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(57)【要約】
【課題】パネルが表示機本体の画面に付着することを防
止する表示装置を提供することを課題とする。
【解決手段】表示装置は、画面を有した表示機本体と、
前記画面を露出するための開口を有し前記表示機本体に
取り付けられるフレームと、弾性を有し、前記画面に対
向するように前記フレームに固定されるパネルと、を備
え、前記フレームは、前記パネルが固定される４辺を有
し、当該４辺の少なくとも一つは、前記辺の長手方向で
の両端部以外の部分が前記両端部よりも前記画面の前方
側に突出している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面を有した表示機本体と、
　前記画面を露出するための開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、
　弾性を有し、前記画面に対向するように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、
　前記フレームは、前記パネルが固定される４辺を有し、
　前記４辺の少なくとも一つは、当該辺の長手方向での両端部以外の部分が前記両端部よ
りも前記画面の前方側に突出している、表示装置。
【請求項２】
　画面を有した表示機本体と、
　前記画面を露出するための開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、
　弾性を有し、前記画面に対向するように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、
　前記フレームは、前記パネルが固定される４辺を有し、
　前記４辺の少なくとも一つは、前記開口に近い内側が前記開口から離れた外側よりも前
記画面の前方側に突出している、表示装置。
【請求項３】
　前記４辺の少なくとも一つの面には、前記両端部以外の部分に突起が形成されている、
請求項１の表示装置。
【請求項４】
　前記４辺の少なくとも一つの面には、前記内側に突起が形成されている、請求項２の表
示装置。
【請求項５】
　前記４辺の少なくとも一つの面は、前記外側から前記内側にかけて前記画面の前方側に
突出するように傾斜している、請求項２又は４の表示装置。
【請求項６】
　画面を有した表示機本体と、
　前記画面を露出するための開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、
　弾性を有し、前記画面に対向するように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、
　前記パネルは、前記フレームに固定される４つの縁を有し、
　前記パネルの４つの縁の少なくとも一つは、当該縁の長手方向での両端部の厚みが前記
両端部以外の厚みよりも減少している、表示装置。
【請求項７】
　画面を有した表示機本体と、
　前記画面を露出するための開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、
　弾性を有し、前記画面に対向するように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、
　前記パネルは、前記フレームに固定される４つの縁を有し、
　前記パネルの４つの縁の少なくとも一つは、前記パネルの中心から外側にかけて厚みが
減少している、表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置には、画面を有した表示機本体にフレームが固定され、このフレームに透明な
パネルが固定されたものがある。特許文献１、２には、このような表示装置に関する技術
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００３‐２３３０５９号公報
【特許文献２】特開平１０‐２７０６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　表示装置を薄型化する場合、フレームの厚みを薄くすることや、パネルの厚みを薄くす
ることや、パネルと表示機本体のクリアランスを小さくすることが考えられる。この場合
、フレームやパネルの厚みを薄くすることによる剛性の低下や、パネルと表示機本体との
クリアランスが小さいところに外力が加わった場合の変位により、パネルが表示機本体の
画面に部分的に付着するおそれがある。これにより、表示機本体の画面の視認性に影響を
与えるおそれがある。
【０００５】
　本発明は、パネルが表示機本体の画面に付着することを防止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】
【０００６】
　本明細書に開示の表示装置は、画面を有した表示機本体と、前記画面を露出するための
開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、弾性を有し、前記画面に対向す
るように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、前記フレームは、前記パネルが固
定される４辺を有し、当該４辺の少なくとも一つは、前記辺の長手方向での両端部以外の
部分が前記両端部よりも前記画面の前方側に突出している。
【０００７】
　本明細書に開示の表示装置は、画面を有した表示機本体と、前記画面を露出するための
開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、弾性を有し、前記画面に対向す
るように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、前記フレームは、前記パネルが固
定される４辺を有し、前記４辺の少なくとも一つは、前記開口に近い内側が前記開口から
離れた外側よりも前記画面の前方側に突出している。
【０００８】
　本明細書に開示の表示装置は、画面を有した表示機本体と、前記画面を露出するための
開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、弾性を有し、前記画面に対向す
るように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、前記パネルは、前記フレームに固
定される４つの縁を有し、前記パネルの４つの縁の少なくとも一つは、当該縁の長手方向
での両端部の厚みが前記両端部以外の厚みよりも減少している、表示装置。
【０００９】
　本明細書に開示の表示装置は、画面を有した表示機本体と、前記画面を露出するための
開口を有し前記表示機本体に取り付けられるフレームと、弾性を有し、前記画面に対向す
るように前記フレームに固定されるパネルと、を備え、前記パネルは、前記フレームに固
定される４つの縁を有し、前記パネルの４つの縁の少なくとも一つは、前記パネルの中心
から外側にかけて厚みが減少している。
【発明の効果】
【００１０】
　パネルが表示機本体の画面に付着することを防止する表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、表示装置の斜視図である。
【図２】図２は、表示部の分解斜視図である。
【図３】図３は、パネル、フレームの説明図である。
【図４】図４は、表示部の正面図である。
【図５】図５Ａは、図４のＡ－Ａ断面図であり、図５Ｂは、図５Ａの部分拡大図である。
【図６】図６Ａは、図４のＢ―Ｂ断面であり、図６Ｂは、図６Ａの部分拡大図である。
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【図７】図７は、フレームの変形例の説明図である。
【図８】図８Ａ～８Ｄは、パネルの変形例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は、表示装置１の斜視図である。表示装置１は、ノート型コンピュータである。表
示装置１は、本体部２、本体部２に対してヒンジにより開閉可能に連結された表示部３、
を含む。表示部３には画像を表示する画面ＤＰが設けられている。本体部２には、ＣＰＵ
等の電子部品が実装されたマザーボードやハードディスクが内蔵されている。本体部２に
は、入力操作するためのキーボードＫが設けられている。
【００１３】
　図２は、表示部３の分解斜視図である。表示部３は、パネル３０、フレーム５０、表示
機Ｄ、リアケース４０を含む。表示機Ｄは、表示機本体の一例である。フレーム５０は、
表示機Ｄの前面側の周縁に固定される。フレーム５０は、表示機Ｄの画面ＤＰを露出する
ための開口ＯＰが形成されている。フレーム５０は、４つの辺５２ａ～５２ｄを備えてい
る。辺５２ａ、５２ｂは、互いに対向し、辺５２ｃ、５２ｄは、互いに対向している。辺
５２ａ、５２ｂのそれぞれは、辺５２ｃ、５２ｄのそれぞれよりも長い。辺５２ａ～５２
ｄには、両面テープＥａ～Ｅｄによりパネル３０が固定される。パネル３０は、弾性を有
した透明の樹脂製であるが、これに限定されず、例えば弾性を有した透明であれば薄いガ
ラス製であってもよい。パネル３０が固定されたフレーム５０が表示機Ｄに固定されるこ
とにより、パネル３０は表示機Ｄの画面ＤＰの前方に位置する。尚、フレーム５０へのパ
ネル３０の固定方法は両面テープＥａ～Ｅｄを用いた方法に限定されず、例えば接着剤や
ネジなどにより固定されていてもよい。
【００１４】
　表示機Ｄの上側の縁とフレーム５０の辺５２ａとの間には、緩衝用のゴムＧが配置され
る。画面ＤＰの背面側の両側の縁には、金属製の補強板金Ｓがそれぞれ固定される。リア
ケース４０はネジにより補強板金Ｓに固定される。従って、リアケース４０は、補強板金
Ｓを介して表示機Ｄに固定される。また、パネル３０が固定されたフレーム５０は、ネジ
によりリアケース４０に固定される。リアケース４０と表示機Ｄとの間には、アンテナＡ
Ｔが配線される。アンテナＡＴには、プレート状のアンテナＡＴ１、ＡＴ２が導通接続さ
れる。表示機Ｄの下端部には、本体部２に対して３を開閉可能に連結するための２つのヒ
ンジ機構Ｈが固定されている。
【００１５】
　図３は、パネル３０、フレーム５０の説明図である。図３において、辺５２ａ、５２ｂ
の長手方向をＹ方向と規定し、辺５２ｃ、５２ｄの長手方向をＸ方向と規定する。図３に
示すように、フレーム５０の辺５２ａ～５２ｄには、それぞれパネル３０の縁３２ａ～３
２ｄが固定される面５４ａ～５４ｄが形成されている。面５４ａ～５４ｄは、画面ＤＰの
前方側を向いている。面５４ａ～５４ｄには、それぞれ突起５６ａ～５６ｄが形成されて
いる。突起５６ａ～５６ｄは、それぞれ表示機Ｄの前方に突出している。突起５６ａ～５
６ｄは、それぞれ辺５２ａ～５２ｄの長手方向に延びている。突起５６ａ～５６ｄは、そ
れぞれ辺５２ａ～５２ｄの長手方向での両端部以外の部分、即ち中央部付近に設けられて
いる。突起５６ａ～５６ｄは、それぞれ面５４ａ～５４ｄの開口ＯＰに近い内側に形成さ
れており、開口ＯＰから離れた外側には形成されていない。尚、図３では、突起５６ａ～
５６ｄの形状は、誇張して示している。実際には、突起５６ａ～５６ｄは、図３に示すよ
うに湾曲した形状ではなく直線的であるが、図３に示すように湾曲した形状であってもよ
い。
【００１６】
　突起５６ａ～５６ｄによって、辺５２ａ～５２ｄのそれぞれは長手方向での両端部以外
の部分が両端部よりも画面ＤＰの前方側に突出している。このように形成された突起５６
ａ～５６ｄにより、フレーム５０に固定されたパネル３０の縁３２ａ～３２ｄは、画面Ｄ
Ｐの前方に凸状となるように湾曲する。具体的には、突起５６ａが辺５２ａの両端部以外
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の部分に設けられていることにより、パネル３０の縁３２ａがＹ方向に湾曲する。同様に
、突起５６ｂにより、縁３２ｂがＹ方向に湾曲し、突起５６ｃにより、縁３２ｃがＸ方向
に湾曲し、突起５６ｄにより、縁３２ｄがＸ方向に湾曲する。図３には、縁３２ａが湾曲
した後の形状を曲線Ｌａにより示し、縁３２ｄが湾曲した後の形状を曲線Ｌｄにより示し
ている。
【００１７】
　また、突起５６ａ～５６ｄによって、辺５２ａ～５２ｄのそれぞれは、開口ＯＰに近い
内側が外側よりも突出している。このような位置に形成された突起５６ａ、５６ｂによっ
て、パネル３０がＸ方向に湾曲する。同様に、突起５６ｃ、５６ｄにより、パネル３０が
Ｙ方向に湾曲する。
【００１８】
　このように突起５６ａ～５６ｄにより、フレーム５０に固定されたパネル３０の縁３２
ａ～３２ｄは、画面ＤＰの前方に凸状となるように湾曲する。これにより、パネル３０が
画面ＤＰの前方に凸状となるように湾曲する。パネル３０は弾性を有しているため、例え
ばパネル３０が押されて画面ＤＰに付着した場合であっても、パネル３０の弾性復元力に
より画面ＤＰから離れる。これにより、フレーム５０の厚みが薄くパネル３０が表示機Ｄ
の画面ＤＰに接近して配置される場合であっても、パネル３０が画面ＤＰに張り付くこと
が抑制される。このため、パネル３０が画面ＤＰに張り付いて画面ＤＰの視認性を損なう
ことが抑制される。
【００１９】
　次に、突起５６ａ～５６ｄの実際の形状について説明する。図４は、表示部３の正面図
である。図５Ａは、図４のＡ－Ａ断面である。図５Ｂは、図５Ａの部分拡大図である。図
６Ａは、図４のＢ―Ｂ断面である。図６Ｂは、図６Ａの部分拡大図である。図５Ａに示す
ように、突起５６ａは、辺５２ａの長手方向に分離して２つ設けられている。このように
形成されていてもよいし、単一の突起５６ａのみが形成されていてもよい。尚、図５Ｂは
、面５４ａと突起５６ａとの境界部分Ｂａを拡大して示している。また、図６Ａに示すよ
うに、突起５６ｄは、辺５２ｄの長手方向に沿って設けられている。尚、図６Ｂには、面
５４ａと突起５６ａとの境界部分Ｂｄを拡大して示している。
【００２０】
　尚、辺５２ａ～５２ｄのうち、少なくとも一つに突起が形成されていてもよい。これに
より、フレーム５０に固定された状態でパネル３０が画面ＤＰの前方側に突出するように
湾曲するからである。また、辺５２ａ～５２ｄのうち、少なくとも対向する２つの辺に上
記突起が設けられてもよい。
【００２１】
　尚、本実施例のように４つの辺５２ａ～５２ｄのそれぞれに突起５６ａ～５６ｄが形成
されていることにより、パネル３０の縁３２ａ～３２ｄの全てが湾曲する。例えば、一部
の辺にのみに突起を設けてパネル３０を湾曲させる場合、パネル３０が、Ｘ、Ｙ方向のう
ち一方の方向にのみ大きく湾曲するおそれがある。また、この場合に、ある程度の大きさ
の弾性復元力を確保するためには、パネル３０の曲率が大きくする必要がある。このため
、ユーザに違和感を与えるおそれがある。しかしながら本実施例のように、辺５２ａ～５
２ｄにそれぞれ突起５６ａ～５６ｄを設けることにより、パネル３０の全ての縁３２ａ～
３２ｄを湾曲させることができる。これにより、パネル３０全体をＸ方向及びＹ方向に略
等しい曲率で湾曲させることができる。よって、Ｘ方向及びＹ方向のそれぞれの曲率を小
さくした状態で、弾性復元力を確保することができる。よって、本実施例では、パネル３
０の弾性復元力を確保しつつ、縁３２ａ～３２ｄの各曲率が大きくなることを抑制して、
ユーザに違和感を与えることを防止できる。
【００２２】
　尚、上記実施例では、突起５６ａ～５６ｄは、それぞれ、辺５２ａ～５２ｄの長手方向
の両端部以外の部分に設けられており、かつ開口ＯＰ側に設けられているが、これに限定
されない。例えば、突起５６ａは、辺５２ａの開口ＯＰに近い内側に設けられており、辺
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５２ａの両端部にも設けられていてもよい。また、突起５６ａは、辺５２ａの両端部以外
の部分に設けられているが、辺５２ａの開口ＯＰに近い内側のみならず外側にも設けられ
ていてもよい。他の辺の突起についても同様である。
【００２３】
　次に、フレームの変形例について説明する。図７は、フレームの変形例の説明図である
。尚、上記実施例と類似する部分は類似する符号を付することにより重複する説明を省略
する。図７は、フレーム５０´の辺５２ｄ´の断面を示している。辺５２ｄ´の面５４ｄ
´は、開口ＯＰの内側の端部５４ｄ´２の高さは、外側の端部５４ｄ´１よりも高い。こ
のように面５４ｄ´は、外側から内側にかけて画面ＤＰの前方側に突出するように傾斜し
ている。これによりパネル３０を湾曲させてもよい。また、このような面５４ｄ´は、辺
５２ｄ´の長手方向での両端部以外の部分が両端部よりも画面ＤＰ側に突出しているよう
に形成されていてもよい。尚、このような面は、４辺のうち少なくとも一つの辺に設けら
れていればよいし、また、４辺のうち対向する２辺にのみ設けられていてもよいし、全て
の辺に設けられていてもよい。
【００２４】
　次に、パネルの変形例について説明する。図８Ａ～８Ｄは、パネルの変形例の説明図で
ある。図８Ｂは、図８Ａの部分拡大図である。図８Ａ～８Ｄにおいて、パネル３０´の上
側が正面側を示している。図８Ｂに示すように、パネル３０´の縁３２ｂ´は、縁３２ｂ
´の長手方向での両端部３２ｂ１´の厚みが両端部３２ｂ１´以外の厚みよりも減少して
いる。換言すれば、縁３２ｂ´の長手方向での中央部の厚みは、両端部３２ｂ１´の厚み
よりも厚い。これにより、パネル３０´をフレームに固定した場合には、パネル３０´の
縁３２ｂ´が湾曲する。
【００２５】
　図８Ｃは、パネル３０´のＹ方向での断面図であり、図８Ｄは、図８Ｃの部分拡大図で
ある。パネル３０´の縁３２ｃ´は、図８Ｄに示すように、パネル３０´の中心から外側
に向けて厚みが減少するように形成されている。具体的には、フレームの辺に固定される
側のパネル３０´の縁３２ｃ´の面が、傾斜している。これにより、パネル３０´をフレ
ームに固定した場合には、パネル３０´がＹ方向に湾曲する。このようにパネル３０´側
の形状によって、フレームに固定されたパネル３０´が湾曲するようにしてもよい。
【００２６】
　尚、パネル３０´の４つの縁の少なくとも一つは、上記のように形成されていればよい
。また、パネル３０´の４つの縁の少なくとも対向する２つの縁がこのように形成されて
いてもよいし、全ての縁の厚みがこのように形成されていもよい。
【００２７】
　尚、フレーム５０の辺の面が平面状であり、辺の内側に別の部材を貼り付けることによ
り、辺の内側が外側よりも前方側に突出するようにしてもよい。別の部材とは、例えば両
面テープである。表示機は、タッチパネル機能を備えたものであってもよい。上記で説明
したパネル、フレームの形状は一例であり、このような形状に限定されない。
【００２８】
　以上本発明の好ましい一実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【００２９】
　上記実施例においては、表示装置の一例としてノート型コンピュータを例に説明したが
、表示装置はそれ以外であってもよい。例えば、タブレット型コンピュータ、携帯電話、
携帯テレビ、電子辞書、ＰＤＡ、ゲーム機、カメラ、音楽プレイヤー、ナビゲーション装
置等である。また、表示装置は、携帯装置のみならず、据置型の表示装置であってもよい
。例えば、表示装置は、デスクトップ型のコンピュータに用いられるモニタ、コンピュー
タが内蔵されたモニタ、テレビ、オーディオ、その他の家電製品であってもよい。
【符号の説明】
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【００３０】
　１　表示装置
　Ｄ　表示機
　ＤＰ　画面
　３０　パネル
　３２ａ～３２ｄ　縁
　４０　リアケース
　５０　フレーム
　５２ａ～５２ｄ　辺
　５４ａ～５４ｄ　面
　５６ａ～５６ｄ　突起

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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