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(57)【要約】
【課題】本発明は、接着部材により貼り合わされた表示
素子のフレームと表示素子の保護部材又はタッチパネル
との隙間から、内部に異物が侵入することを抑制する表
示装置を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の表示装置は、表示面を有する表示
素子６と、表示素子６を収容し、かつ前記表示面が露出
する開口部５ｃを有するフレーム５と、フレーム５の開
口部５ｃ周縁における表示素子６とは反対側の面におい
て、開口部５ｃに沿って、互いに隙間を設けて直線的に
貼付された複数の接着部材４と、接着部材４を介して開
口部５ｃを覆うようにフレーム５と固定されたタッチパ
ネル３と、隙間を埋めるようにフレーム５に塗布され、
且つタッチパネル３と接触する樹脂８とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面を有する表示素子と、
　前記表示素子を収容し、かつ前記表示面が露出する開口部を有する筐体と、
　前記筐体の前記開口部周縁における前記表示素子とは反対側の面において、前記開口部
に沿って、互いに隙間を設けて直線的に貼付された複数の接着部材と、
　前記接着部材を介して前記開口部を覆うように前記筐体と固定された板状部材と、
　前記隙間を埋めるように前記筐体に塗布され、かつ前記板状部材と接触する樹脂とを備
え、
　前記板状部材は、前記表示素子の保護板又はタッチパネルである、
表示装置。
【請求項２】
　前記開口部は矩形形状であり、
　前記接着部材は、前記開口部の４辺に沿った４つの前記接着部材であり、前記板状部材
の前記筐体に対する面の角部で前記隙間を有する、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記板状部材は前記タッチパネルであり、
　前記タッチパネルの前記筐体とは反対側に設けられたタッチパネル用保護板をさらに備
え、
　前記タッチパネルはその外縁で前記接着部材を介して前記筐体と固定され、
　前記樹脂は前記タッチパネル用保護板と接触する、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記接着部材は両面テープである、
請求項１から３のいずれかに記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示素子の保護板又はタッチパネルを備えた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報電子機器の普及に伴い、液晶パネルの前面に堅牢性を有する保護部材とタッ
チパネルとを備えた表示装置が広く普及している（例えば特許文献１参照）。表示装置を
備えた表示機器は、外光の表面反射に起因する視認性の悪化を防止し、さらに、外部から
の衝撃、浸水および埃等から表示装置を保護するために、表示装置のタッチパネルと保護
部材とを接着剤層等で固定（グラスボンディング）することで一体化する場合がある。一
体化されたタッチパネル及び保護部材は、接着部材により液晶表示装置と固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１６１０８７号公報
【特許文献２】特開２０１１－１８０４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、接着部材が閉曲線を形成せず途切れて配置される場合、接着部材により
貼り合された両面の間には当該途切れた場所で隙間が生じるため、そこから内部に異物が
侵入するという問題があった。
【０００５】
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　例えば、特許文献２の表示装置では、液晶表示パネルとバックライト部とを接着部材で
貼り合せているが、バックライト部の内枠の角部には接着部材が配置されていない。その
ため、液晶表示パネルとバックライト部の間に隙間が生じ、そこから異物が侵入してしま
うという問題があった。
【０００６】
　本発明は上述の問題点に鑑み、接着部材により貼り合わされた表示素子のフレームと表
示素子の保護部材又はタッチパネルとの隙間から、内部に異物が侵入することを抑制する
表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る表示装置は、表示面を有する表示素子と、表示素子を収容し、かつ表示面
が露出する開口部を有する筐体と、筐体の開口部周縁における表示素子とは反対側の面に
おいて、開口部に沿って、互いに隙間を設けて直線的に貼付された複数の接着部材と、接
着部材を介して開口部を覆うように筐体と固定された板状部材と、前記隙間を埋めるよう
に筐体に塗布され、且つ板状部材と接触する樹脂とを備え、板状部材は、表示素子の保護
板又はタッチパネルである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る表示装置は、表示面を有する表示素子と、表示素子を収容し、かつ表示面
が露出する開口部を有する筐体と、筐体の開口部周縁における表示素子とは反対側の面に
おいて、開口部に沿って、互いに隙間を設けて直線的に貼付された複数の接着部材と、接
着部材を介して開口部を覆うように筐体と固定された板状部材と、前記隙間を埋めるよう
に筐体に塗布され、且つ板状部材と接触する樹脂を備え、板状部材は、表示素子の保護板
又はタッチパネルである。よって、板状部材と筐体は、接着部材と樹脂とにより隙間なく
貼り合わされることにより、内部への異物侵入が抑制される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る表示装置の分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る表示装置の平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る表示装置の平面図である。
【図５】図４のＢ－Ｂ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜Ａ．実施の形態１＞
　＜Ａ－１．構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る表示装置１０の分解斜視図である。図２は、表示
装置１０の平面図である。図３は、図２のＡ－Ａ断面図である。
【００１１】
　表示装置１０は、保護部材１、接着剤２、タッチパネル３、接着部材４、フレーム５、
表示素子６、面状光源装置７および樹脂８を備えている。
【００１２】
　表示素子６は前面に表示面を有している。本明細書では以下、表示素子６を液晶パネル
として説明を行うが、プラズマ表示パネル等、他の表示素子を用いても良い。液晶パネル
である表示素子６は、液晶の複屈折性を応用しており、対向基板とＴＦＴアレイ基板とを
備えている。対向基板は、ガラス等の絶縁性基板上に着色層、遮光層および対向電極等が
形成されたものである。ＴＦＴアレイ基板は、ガラス等の絶縁性基板上にスイッチング素
子となる薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）および
画素電極等が形成されたものである。
【００１３】
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　その他、表示素子６は、対向基板とＴＦＴアレイ基板との間隔を保持するためのスペー
サ、両基板を貼り合わせるためのシール材、両基板の間に狭持させる液晶、液晶を注入す
る注入口の封止材、液晶を配光させる配向膜および偏光板等を備えている。
【００１４】
　面状光源装置７は、光を出射する光源と、光源から出射した光を伝播する導光板等を保
持するモールドフレームとを備えている。そして、面状光源装置７は表示素子６の裏面に
配置され、表示素子６の裏面側から光を照射する。
【００１５】
　タッチパネル３は、透明な基板上に形成された透明電極を有する回路を用いて構成され
、外部（操作者）から入力された位置座標に関する情報を電気信号に変換し、当該電気信
号は出力配線部材から最終製品の制御回路（図示省略）へ伝達される。なお、本実施の形
態におけるタッチパネル３としては、例えば投射容量方式のものを採用することができる
。投射容量方式のタッチパネル３は、操作者の指先等の位置（接触位置）を検出し、接触
位置とその付近の複数の電極パターンに基づく電流量の比率を計測する。指先等の位置を
精密に検出することで、信号の入力を行っている。また、タッチパネル３を構成する上下
の基板としては、透明なガラス等を採用することができる。
【００１６】
　保護部材１は、タッチパネル３に対する外部からの加圧または接触に起因する損傷、変
形、摩耗および汚れ等を防止するために、タッチパネル３の前面に配置されるタッチパネ
ル用保護板である。保護部材１は、ガラスまたはプラスチック等の概ね透明性を有する材
料を用いて構成される。本明細書では以下、保護部材１を強度が高く、かつ、変形しにく
いガラスとして説明する。また、保護部材１は変形や破損を防ぐ観点から、タッチパネル
３より厚いものが採用され、望ましくは例えばタッチパネル３の概ね２倍以上の厚さを有
すると良い。また、保護部材１の表面または裏面に印刷または塗装を行うことで、意匠部
材としての機能を付加することもできる。接着剤２を用いてタッチパネル３の前面に保護
部材１を接着し固定することで、入力部材が構成されている。
【００１７】
　フレーム５は、前板部５ａと、前板部５ａの外周から後側（裏面側）に延びる４つの側
板部５ｂとを備えている。フレーム５の裏面側は開放状に形成され、フレーム５の裏面側
に表示素子６と面状光源装置７とが収容される。前板部５ａは、開口部５ｃが設けられた
枠状であり、開口部５ｃから表示素子６の表示面が露出する。すなわち、表示素子６から
の表示面からの光は、開口部５ｃを通ってフレーム５の前面側に通過することが可能であ
る。また、前板部５ａが面状光源装置７の前面の周縁を覆い、４つの側板部５ｂが面状光
源装置７の側面を覆うことにより、フレーム５の開口部５ｃ以外からは極力外部に光が漏
れない構成とする。フレーム５の材質には、アルミニウム、ステンレスまたは鉄等の金属
材料の他、ＰＣ（ポリカーボネート）またはＡＢＳ（アクリロニトリルブタジエンスチレ
ン）等の樹脂材料を採用することができる。
【００１８】
　接着部材４は、フレーム５の前板部５ａ（前面）とタッチパネル３におけるフレーム５
と対向する面（後面）とを貼り合わせる部材である。接着部材４を介して、タッチパネル
３は開口部５ｃを覆うようにフレーム５と固定される。接着部材４として、例えば両面テ
ープ等を採用することができる。その場合、接着部材４は、基材と、基材を挟んで両側に
配置された接着面とを備える。基材としては、ポリオレフィンなどの発泡体、アクリル系
、またはポリウレタン系のものなどを採用することができる。また、基材自体が接着性を
有していてもよい。
【００１９】
　図２，３に示すように、接着部材４は、フレーム５の開口部５ｃの周縁に配置されると
ともに、入力部材のタッチパネル３におけるフレーム５と対向する面の内周部に配置され
る。より具体的には、接着部材４は矩形状の開口部５ｃの各辺に対応して前板部５ａに４
カ所、互いに重ならないよう一定の隙間を設けて直線状に貼り付けられる。接着部材４を
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両面テープで構成する場合、枠状とすることも可能であるが、材料費の観点から矩形状と
する場合がある。その場合、フレーム５の開口部５ｃに沿った閉曲線状に接着部材４を配
置しようとすると、複数の接着部材４を組み合わせて配置せざるを得ない。その結果、複
数の接着部材４の間に隙間が出来ることとなる。
【００２０】
　接着部材４の一方の面がフレーム５の前板部５ａに貼り付けられ、他方の面がタッチパ
ネル３におけるフレーム５と対向する面の周縁に貼り付けられる。但し、複数の接着部材
４は上述の隙間を設けて配置されているため、フレーム５の前板部５ａの角部および、こ
れに対応するタッチパネル３の角部には接着部材４が設けられていない。
【００２１】
　樹脂８は、接着部材４の隙間を埋めるようにフレーム５の前板部５ａに塗布される。樹
脂８は一方の面でフレーム５に貼り付けられ、他方の面でタッチパネル３におけるフレー
ム５と対向する面の周縁に貼り付けられる。樹脂８に光硬化性樹脂を用いる場合には、塗
布後、紫外光により硬化させることができる。
【００２２】
　＜Ａ－２．変形例＞
　上記では、タッチパネル３を備えた表示装置１０について説明した。しかし、表示装置
１０がタッチパネル３を備えず、タッチパネル３の代わりに表示素子６の保護板が、開口
部５ｃを覆うように接着部材４を介してフレーム５と固定される構成であっても良い。こ
のような構成において、接着部材４の隙間を樹脂８で埋めることにより、当該保護板とフ
レーム５との間の隙間がなくなる。よって、フレーム５の開口部５ｃへの異物進入路を無
くす事ができる。また、表示素子６の保護板を固定した状態でフレーム５が当該保護板と
は反対側に引っ張られても、接着部材４が端部より剥がれることが防止される。
【００２３】
　また、フレーム５の開口部５ｃを矩形形状としたことから、接着部材４は開口部５ｃの
各辺に対応して４つ配置することとしたが、開口部５ｃに沿って前板部５ａに配置される
限りにおいて、４つに限定しない。また、接着部材４に隙間が生じる箇所も、タッチパネ
ル３の角部に限らず、どこであっても良い。
【００２４】
　＜Ａ－３．効果＞
　実施の形態１に係る表示装置１０は、表示面を有する表示素子６と、表示素子６を収容
し、かつ表示面が露出する開口部５ｃを有するフレーム５（筐体）と、フレーム５の開口
部５ｃ周縁における表示素子６とは反対側の面において、開口部５ｃに沿って、互いに隙
間を設けて直線的に貼付された複数の接着部材４と、接着部材４を介して開口部５ｃを覆
うようにフレーム５と固定された板状部材と、接着部材４の上記隙間を埋めるようにフレ
ーム５に塗布され、かつ板状部材と接触する樹脂８とを備え、板状部材は、表示素子６の
保護板又はタッチパネル３である。樹脂８により接着部材４の隙間が埋まる為、フレーム
５と板状部材が接合された状態で、両者の間に隙間がなくなる。よって、フレーム５の開
口部５ｃへの異物進入路を無くす事ができる。また、接着部材４の隙間を樹脂８で埋める
ことは、すなわち接着部材４の端部を樹脂８で覆うことでもある。従って、板状部材を固
定した状態でフレーム５が板状部材とは反対側（後側）に引っ張られる場合に、板状部材
とフレーム５との間に配置された接着部材４が端部より剥がれることが防止される。
【００２５】
　また、開口部５ｃを矩形形状とし、開口部５ｃの４辺に沿った４つの接着部材４を配置
する場合、板状部材のフレーム５に対する面の角部で隙間が生じるが、この隙間を樹脂８
で埋めるため、上記の効果を奏する。
【００２６】
　また、接着部材４を両面テープで構成する場合、両面テープを枠状とすることも可能で
あるが、材料費の観点から矩形状とする場合がある。その場合、フレーム５の開口部５ｃ
に沿った閉曲線状に接着部材４を配置しようとすると、複数の接着部材４を組み合わせて
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配置せざるを得ない。その結果、複数の接着部材４の間に隙間が出来ることとなる。しか
し、この隙間を樹脂８で埋めるため、上記の効果を奏する。
【００２７】
　＜Ｂ．実施の形態２＞
　＜Ｂ－１．構成＞
　図４は、実施の形態２に係る表示装置１１の平面図であり、図５は図４のＢ－Ｂ断面図
である。なお、実施の形態２において、実施の形態１で説明したものと同一の構成要素に
ついては同一符号を付し、説明を省略する。
【００２８】
　実施の形態１において、樹脂８は、接着部材４同士の隙間に塗布されたが、実施の形態
２においては、図４と図５に示すように、樹脂８は、接着部材４同士の隙間に塗布される
と同時に、保護部材１にも連続して塗布される。そのため、保護部材１は樹脂８を介して
フレーム５と固定される。
【００２９】
　＜Ｂ－２．効果＞
　実施の形態２に係る表示装置１１では、タッチパネル３が接着部材４を介して開口部５
ｃを覆うようにフレーム５と固定され、タッチパネル用保護板がタッチパネル３のフレー
ム５とは反対側に設けられ、タッチパネル３はその外縁で接着部材４を介してフレーム５
と固定され、樹脂８はタッチパネル用保護板と接触する。したがって、実施の形態１の効
果に加え、保護部材１とタッチパネル３の間に、接着剤２の剥がれる方向に力が加わった
場合の、保護部材１の剥がれに対する補強が行われる。
【００３０】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態を自由に組み合わせたり、
各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　保護部材、２　接着剤、３　タッチパネル、４　接着部材、５　フレーム、５ｃ　
開口部、６　表示素子、７　面状光源装置、８　樹脂、１０，１１　表示装置。
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