
JP 6255165 B2 2017.12.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用端末機であって、
　ディスプレイモジュールと、
　前記ディスプレイモジュールと結合するケース部材とを備え、
　前記ケース部材の一面は互いに異なる高さを有する中央部分と縁とを含み、前記ディス
プレイモジュールの縦方向及び横方向で前記ディスプレイモジュールの中央部分を支持し
、
　前記ケース部材の一面は、前記ディスプレイモジュールの中央部分を支持する平面部と
、前記平面部を囲むように配置されながら縁に近づくほど前記ディスプレイモジュールか
ら順次に離れるように形成された傾斜部と、を含むことを特徴とする携帯用端末機。
【請求項２】
　携帯用端末機であって、
　ディスプレイモジュールと、
　前記ディスプレイモジュールと結合するケース部材とを備え、
　前記ケース部材の一面は互いに異なる高さを有する中央部分と縁とを含み、前記ディス
プレイモジュールの縦方向及び横方向で前記ディスプレイモジュールの中央部分を支持し
、
　前記ディスプレイモジュールと前記ケース部材との間に介在する第１の部材と、前記デ
ィスプレイモジュールの後面に前記第１の部材と並んで提供される第２の部材とをさらに
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備え、前記第１の部材は前記第２の部材よりさらに高い剛性を有することを特徴とする携
帯用端末機。
【請求項３】
　前記ケース部材の一面は、一定の曲率半径を有する曲面を含むことを特徴とする請求項
１又は２に記載の携帯用端末機。
【請求項４】
　前記ケース部材の一面と前記ディスプレイモジュールとの間で、最も近い部分と最も遠
い部分の距離の差は０．３ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項
に記載の携帯用端末機。
【請求項５】
　前記ディスプレイモジュールの後面に提供される第１の部材と、前記ディスプレイモジ
ュールの後面に前記第１の部材と並んで提供される第２の部材とをさらに備え、前記第１
の部材は前記第２の部材よりさらに高い剛性を有することを特徴とする請求項１に記載の
携帯用端末機。
【請求項６】
　前記第２の部材は、前記第１の部材を囲みながら前記ディスプレイモジュールの一面の
縁に沿って提供されることを特徴とする請求項２又は５に記載の携帯用端末機。
【請求項７】
　前記第１の部材は合成樹脂材質であり、前記第２の部材はスポンジ材質であることを特
徴とする請求項２又は５に記載の携帯用端末機。
【請求項８】
　前記第１の部材は、メッシュテープにより前記ディスプレイモジュールの一面に付着さ
れて前記ディスプレイモジュールとケース部材との間に介在することで、前記ディスプレ
イモジュールの縦方向及び横方向で前記ディスプレイモジュールの中央部分を支持するこ
とを特徴とする請求項２又は５の何れか１項に記載の携帯用端末機。
【請求項９】
　前記第１の部材は、合成樹脂で製作された剛性材質フィルムであることを特徴とする請
求項８に記載の携帯用端末機。
【請求項１０】
　前記第１の部材は、接着部材により前記ケース部材の一面に付着されることを特徴とす
る請求項８又は９に記載の携帯用端末機。
【請求項１１】
　前記接着部材は、放熱シートであることを特徴とする請求項１０に記載の携帯用端末機
。
【請求項１２】
　前記第２の部材は、前記第１の部材と共に接着部材により前記ケース部材の一面に付着
されることを特徴とする請求項７に記載の携帯用端末機。
【請求項１３】
　前記ディスプレイモジュールの前面に配置されるウィンドウ部材をさらに備え、前記デ
ィスプレイモジュールは、光学接着剤又は光学接着フィルムにより前記ウィンドウ部材の
内側面に付着されることを特徴とする請求項８乃至１２の何れか１項に記載の携帯用端末
機。
【請求項１４】
　携帯用端末機であって、
　ディスプレイモジュールと、
　前記ディスプレイモジュールと結合するケース部材と、
　前記ディスプレイモジュールとケース部材との間に介在する第１の部材とを備え、
　前記第１の部材は、前記ディスプレイモジュールの縦方向及び横方向で少なくとも前記
ディスプレイモジュールの中央部分を支持するように、接着部材を介して前記ケース部材
の一面に付着され、



(3) JP 6255165 B2 2017.12.27

10

20

30

40

50

　前記ディスプレイモジュールの一面において縁部分に提供される第２の部材をさらに備
え、前記ディスプレイモジュールとケース部材との間で、前記第２の部材は前記第１の部
材を囲むように配置されることを特徴とする携帯用端末機。
【請求項１５】
　前記接着部材は放熱シートであることを特徴とする請求項１４に記載の携帯用端末機。
【請求項１６】
　前記第１の部材は、合成樹脂材質であることを特徴とする請求項１４又は１５に記載の
携帯用端末機。
【請求項１７】
　前記第２の部材は、スポンジ材質であることを特徴とする請求項１４乃至１６の何れか
１項に記載の携帯用端末機。
【請求項１８】
　前記接着部材は両面テープであり、前記接着部材により前記第１及び第２の部材が各々
、前記ケース部材の一面に付着されることを特徴とする請求項１４乃至１７の何れか１項
に記載の携帯用端末機。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯用端末機に関し、特に、外部衝撃などに対する破損防止構造が補完され
た携帯用端末機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、携帯用端末機は、音声通話、ＳＭＳ転送のような他のユーザとの通信機能、
インターネット、モバイルバンキング、マルチメディアファイル転送のようなデータ通信
機能、ゲーム、音楽、動画再生のようなエンターテイメント機能などを、ユーザが携帯し
ながら遂行できる機器を意味する。このような携帯用端末機は、通信機能、ゲーム機能、
マルチメディア機能、電子辞書機能など、各々、の機能に特化した機器が一般的であった
が、最近には電気／電子技術と通信技術の発達により、移動通信端末機一つだけでも多様
な機能を享受できるようになった。
【０００３】
　携帯用端末機は、入出力装置としてキーパッド、ディスプレイ装置、送話部、受話部な
どを備える。勿論、別途のスピーカーフォンを備えることで、ゲームやマルチメディア機
能に対して、より豊富な音響を出力できる。一般的にキーパッドは、ユーザが作動ボタン
を物理的に操作する方式の構造であったが、最近ではタッチスクリーン機能が搭載された
ディスプレイ装置が一般化されるにつれ、タッチスクリーンディスプレイ装置がキーパッ
ドを置換してしまった。従って、携帯用端末機から物理的なキーパッドを除去し、従来キ
ーパッドが設置された空間を活用して、ディスプレイ装置の画面のサイズを拡張すると共
に携帯用端末機を小型化できた。
【０００４】
　図１は、従来技術の一実施形態による携帯用端末機１０を投影して示した平面図であり
、図２は、図１に示した携帯用端末機１０の横断面図を示している。
【０００５】
　図１に示したように、従来技術の一実施形態による携帯用端末機１０は、ケース部材１
１の前面にウィンドウ部材１３が設けられていて、その上側には音響出力のためのスピー
カー装置１９が設けられている。音声通話でスピーカー装置１９は、受話部として活用さ
れる場合もある。ウィンドウ部材１３の内側には、平面型のディスプレイモジュール２１
（図２に示す）が設けられているが、ディスプレイモジュール２１は、スポンジ部材１５
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を介してケース部材１１に付着される。
【０００６】
　以下、ディスプレイモジュール２１などの設置構造に関して、図２を通じてより詳細に
説明する。図２に示したように、ディスプレイモジュール２１は、ウィンドウ部材１３と
ケース部材１１との間に介在する。
【０００７】
　ディスプレイモジュール２１は、ウィンドウ部材１３とケース部材１１で囲まれる空間
内に設けられて、前面がウィンドウ部材１３に、背面がケース部材１１に各々、付着され
ることで、端末機１０内部に固定される。ウィンドウ部材１３は、接着剤、又は、ウィン
ドウ部材１３のベゼル形状に対応するように裁断された両面テープ１７ｅを介して、その
縁がケース部材１１の縁に付着される。ディスプレイモジュール２１の前面は、実質的に
画面を出力しなければならないので、光学接着剤、又は光学接着フィルム１７ｄを用いて
ディスプレイモジュール２１の前面をウィンドウ部材１３に付着する。
【０００８】
　ディスプレイモジュール２１の背面には、メッシュテープ（ｍｅｓｈ　ｔａｐｅ）１７
ｃが付着され、スポンジ部材１５がメッシュテープ１７ｃを介し、ディスプレイモジュー
ル２１の背面、縁に付着される。また、スポンジ部材１５は、接着部材１７ａによりケー
ス部材１１の前面に付着される。従って、ディスプレイモジュール２１は、端末機１０の
内部に固定される。また、ケース部材１１の前面には、スポンジ部材１５に囲まれる領域
に放熱シート１７ｂが付着され得る。その場合、放熱シート１７ｂは、部分的に接着部材
１７ａを置換してスポンジ部材１５をケース部材１１に付着する。
【０００９】
　上記のように構成された携帯用端末機は、落下などにより衝撃が加えられる場合、その
衝撃がウィンドウ部材を通しディスプレイモジュールに伝えられる問題点がある。また、
図２を参照すれば、一般的に平面型ディスプレイモジュールは、一組のパネル２３を一定
の間隔を置いて向き合うように配置した後、縁に沿って密封部材（ｃｅｌｌ　ｓｅａｌ）
２５で上記パネル間の空間を密閉する。
【００１０】
　外部の衝撃が分散されず、平面型ディスプレイモジュールに衝撃が加えられる場合、デ
ィスプレイモジュールは波状に変形されながら、その衝撃を伝播する。このような衝撃波
がディスプレイモジュールの縁に至って密封部材を破損したり、ディスプレイモジュール
を成すパネルの亀裂を招くようになる。このように損傷されたディスプレイモジュールは
、変色して正常画面を出力できないか、又は作動不能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
　　韓国特許公開１９９８－００６６３７１号公報
　　韓国特許公開２００６－０１０１６８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的は外部か
らの衝撃による平面型ディスプレイモジュールの損傷を軽減できる携帯用端末機を提供す
ることにある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、外部からの衝撃に対するディスプレイモジュールの損傷を
軽減することによって、耐衝撃性、信頼性が向上した携帯用端末機を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　従って、本発明は、ディスプレイモジュール及び上記ディスプレイモジュールと結合す
るケース部材を備え、上記ケース部材の一面は、中央部分と縁の高さが異なるように形成
されて上記ディスプレイモジュールの縦方向及び横方向で上記ディスプレイモジュールの
中央部分を支持する携帯用端末機を開示する。
【００１５】
　また、本発明は、ディスプレイモジュールと、上記ディスプレイモジュールと結合する
ケース部材と、メッシュテープ（ｍｅｓｈ　ｔａｐｅ）により上記ディスプレイモジュー
ルの一面に付着される第１の部材とを備え、上記ケース部材の一面は中央部分と縁の高さ
が異なるように形成され、第１の部材を介して上記ディスプレイモジュールの縦方向及び
横方向で上記ディスプレイモジュールの中央部分を支持する携帯用端末機を開示する。
【００１６】
　この場合、第１の部材は合成樹脂で製作された剛性材質フィルムであり得る。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、ケース部材の突出された一部分と剛性材質フィルムのうち少なくとも一つを
用いて平面型ディスプレイモジュールの背面を支持することで、ディスプレイ装置に加え
られる衝撃を、ディスプレイ装置の縁に至る前にケース部材に分散できる。従って、平面
型ディスプレイ装置の外部衝撃による損傷を軽減できる。これによって、携帯用端末機の
耐衝撃性と信頼性を改善し、事後の点検及び修理費用を節減できる。また、製品開発にお
いて、ディスプレイモジュールの破損に備えた構造を安定化し、今後の製品開発に伴う費
用を節減できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来技術の一実施形態による携帯用端末機を投影して示した平面図である。
【図２】図１で示した携帯用端末機の横断面図である。
【図３】本発明の望ましい実施形態による携帯用端末機を示す横断面図である。
【図４】本発明の望ましい第２の実施形態による携帯用端末機を示す横断面図である。
【図５】図４に示した携帯用端末機の変形例を示す横断面図である。
【図６】図４に示した携帯用端末機を示す分離斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付された図面を参照して詳細に説明する。また、
本発明の説明にあたって、本発明に関連した公知技術又は構成に対する具体的な説明が本
発明の要旨を却って不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
【００２０】
　図３に示したように、本発明の望ましい実施形態による携帯用端末機１００は、ケース
部材１０１の前面の一部分が突出されディスプレイモジュール１０２の背面を支持する。
【００２１】
　ケース部材１０１は、携帯用端末機１００を成す各種回路装置と入出力装置、バッテリ
ーパックなどを収容するためのものであって、底部１１１と側壁部を有し、側壁部は底部
１１１の側辺から底部１１１に直角に底部１１１の前面と背面の両方向に延伸されて、各
々、前面凹部と背面凹部が形成される。ディスプレイモジュール１０２は、画面を出力す
るための出力装置であるので、ケース部材１０１の前面凹部に配置される。ケース部材１
０１は、一般的に合成樹脂の材質で製作されるか、又は、マグネシウムなどの金属性材質
で製作される。ケース部材１０１の背面凹部には、バッテリーパックや回路基板などを収
容する空間が形成され、図示しないカバー部材などを用いてバッテリーパックや回路基板
を保護する。
【００２２】
　ケース部材１０１の底部１１１の前面、即ち、ディスプレイモジュール１０２の背面と
向き合う面は中央の一部分が突出し、ディスプレイモジュール１０２の背面を支持する。
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ケース部材１０１の底部１１１の突出した一部分は、ディスプレイモジュール１０２の背
面を直接に支持する平面部（ｆｌａｔ　ｐｏｒｔｉｏｎ）１１１ａになり、ケース部材１
０１の底部１１１は、平面部１１１ａを囲むように配置されながら縁に近づくほど平面型
ディスプレイモジュール１０２の背面から順次に離れるように形成された傾斜部（ｉｎｃ
ｌｉｎｅｄ　ｐｏｒｔｉｏｎ）１１１ｂを含む。ただし本実施例では、ディスプレイモジ
ュール１０２が平坦であるのに合わせて、ディスプレイモジュール１０２の背面を支持す
る部分を平面部１１１ａで形成したが、ケース部材１０１の底部１１１の前面は、一定の
曲率を有する曲面で形成されて、曲面の一部分がディスプレイモジュール１０２の背面を
支持することもできる。
　ケース部材１０１の底部１１１の突出した一部分は、ディスプレイモジュール１０２の
平面上の縦方向及び横方向の双方についてディスプレイモジュール１０２の中央部分を支
持することが望ましい。この場合、ケース部材１０１の底部１１１の前面とディスプレイ
モジュール１０２の背面との間で、最も近い部分と最も遠い部分の距離の差は０．３ｍｍ
以下であることが望ましい。例えば、ディスプレイモジュール１０２の背面を支持する部
分、具体的に、底部１１１の平面部１１１ａとディスプレイモジュール１０２の背面が直
接に接触するとすれば、ディスプレイモジュール１０２の縁と、傾斜部１１１ｂの最縁部
との間の距離は０．３ｍｍに設定される。即ち、図３でケース部材１０１の前面は、０．
３ｍｍ以下の高さの差を有するように形成される。
【００２３】
　携帯用端末機１００は、ケース部材１０１の前面に装着されるウィンドウ部材１１３を
備え、ディスプレイモジュール１０２は、ウィンドウ部材１１３とケース部材１０１によ
り囲まれる空間内に設けられる。ウィンドウ部材１１３は、ディスプレイモジュール１０
２により具現される画面を透過する一方、外部環境からディスプレイモジュール１０２を
保護する。ウィンドウ部材１１３のベゼル領域、即ち、縁の部分で、内側に接着部材又は
両面テープ１１７ｅが提供されてウィンドウ部材１１３をケース部材１０１の縁部に付着
、固定する。
【００２４】
　ディスプレイモジュール１０２は、一組のパネル１２１を離隔された状態で向き合うよ
うに結合して成る。この場合、パネル１２１間に密封部材（ｃｅｌｌ　ｓｅａｌ）１２３
が介在して、パネル１２１間の空間を確保しながら密封する。即ち、密封部材１２３は、
ディスプレイモジュール１０２の縁に沿って配置される。ディスプレイモジュール１０２
を端末機１００の内部に安定して固定するために、ディスプレイモジュール１０２は、そ
の前面と背面で各々、ウィンドウ部材１１３とケース部材１０１の底部１１１に付着され
る。
【００２５】
　ディスプレイモジュール１０２の前面は、画面を出力できるように、光学接着剤又は光
学接着フィルム１１７ｄによりウィンドウ部材１１３に付着される。光学接着剤又は光学
接着フィルム１１７ｄは、高い透過率を有するので、ディスプレイモジュール１０２とウ
ィンドウ部材１１３の間に接着性を提供し、同時に良好な品質の画面を出力する。図６を
さらに参照すれば、光学接着剤又は光学接着フィルム１１７ｄは、ウィンドウ部材１１３
をケース部材１０１の側壁部に付着する接着部材又は両面テープ１１７ｅにより囲まれた
形態で配置される。また、光学接着剤又は光学接着フィルム１１７ｄは、接着部材又は両
面テープ１１７ｅと同一の厚さで提供される。ただし、ケース部材１０１の前面凹部にお
けるディスプレイモジュール１０２の設置の高さによっては、光学接着剤又は光学接着フ
ィルム１１７ｄの厚さは、接着部材又は両面テープ１１７ｅと異なるように設定され得る
。
【００２６】
　ディスプレイモジュール１０２とケース部材１０１間にはスポンジ部材１１５が介在す
る。スポンジ部材１１５をディスプレイモジュール１０２とケース部材１０１に付着する
ために、携帯用端末機１００はメッシュテープ（ｍｅｓｈ　ｔａｐｅ）１１７ｃと、接着
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部材１１７ａを備える。この場合、ウィンドウ部材１１３をケース部材１０１の側壁部に
付着する接着剤又は両面テープ１１７ｅと、スポンジ部材１１５をケース部材１０１に付
着する接着部材１１７ａとは、同質の両面テープを使用できる。
【００２７】
　スポンジ部材１１５は、ディスプレイモジュール１０２の一面、具体的には、背面の全
体に提供されるメッシュテープ１１７ｃを介してディスプレイモジュール１０２に付着さ
れ、ディスプレイモジュール１０２の背面の縁に配置される。より具体的に、スポンジ部
材１１５は、ケース部材１０１の底部１１１の傾斜部１１１ｂ上に位置し、平面部１１１
ａを囲むように配置される。また、スポンジ部材１１５は、ディスプレイモジュール１０
２中の密封部材１２３と対応する位置に配置される。一方、メッシュテープ１１７ｃは平
面部１１１ａに直接に付着されるか、又は、メッシュテープ１１７ｃと平面部１１１ａと
の間には放熱シート１１７ｂが介在する。放熱シート１１７ｂは、端末機１００内の各種
集積回路チップにより発生する熱をケース部材１０１の全体に分散し、集積回路チップか
ら発生した熱の特定部位への集中を防止する。
【００２８】
　一方、下記に説明する実施形態においては、剛性材質フィルム１１５ｂがディスプレイ
モジュール１０２の一面とケース部材１０１の間に介在する。この場合、剛性材質フィル
ム１１５ｂは、スポンジ部材１１５ａにより囲まれる領域内に配置され、メッシュテープ
１１７ｃを介してディスプレイモジュール１０２に付着され、放熱シート１１７ｂを介し
てケース部材１０１の底部１１１に付着される。即ち、放熱シート１１７ｂは、端末機１
００内で発生する熱を分散させると共に、剛性材質フィルム１１５ｂをケース部材１０１
の底部１１１に付着する役割を果たす。
【００２９】
　ここで、剛性材質フィルム１１５ｂは、ディスプレイモジュール１０２に伝達された衝
撃をディスプレイモジュール１０２の中央部からケース部材１０１の底部１１１に伝達す
ることによって、ディスプレイモジュール１０２の縁に伝達される衝撃を緩和する。この
ような剛性材質フィルム１１５ｂとしては、ポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔ
ｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ、ＰＥＴ）のような合成樹脂を活用できる。
ＰＥＴ材質は、フィルム形態で製作されれば柔軟性を有するために、加工が容易であり、
平面型ディスプレイモジュール１０２の背面に付着し易い。また、ＰＥＴ材質のフィルム
は局部的に剛性を維持するので、ディスプレイモジュール１０２に作用する衝撃をケース
部材１０１の底部１１１に有効に伝達する。
【００３０】
　ケース部材１０１の底部１１１の一部分が突出してディスプレイモジュール１０２の背
面を支持する場合、剛性材質フィルム１１５ｂは選択的に用いられる。既に、本発明の望
ましい実施形態で説明したように、ケース部材１０１の底部１１１の平面部１１１ａが放
熱シート１１７ｂ及び／又はメッシュテープ１１７ｃ等を介してディスプレイモジュール
１０２の背面に直接に付着されている場合、剛性材質フィルム１１５ｂを用いなくても、
ディスプレイモジュール１０２に加えられた衝撃が中央部分からケース部材１０１の底部
１１１に伝達される。
【００３１】
　このように、本発明によれば、ディスプレイモジュール１０２をケース部材１０１の前
面凹部に収容する際に、ケース部材１０１の底部１１１の一部分を突出させるか、又は剛
性材質フィルム１１５ｂを用いて、ディスプレイモジュール１０２の中央部分を支持する
。このようなディスプレイモジュール１０２の設置構造は、ディスプレイモジュール１０
２に加えられた衝撃をケース部材１０１に分散して衝撃がディスプレイモジュール１０２
の縁まで広がることを抑制する。さらに、できるだけ広い領域、より好ましくは、ディス
プレイモジュール１０２の背面全体をケース部材１０１の底部１１１に付着することによ
って、ディスプレイモジュール１０２が衝撃により波状に変形されることを抑制する。従
って、ディスプレイモジュール１０２に加えられる衝撃がディスプレイモジュール１０２
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の縁に広がるのを防止できる。
【００３２】
　図４は、本発明の望ましい第２の実施形態による携帯用端末機１００を示す横断面図で
あり、図５は、図４に示した携帯用端末機１００の変形例を示す横断面図である。また、
図６は、図４に示した携帯用端末機１００を示す分離斜視図である。図４と図５に示した
携帯用端末機１００は共に、ケース部材１０１の前面を平らに形成して、第１の部材がデ
ィスプレイモジュール１０２とケース部材１０１との間に介在し、ディスプレイモジュー
ル１０２は、第１の部材及び接着部材などを介してケース部材１０１に付着、固定される
。
【００３３】
　端末機１００は、第２の部材をさらに備える。第２の部材もまたディスプレイモジュー
ル１０２とケース部材１０１との間に介在し、ディスプレイモジュール１０２の背面にお
いて縁に位置して第１の部材を囲むように配置される。即ち、第１の部材は少なくともデ
ィスプレイモジュール１０２の背面において中央部分を支持する。
【００３４】
　この場合、第１の部材は、第２の部材より剛性が高い材質で製作される。例えば、第１
の部材は、ＰＥＴのような合成樹脂材質で製作された剛性材質フィルムで構成し、第２の
部材はスポンジ材質で製作される。以下では、第１の部材として剛性材質フィルム１１５
ｂを、第２の部材としてスポンジ部材１１５ａを例にして本実施形態を説明する。
【００３５】
　剛性材質フィルム１１５ｂは、ケース部材１０１の底部１１１とディスプレイモジュー
ル１０２との間に介在してディスプレイモジュール１０２に加えられる衝撃をケース部材
１０１に分散する。
【００３６】
　図３に示した実施形態の構成では、ケース部材１０１の底部１１１の突出した一部分で
ある平面部１１１ａがディスプレイモジュール１０２の背面を支持しているので、剛性材
質フィルム１１５ｂは選択的に用いられ必須ではないが、図４と図５に各々、示した携帯
用端末機１００では、ケース部材１０１の底部１１１の前面は全面的に平坦であり、剛性
材質フィルム１１５ｂをディスプレイモジュール１０２とケース部材１０１の底部１１１
との間に配置し、ディスプレイモジュール１０２に加えられる衝撃をケース部材１０１に
分散する。上述のように、剛性材質フィルム１１５ｂは、ＰＥＴ材質を用いて製作する。
図４と図５に示した携帯用端末機１００を説明するにあたって、図３に示した実施形態を
通じて容易に理解できる構成に対してはその詳細な説明を省略し、図面の参照番号も省略
することに注意されたい。
【００３７】
　剛性材質フィルム１１５ｂは、スポンジ部材１１５ａに囲まれた状態で、ディスプレイ
モジュール１０２の背面に付着される。スポンジ部材１１５ａは、ディスプレイモジュー
ル１０２の背面の縁に配置され、図４と図５に示したように剛性材質フィルム１１５ｂと
同一の層（ｌａｙｅｒ）に位置する。剛性材質フィルム１１５ｂは、スポンジ部材１１５
ａと共にメッシュテープ１１７ｃを介してディスプレイモジュール１０２の背面に付着さ
れる。メッシュテープ１１７ｃは、ディスプレイモジュール１０２の背面全体に提供され
る。スポンジ部材１１５ａと剛性材質フィルム１１５ｂを各々、ケース部材１０１の底部
１１１に付着するにあたっては、両面テープと放熱シートのような接着部材１１７ａ、１
１７ｂが活用される。図３に示した実施形態のケース部材１０１の底部１１１の突出した
一部分である平面部１１１ａに代わって、剛性材質フィルム１１５ｂがディスプレイモジ
ュール１０２の背面の中央部を支持するので、剛性材質フィルム１１５ｂは０．３ｍｍ以
下の厚さを有することが望ましい。
【００３８】
　図４に示した実施形態では、剛性材質フィルム１１５ｂが、放熱シート１１７ｂを介し
てケース部材１０１の底部１１１に付着され、スポンジ部材１１５ａが、接着部材１１７
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１１７ｂは、剛性材質フィルム１１５ｂをケース部材１０１の底部１１１に付着すると共
に、端末機１００の内部で発生する熱を分散する。従って、端末機１００内部で発生する
熱の特定部分への集中を防止できる。
【００３９】
　図５は、剛性材質フィルム１１５ｂとスポンジ部材１１５ａが一つの接着部材、即ち、
接着部材１１７ａにより同時にケース部材１０１の底部１１１の前面に付着された構成を
例示している。ディスプレイモジュール１０２に加えられる衝撃の分散だけを考慮すると
、接着部材１１７ａとして両面テープだけを用いて剛性材質フィルム１１５ｂをケース部
材１０１の底部１１１に付着することがさらに望ましい。これは両面テープと比較すると
、放熱シート１１７ｂはディスプレイモジュール１０２に加えられた衝撃をケース部材１
０１に分散する能力が低いからである。
【００４０】
　剛性材質フィルム１１５ｂをケース部材１０１の底部１１１に付着するために、放熱シ
ート１１７ｂと接着部材１１７ａのうち一つを選択するにあたっては、端末機１００の発
熱特性、耐衝撃性などを考慮して適切に選択しなければならない。また、ディスプレイモ
ジュール１０２の背面を剛性材質フィルム１１５ｂやスポンジ部材１１５ａを介して、ま
た、メッシュテープ１１７ｃや接着部材１１７ａなどの接着部材を介して、ケース部材１
０１の底部１１１に付着するにあたっては、できるだけ広い面積で接着部材が用いられる
ことが望ましい。ディスプレイモジュール１０２とケース部材１０１の底部１１１の付着
面積を広く確保すると、衝撃が加えられた場合にディスプレイモジュール１０２を波状に
変形しながら衝撃が伝播されることを抑制できる。ただし、ディスプレイモジュール１０
２をケース部材１０１の背面凹部に配置される回路装置等と連結するための可撓性印刷回
路基板の配線経路を確保する等、必要に応じてディスプレイモジュール１０２とケース部
材１０１の付着面積が決定されるべきである。
【００４１】
　以上、本発明を具体的な実施形態に関して図示及び説明したが、添付した特許請求の範
囲により規定されるような本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく、形式や細部の様々
な変更が可能であることは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかであろ
う。
【００４２】
　　１０、１００　　　携帯用端末機
　　１１、１０１　　　ケース部材
　　１３、１１３　　　ウィンドウ部材
　　１５、１１５ａ　　　スポンジ部材
　　１７ａ、１１７ａ　　接着部材
　　１７ｂ、１１７ｂ　　放熱シート
　　１７ｃ、１１７ｃ　　メッシュテープ
　　１７ｄ、１１７ｄ　　光学接着剤又は光学接着フィルム
　　１７ｅ、１１７ｅ　　接着剤又は両面テープ
　　１９　　　スピーカー装置
　　２１、１０２　　　ディスプレイモジュール
　　２３、１２１　　　一組のパネル
　　２５、１２３　　　密封部材
　１１１　　　（ケース部材の）底部
　１１１ａ　　（底部の）平面部
　１１１ｂ　　（底部の）傾斜部
　１１５ｂ　　剛性材質フィルム
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