方向における中間部に位置する両側部とに、複数の支持ボ
ス部２５それぞれと対応するように設けられている。
【００４４】
　複数の第２緩衝部材２６は、図５および図８に示すように、複数の支持ボス部２５にお
ける小径の先端部の各外周に配置されて、上部ケース２の内周面に弾接するほぼ円筒状に
形成されている。これら第２緩衝部材２６それぞれは、その表面側に位置する端面が上部
ケース２に設けられた複数の支持ボス部２５の段差状の各受け部２５ａに弾接し、裏面側
に位置する端面が下部ケース３のビス挿入部２７の下端部に設けられた当接部２７ｂに弾
接し、かつ外周面が上部ケース２の内周面に弾接するように構成されている。
【００４５】
　すなわち、これら複数の第２緩衝部材２６は、第１緩衝部材１３と同様、シリコーン樹
脂、エラストマーなどの弾力性が高く、かつ硬度が８０～９０程度の合成樹脂によって、
ほぼ円筒形状に形成されている。これら複数の第２緩衝部材２６それぞれは、図５に示す
ように、その外周面が上部ケース２の内周面つまり上部ケース２の表面に対して直交する
側面に対応する内面に沿う形状に形成されて上部ケース２の内周面に弾接するように形成
されている。
【００４６】
　この場合、複数の第２緩衝部材２６それぞれには、図５に示すように、上部ケース２の
内周面つまり上部ケース２の表面に対して直交する側面に対応する内面に沿う方向に延長
された突出部２６ａが形成されている。これら複数の第２緩衝部材２６の各突出部２６ａ
それぞれは、第２緩衝部材２６の外周面と共に上部ケース２の内周面に更に弾接するよう
に形成されている。
【００４７】
　また、これら複数の第２緩衝部材２６は、図５および図８に示すように、上部ケース２
と下部ケース３との間に配置されたインナーケース８を機器ケース１に対して非接触状で
保持するように構成されている。この場合、インナーケース８には、複数の第２緩衝部材
２６がそれぞれ装着する第１～第３の装着部３０～３２が設けられている。
【００４８】
　すなわち、第１の装着部３０は、図５および図６（ａ）に示すように、インナーケース
８の上辺の両側部つまり第１フレーム１０の上辺の両側部に設けられている。第２の装着
部３１は、インナーケース８の下辺の両側部つまり第２フレーム１１の下辺の両側部に各
支持ボス部２５に向けて突出して設けられている。第３の装着部３２は、インナーケース
８の長手方向における中間部の両側部つまり連結部１２の両側部と電池収納部１５の外周
部とに位置する箇所に設けられている。
【００４９】
　この場合、第１フレーム１０の上辺の両側部に設けられた第１の装着部３０は、図５に
示すように、これに対応する第２緩衝部材２６が装着する円弧状の切欠き部に形成されて
いる。第２フレーム１１の下辺の両側部に設けられた第２の装着部３１は、これに対応す
る第２緩衝部材２６に食い込む突起部に形成されている。連結部１２の両側部と電池収納
部１５の外周部とに位置する箇所に設けられた第３の装着部３２は、これに対応する第２
緩衝部材２６が装着する切欠き段差部に形成されている。
【００５０】
　これにより、インナーケース８は、図５および図８に示すように、第１～第３の装着部
３０～３２が複数の第２緩衝部材２６の各外周部に装着されることにより、機器ケース１
に対して非接触状態で、複数の第２緩衝部材２６によって機器ケース１内に保持されるよ
うに構成されている。
【００５１】
　この場合、インナーケース８は、図５および図８に示すように、第１～第３の装着部３
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０～３２が複数の第２緩衝部材２６に装着されて、機器ケース１内に保持された状態で、
機器ケース１が落下などの衝撃を受けた際に、インナーケース８の長手方向の衝撃と、そ
の長手方向と直交する方向の衝撃と、表裏面方向である厚み方向の衝撃とが、複数の第２
緩衝部材２６によって緩衝され、その衝撃がインナーケース８に伝わらないように構成さ
れている。
【００５２】
　次に、このような携帯端末機の作用について説明する。
　この携帯端末機を組み立てる場合には、予め、インナーケース８を形成し、このインナ
ーケース８に表示部４、入力部５、回路基板１４を搭載する。すなわち、インナーケース
８を形成する際には、ＡＢＳ樹脂、またはＰＣ樹脂とＡＢＳ樹脂との複合材などの合成樹
脂によって第１フレーム１０と第２フレーム１１と連結部１２とを一体に形成する。
【００５３】
　このときには、連結部１２にシリコーン樹脂、エラストマーなどの弾力性を有する合成
樹脂製の第１緩衝部材１３を２色成型によって一体に埋め込んで成型しても良いが、連結
部１２にスリット状の嵌合部１２ａを形成し、この嵌合部１２ａに第１緩衝部材１３を嵌
め込むことが望ましい。この場合には、第１緩衝部材１３が嵌合部１２ａをインナーケー
ス８の長手方向に押し広げる状態で嵌合部１２ａに嵌め込まれる。
【００５４】
　この状態で、第１フレーム１０の表面に表示部４を取り付けると共に、第１フレーム１
０の裏面に回路基板１４を取り付ける。また、第２フレーム１１の表面に入力部５を取り
付ける。そして、表示部４、回路基板１４、および入力部５が組み付けられたインナーケ
ース８を機器ケース１の上部ケース２内に組み込む。
【００５５】
　この場合には、予め、上部ケース２内に設けられた複数の支持ボス部２５における小径
の先端部の各外周に複数の第２緩衝部材２６をそれぞれ配置する。このときには、複数の
第２緩衝部材２６の表面側の各端面を上部ケース２に設けられた複数の支持ボス部２５の
段差状の各受け部２５ａに弾接させると共に、複数の第２緩衝部材２６の各外周面を上部
ケース２の内周面つまり上部ケース２の表面に足して直交する側面に対応する内面に弾接
させる。
【００５６】
　この状態で、上部ケース２内にインナーケース８を配置する。このときには、インナー
ケース８の第１～第３の装着部３０～３２を複数の第２緩衝部材２６の各外周部に装着さ
せる。すなわち、第１フレーム１０の上辺の両側部に円弧状の切欠き部状に形成された第
１の装着部３０を、これに対応する第２緩衝部材２６に装着させて、この第２緩衝部材２
６の外周部に第１の装着部３０を弾接させて保持させる。
【００５７】
　同様に、第２フレーム１１の下辺の両側部に突起部状に形成された第２の装着部３１を
、これに対応する第２緩衝部材２６に食い込ませて、この第２緩衝部材２６の外周部に第
２の装着部３１を弾力的に保持させる。また、連結部１２の両側部と電池収納部１５の両
側部とに位置する箇所に切欠き段差部状に形成された第３の装着部３２を、これに対応す
る第２緩衝部材２６に装着させて、この第２緩衝部材２６の外周部に第３の装着部３２を
弾接させて保持させる。
【００５８】
　これにより、インナーケース８は、第１～第３の装着部３０～３２が複数の第２緩衝部
材２６の各外周部に装着されることにより、上部ケース２に対して非接触状態で、複数の
第２緩衝部材２６によって上部ケース２内に保持される。このため、インナーケース８は
、その長手方向から加わる衝撃、その長手方向と直交する方向から加わる衝撃、および表
裏面方向である厚み方向から加わる衝撃が、複数の第２緩衝部材２６によって緩衝される
状態で、上部ケース２内に保持される。
【００５９】
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　この状態では、表示部４が上部ケース２の表示開口部２ａに対応して配置され、入力部
５の各キー５ａが上部ケース２のキー挿入孔２ｂに挿入して外部に露出する。また、この
ときには、センタートリガーキー１７ａが上部ケース２のキー挿入孔２ｂに挿入して外部
に露出し、サイドトリガーキー１７ｂが機器ケース１の両側部に位置する上部ケース２の
両側部のキー挿入孔２ｃに挿入して外部に露出する。
【００６０】
　そして、上部ケース２に下部ケース３を取り付ける。このときには、上部ケース２の裏
面側の周縁部に設けられた係止溝２３に、下部ケース３の表面側の周縁部に設けられた係
合突起２４を対応させると共に、上部ケース２に設けられた複数の支持ボス部２５に、下
部ケース３に設けられた複数のビス挿入部２７を対応させ、この状態で上部ケース２と下
部ケース３とを重ね合わせる。
【００６１】
　すると、上部ケース２の係止溝２３に下部ケース３の係合突起２４が嵌め込まれて、上
部ケース２と下部ケース３とが結合される。この状態で、下部ケース３の複数のビス挿入
部２７の各筒部２７ａ内にその外部から複数のビス２８をそれぞれ挿入させ、この挿入し
た複数のビス２８の各ねじ部２８ｂを複数のビス挿入部２７の各当接部２７ｂの挿入孔に
挿入させ、この挿入した複数のビス２８の各ねじ部２８ｂを複数の支持ボス部２５に螺合
させて締め付ける。
【００６２】
　これにより、複数のビス２８の各頭部２８ａによって下部ケース３の複数のビス挿入部
２７の各当接部２７ｂが複数の第２緩衝部材２６の裏面側の各端面に押し付けられて弾接
する。これに伴って、複数の第２緩衝部材２６の表面側の各端面が上部ケース２に設けら
れた複数の支持ボス部２５の段差状の各受け部２５ａに押し付けられて弾接する。このた
め、上部ケース２と下部ケース３とが複数の第２緩衝部材２６を介して相互に固定される
。この結果、機器ケース１が組み立てられる。
【００６３】
　この状態で、機器ケース１の本体部１ａの裏面、つまり機器ケース１の本体部１ａに対
応する下部ケース３の裏面に読取装置６のユニットケース１８を複数のビス１８ａによっ
て取り付ける。この場合には、予め、ユニットケース１８の読取窓部１９ａに読取部２０
を対応させ、ユニットケース１８の撮影窓部１９ｂに撮影部２１を対応させ、この状態で
ユニットケース１８内に読取部２０と撮影部２１とを組み付ける。
【００６４】
　また、機器ケース１の握り部１ｂに対応するインナーケース８の第２フレーム１１に設
けられた電池収納部１５内に電池２２を収納し、機器ケース１の握り部１ｂ内に設けられ
た電池収納部１５を電池蓋７で覆う。この状態で、機器ケース１の握り部１ｂに対応する
下部ケース３の裏面に電池蓋７をビス７ａによって取り付ける。これにより、携帯端末機
が組み立てられる。
【００６５】
　次に、この携帯端末機を使用する場合について説明する。
　この場合には、まず、機器ケース１の上部ケース２を上に向けて、機器ケース１の握り
部１ｂをオペレータが手で握る。この状態では、上部ケース２の表示部４と入力部５とが
上を向くので、入力部５の各種のキー５ａを操作して商品やその在庫などの情報を入力す
ることができ、その入力された情報が表示部４に表示される。
【００６６】
　また、読取装置６で商品に張られたラベルなどの被読取物のコード情報およびその画像
を取り込む場合には、ユニットケース１０に設けられた読取窓部１９ａと撮影窓部１９ｂ
とを被読取物に向けて、入力部５の上辺部に設けられたセンタートリガーキー５ｂと機器
ケース１の両側部に設けられたサイドトリガーキー５ｃとのいずれかを操作する。すると
、読取装置６の読取部２０が被読取物のコード情報を読み取ると共に、これと同時に撮影
部２１が被読取物を画像として撮影する。
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【００６７】
　このようにして、読取装置６が取り込んだ被読取物のコード情報とその画像とは、表示
部４に表示される。このため、表示部４に表示された被読取物のコード情報とその画像と
をオペレータが見ながら、入力部５の決定キー５ａを操作することにより、表示部４に表
示された被読取物のコード情報とその画像とが記憶される。
【００６８】
　ところで、この携帯端末機の機器ケース１が落下などの衝撃を受けた際には、機器ケー
ス１の上部ケース２と下部ケース３とが複数の第２緩衝部材２６を介して相互に固定され
ていることにより、これら複数の第２緩衝部材２６によって機器ケース１の受けた衝撃が
緩衝される。
【００６９】
　すなわち、複数の第２緩衝部材２６は、上部ケース２内の四隅と上部ケース２の長手方
向における中間部の両側部とに設けられた複数の支持ボス部２５の外周に設けられ、複数
の第２緩衝部材２６の表面側の各端面が上部ケース２に設けられた複数の支持ボス部２５
の段差状の各受け部２５ａに弾接し、複数の第２緩衝部材２６の裏面側の各端面が下部ケ
ース３の複数のビス挿入部２７の各当接部２７ｂに弾接していることにより、機器ケース
１がその厚み方向の衝撃を受けた際に、その厚み方向の衝撃を複数の第２緩衝部材２６に
よって確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００７０】
　また、複数の第２緩衝部材２６は、複数の支持ボス部２５の外周に設けられた状態で、
複数の第２緩衝部材２６の各外周部が上部ケース２の内周面つまり上部ケース２の表面に
対して直交する側面に対応する内面に弾接しているので、機器ケース１がその長手方向ま
たは長手方向と直交する方向の衝撃を受けた際に、その衝撃を複数の第２緩衝部材２６に
よって確実にかつ良好に緩衝することができ、これにより機器ケース１内のインナーケー
ス８に衝撃が伝わらないようにすることができる。
【００７１】
　すなわち、複数の第２緩衝部材２６は、シリコーン樹脂、エラストマーなどの弾力性が
高く、かつ硬度が８０～９０程度の合成樹脂によって、上部ケース２の内周面つまり上部
ケース２の表面に対して直交する側面に対応する内面に沿うほぼ円筒形状に形成されてい
るので、外周部が上部ケース２の内周面に確実にかつ良好に弾接させることができる。
【００７２】
　この場合、複数の第２緩衝部材２６には、上部ケース２の内周面つまり上部ケース２の
表面に対して直交する側面に対応する内面に沿う方向に延長された突出部２６ａが上部ケ
ース２の内周面に更に弾接するように形成されていることにより、機器ケース１が外部か
ら衝撃を受けた際に、その衝撃を複数の第２緩衝部材２６の各突出部２６ａによって、よ
り一層、確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００７３】
　また、機器ケース１内に配置されたインナーケース８は、機器ケース１に対して非接触
状態で、複数の第２緩衝部材２６によって機器ケース１内に保持されているため、機器ケ
ース１が外部から衝撃を受けても、その衝撃が複数の第２緩衝部材２６によって緩衝され
、機器ケース１が受けた衝撃がインナーケース８に伝わらないようにすることができる。
これにより、インナーケース８に搭載された表示部４、入力部５、回路基板１４などの部
品が衝撃の影響を受けないように、これらの部品を確実にかつ良好に保護することができ
る。
【００７４】
　すなわち、インナーケース８は、第１～第３の装着部３０～３２を備え、これら第１～
第３の装着部３０～３２が複数の第２緩衝部材２６の各外周部に装着されていることによ
り、これら複数の第２緩衝部材２６によってインナーケース８を上部ケース２と下部ケー
ス３とに対して非接触状態で配置することができる。これにより、機器ケース１が外部か
ら衝撃を受けても、その衝撃がインナーケース８に伝わらないようにすることができる。
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【００７５】
　この場合、インナーケース８は、第１フレーム１０の上辺の両側部に円弧状の切欠き部
状に形成された第１の装着部３０が、これに対応する第２緩衝部材２６の外周部に装着さ
れ、第２フレーム１１の下辺の両側部に突起部状に形成された第２の装着部３１が、これ
に対応する第２緩衝部材２６の外周部に食い込んで装着され、連結部１２の両側部と電池
収納部１５の外周部とに位置する切欠き段差部状に形成された第３の装着部３２が、これ
に対応する第２緩衝部材２６の外周部に装着されているので、インナーケース８を機器ケ
ース１に対して非接触状態で機器ケース１内に確実にかつ良好に保持させることができる
。
【００７６】
　すなわち、インナーケース８は、第１～第３の装着部３０～３２が複数の第２緩衝部材
２６に装着された状態で、機器ケース１内に保持された際に、インナーケース８の長手方
向から加わる衝撃、その長手方向と直交する方向から加わる衝撃、およびインナーケース
８の表裏面方向である厚み方向から加わる衝撃を、複数の第２緩衝部材２６によって確実
にかつ良好に緩衝することができる。このため、機器ケース１が外部から衝撃を受けても
、その衝撃がインナーケース８に伝わることがない。
【００７７】
　ところで、機器ケース１が外部から衝撃を受け、その衝撃を複数の第２緩衝部材２６で
緩衝しきれないときには、その衝撃が機器ケース１内のインナーケース８に伝わるが、こ
のインナーケース８に伝わった衝撃が第１緩衝部材１３によって緩衝されるので、インナ
ーケース８が衝撃によって破損しないようにすることができる。
【００７８】
　この場合、第１緩衝部材１３は、第１フレーム１０と第２フレーム１１とを連結するイ
ンナーケース８の連結部１２に設けられたスリット状の嵌合部１２ａ内に嵌め込まれた状
態で、嵌合部１２ａを弾力的に押し広げるように嵌め込まれていることにより、インナー
ケース８が受けた衝撃を第１緩衝部材１３によって確実にかつ良好に緩衝することができ
る。
【００７９】
　すなわち、このインナーケース８は、機器ケース１が外部から衝撃を受け、その衝撃が
インナーケース８に伝わって連結部１２に集中しても、この連結部１２に集中した衝撃を
第１緩衝部材１３によって確実にかつ良好に緩衝することができるので、衝撃による連結
部１２の劣化を抑えて連結部１２の破損を防ぐことができ、これにより連結部１２を良好
に保護することができる。
【００８０】
　この場合、機器ケース１の握り部１ｂ内には、重量の重い電池２２が収納されているた
め、機器ケース１が外部から衝撃を受けると、電池２２がその重量によって慣性力を発生
し、この電池２２の慣性力による衝撃がインナーケース８に加わるが、電池２２の慣性力
による衝撃を第１緩衝部材１３によって確実にかつ良好に緩衝することができる。このた
め、電池２２の慣性力の衝撃による連結部１２の劣化を抑えて、連結部１２の破損を防ぐ
ことができる。
【００８１】
　このように、この携帯端末機によれば、内部が中空に形成された外装部材である機器ケ
ース１と、この機器ケース１の内部に機器ケース１の表裏面と直交する方向に起立して設
けられた複数の支持ボス部２５と、複数の支持ボス部２５の各周囲にそれぞれ設けられた
複数の第２緩衝部材２６と、機器ケース１の表裏面と平行な状態で、複数の第２緩衝部材
２６によって機器ケース１に対しては非接触状態で機器ケース１の内部に保持された中部
材であるインナーケース８と、を備えていることにより、耐衝撃性を高めることができる
。
【００８２】
　すなわち、この携帯端末機では、インナーケース８が機器ケース１に対して非接触状態
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で複数の第２緩衝部材２６によって機器ケース１の内部に保持されているので、機器ケー
ス１が外部から衝撃を受けた際に、その衝撃がインナーケース８に伝わらないように、外
部からの衝撃を複数の第２緩衝部材２６によって緩衝することができ、これにより耐衝撃
性の高いものを得ることができる。このため、この携帯端末機では、インナーケース８に
搭載された表示部４、入力部５、回路基板１４などの部品が衝撃によって破損しないよう
に良好に保護することができる。
【００８３】
　この場合、この携帯端末機では、複数の支持ボス部２５と複数の第２緩衝部材２６とが
機器ケース１の内部における少なくとも四隅に設けられていることにより、インナーケー
ス８の四隅を複数の第２緩衝部材２６によって確実にかつ良好に保持することができ、こ
れによりインナーケース８を機器ケース１内に安定した状態で良好に配置することができ
ると共に、外部からの衝撃を機器ケース１内の四隅に設けられた第２緩衝部材２６によっ
て確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００８４】
　また、この携帯端末機では、機器ケース１の内部における長手方向の中間部の両側部に
も、複数の支持ボス部２５と複数の第２緩衝部材２６とが設けられていることにより、イ
ンナーケース８の長手方向における中間部の両側部を複数の支持ボス部２５と複数の第２
緩衝部材２６とによって保持することができる。このため、より一層、インナーケース８
を機器ケース１内に確実にかつ良好に保持することができると共に、外部からの衝撃を機
器ケース１の内部における長手方向の中間部の両側部に設けられた複数の第２緩衝部材２
６によっても、確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００８５】
　すなわち、この携帯端末機では、インナーケース８が第１～第３の装着部３０～３２を
備え、これら第１～第３の装着部３０～３２が複数の第２緩衝部材２６の各外周部に装着
されることにより、これら複数の第２緩衝部材２６によってインナーケース８を機器ケー
ス１に対して非接触状態で配置することができ、これにより機器ケース１が外部から衝撃
を受けても、その衝撃がインナーケース８に伝わらないようにすることができる。
【００８６】
　この場合、インナーケース８は、第１フレーム１０の上辺の両側部に円弧状の切欠き部
状に形成された第１の装着部３０が、これに対応する第２緩衝部材２６の外周部に装着さ
れ、第２フレーム１１の下辺の両側部に突起部状に形成された第２の装着部３１が、これ
に対応する第２緩衝部材２６の外周部に食い込んで装着され、連結部１２の両側部と電池
収納部１５の外周部とに位置する箇所に切欠き段差部状に形成された第３の装着部３２が
、これに対応する第２緩衝部材２６の外周部に装着されているので、インナーケース８を
機器ケース１に対して非接触状態で確実にかつ良好に保持させることができる。
【００８７】
　すなわち、インナーケース８は、第１～第３の装着部３０～３２が複数の第２緩衝部材
２６にそれぞれ装着された状態で、機器ケース１内に保持された際に、機器ケース１の長
手方向から加わる衝撃、その長手方向と直交する方向から加わる衝撃、および機器ケース
１の表裏面方向である厚み方向から加わる衝撃を、複数の第２緩衝部材２６によって確実
にかつ良好に緩衝することができるので、機器ケース１が外部から衝撃を受けても、その
衝撃がインナーケース８に伝わらないようにすることができる。
【００８８】
　また、この携帯端末機では、複数の第２緩衝部材２６の各外周面が機器ケース１の内周
面つまり機器ケース１の表裏面に対して直交する側面に対応する内面に沿う形状に形成さ
れて、機器ケース１の内周面に弾接していることにより、機器ケース１がその長手方向か
らの衝撃、および長手方向と直交する方向からの衝撃を受けた際に、これらの衝撃を複数
の第２緩衝部材２６によって確実にかつ良好に緩衝することができると共に、その衝撃が
インナーケース８に伝わらないようにすることができる。
【００８９】
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　この場合、複数の第２緩衝部材２６は、機器ケース１の内周面つまり機器ケース１の表
裏面に対して直交する側面に対応する内面に沿う方向に延長された突出部２６ａが機器ケ
ース１の内周面に更に弾接するように形成されていることにより、機器ケース１が外部か
ら衝撃を受けた際に、その衝撃を複数の第２緩衝部材２６の各突出部２６ａによっても、
緩衝することができるので、機器ケース１が外部から受けた衝撃を複数の第２緩衝部材２
６によって、より一層、確実にかつ良好に緩衝することができると共に、その衝撃がイン
ナーケース８に伝わらないようにすることができる。
【００９０】
　また、この携帯端末機では、機器ケース１が上部ケース２と下部ケース３とを備え、複
数の支持ボス部２５が上部ケース２の内部における少なくとも四隅に設けられていること
により、上部ケース２と下部ケース３との四隅を複数の支持ボス部２５と複数の第２緩衝
部材２６とによって固定することができ、これにより上部ケース２と下部ケース３とを確
実にかつ良好に固定することができると共に、外部からの衝撃を第２緩衝部材２６によっ
て確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００９１】
　この場合にも、機器ケース１は、その内部における長手方向の中間部の両側部にも、支
持ボス部２５と第２緩衝部材２６とが設けられていることにより、上部ケース２と下部ケ
ース３との長手方向における中間部の両側部を複数の支持ボス部２５と複数の第２緩衝部
材２６とによって固定することができ、このため、より一層、上部ケース２と下部ケース
３とを確実にかつ良好に固定することができると共に、外部からの衝撃を複数の第２緩衝
部材２６によって確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００９２】
　また、この機器ケース１では、上部ケース２に設けられた複数の支持ボス部２５に下部
ケース３を通して締結部材である複数のビス２８が締結されることにより、上部ケース２
と下部ケース３とを重ね合わせた状態で、下部ケース３の外部から下部ケース３を通して
ビス２８を上部ケース２の支持ボス部２５に螺合させて締め付けることができるので、簡
単にかつ強固に上部ケース２と下部ケース３とを相互に固定することができる。
【００９３】
　この場合、支持ボス部２５は、筒状に形成され、その外周に段差状の受け部２５ａが突
出して形成されており、下部ケース３には、その外部からビス２８が挿入するビス挿入孔
部２７が設けられており、第２緩衝部材２６は、支持ボス部２５の受け部２５ａと下部ケ
ース３のビス挿入孔部２７の端部との間に配置されていることにより、上部ケース２と下
部ケース３とをビス２８によって締め付けて固定した際に、第２緩衝部材２６を支持ボス
部２５の受け部２５ａと下部ケース３のビス挿入孔部２７の端部との間に弾力的に挟み付
けることができる。
【００９４】
　すなわち、この機器ケース１では、上部ケース２と下部ケース３とを重ね合わせた状態
で、下部ケース３の外部から下部ケース３のビス挿入孔部２７内にビス２８を挿入させ、
この挿入したビス２８のねじ部２８ｂをビス挿入孔部２７の端部に設けられた当接部２７
ｂの挿入孔に挿入させ、この挿入したビス２８のねじ部２８ｂを上部ケース２の支持ボス
部２５に螺合させて締め付けることができる。
【００９５】
　このため、この機器ケース１では、ビス２８の頭部２８ａがビス挿入孔部２７の当接部
２７ｂを第２緩衝部材２６に押し付けることができると共に、第２緩衝部材２６を支持ボ
ス部２５の受け部２５ａに押し付けることができるので、支持ボス部２５の受け部２５ａ
と下部ケース３のビス挿入孔部２７の当接部２７ｂとの間に第２緩衝部材２６を確実にか
つ良好に挟み付けることができる。
【００９６】
　これにより、この機器ケース１では、第２緩衝部材２６が支持ボス部２５の受け部２５
ａと下部ケース３のビス挿入孔部２７の当接部２７ｂとの間に弾力的に挟み付けられてい
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ることにより、機器ケース１がその表裏面方向である厚み方向から衝撃を受けた際に、そ
の衝撃を第２緩衝部材２６によって確実にかつ良好に緩衝することができる。
【００９７】
　なお、上述した実施形態では、支持ボス部２５と第２緩衝部材２６とを上部ケース２内
に設けた場合について述べたが、この発明はこれに限らず、例えば、支持ボス部２５と第
２緩衝部材２６とを下部ケース３内に設け、ビス挿入孔部２７を上部ケース２内に設けた
構成であっても良い。
【００９８】
　また、上述した実施形態では、外装部材として機器ケース１を用いた場合について述べ
たが、この発明はこれに限らず、例えば筺体などの内部が中空状に形成されたものであっ
ても良い。
【００９９】
　また、上述した実施形態では、中部材としてインナーケース８を用いた場合について述
べたが、この発明はこれに限らず、例えばフレーム部材や平板部材などの部材であって良
い。
【０１００】
　さらに、上述した実施形態では、携帯端末機に適用した場合について述べたが、この発
明は必ずしも携帯端末機である必要はなく、例えば携帯電話機、携帯情報処理装置などの
携帯機器に適用することができる。
【０１０１】
　以上、この発明の一実施形態について説明したが、この発明は、これに限られるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下に、本願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【０１０２】
（付記）
　請求項１に記載の発明は、内部が中空に形成された外装部材と、前記内部に前記外装部
材の表裏面と直交する方向に起立して設けられた複数の支持部と、前記複数の支持部の各
周囲にそれぞれ設けられた複数の緩衝部材と、前記外装部材の表裏面と平行な状態で、前
記複数の緩衝部材によって前記外装部材に対しては非接触状態で前記内部に保持された中
部材と、を備えていることを特徴とする携帯機器である。
【０１０３】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の携帯機器において、前記複数の支持部と前
記複数の緩衝部材とは、前記外装部材の前記内部における少なくとも四隅に設けられてい
ることを特徴とする携帯機器である。
【０１０４】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または請求項２に記載の携帯機器において、前記中
部材は、前記複数の緩衝部材に装着する複数の装着部を備え、前記複数の装着部が前記複
数の緩衝部材の外周部に装着することを特徴とする携帯機器である。
【０１０５】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれかに記載の携帯機器において、
前記複数の緩衝部材それぞれは、その外周面が前記外装部材の表裏面に対して直交する内
周面に沿う形状に形成されて前記外装部材の内周面に弾接していることを特徴とする携帯
機器である。
【０１０６】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の携帯機器において、前記複数の緩衝部材そ
れぞれは、前記外装部材の表裏面に対して直交する内周面に沿う方向に延長された突出部
を備え、前記突出部が前記外装部材の表裏面に対して直交する内周面に更に弾接している
ことを特徴とする携帯機器である。
【０１０７】
　請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のいずれかに記載の携帯機器において、
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スと前記下部ケースとのいずれか一方に設けられていることを特徴とする携帯機器である
。
【０１０８】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の携帯機器において、前記複数の支持部は、
前記上部ケースにその表裏面方向に対して直交した状態で起立して設けられ、前記下部ケ
ースを通して複数の締結部材がそれぞれ締結されることにより、前記上部ケースと前記下
部ケースとを相互に固定することを特徴とする携帯機器である。
【０１０９】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の携帯機器において、前記複数の支持部それ
ぞれは、筒状に形成され、その外周に受け部が突出して形成されており、前記下部ケース
には、その外部から前記複数の締結部材が挿入する複数の挿入孔部が設けられており、前
記複数の緩衝部材は、前記支持部の前記受け部と前記下部ケースの前記挿入孔部との間に
配置されていることを特徴とする携帯機器である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　機器ケース
　２　上部ケース
　３　下部ケース
　４　表示部
　５　入力部
　６　読取装置
　７　電池蓋
　８　インナーケース
　１０　第１フレーム
　１１　第２フレーム
　１２　連結部
　１２ａ　嵌合部
　１３　第１緩衝部材
　１４　回路基板
　１５　電池収納部
　２２　電池
　２５　支持ボス部
　２５ａ　受け部
　２６　第２緩衝部材
　２６ａ　突出部
　２７　ビス挿入部
　２８　ビス
　３０～３２　第１～第３の装着部
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