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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示装置を備えた電子機器であって、
　前記液晶表示装置は、液晶パネルと、前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前
記液晶パネルの下面と対向するモジュールとを有し、
　前記液晶パネルの両端部分は、前記液晶パネルの下面を支持するケース部の液晶パネル
取り付け面上に固定され、
　前記液晶パネル取り付け面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外
周側の高さよりも高い形状の面になっていることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置を備えた電子機器に関し、より具体的には、液晶パネル及び液
晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール等を
有する液晶表示装置を備えた携帯情報端末等の電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、薄くて軽量であり、低電圧で駆動できて消費電力が小さいため、携帯
電話機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等の携帯情
報端末、ノート型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の携帯型ＰＣ、デスク型ＰＣ又はテ
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レビ等の種々の電子機器の表示部に広く使用されている。
【０００３】
　図１に、従来の液晶表示装置を備えた携帯電話機の正面図を示す。
【０００４】
　図１に示す携帯電話機１０は、固定側ケース１と、この固定側ケース１にヒンジ２を介
して開閉自在に連結された可動側ケース３とを備える。図１には、携帯電話機１０の可動
側ケース３を開いた状態が示されている。
【０００５】
　固定側ケース１は、扁平で略長方形状に形成されている。固定側ケース１の内側面４に
は、複数の押しボタン５、６及び７などが設けられている。また、可動側ケース３の内側
面８には、液晶表示装置９等などが設けられている。
【０００６】
　図２に、図１に示す液晶表示装置９の短手方向における断面図を示す。
【０００７】
　図２に示すように、液晶表示装置９は、フロントケース１１と、リヤケース１２と、液
晶（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ）パネル１３等を備える。
【０００８】
　フロントケース１１は、例えば、樹脂又はマグネシウム合金等から成る成形品である。
フロントケース１１の下面は、リヤケース１２の上端部と爪嵌合又は螺子留め等により接
合されている。
【０００９】
　フロントケース１１の上部には液晶パネル１３取り付け面１１ａが形成されており、液
晶パネル取り付け面１１ａ上に、両面テープ１４を介して、例えばアクリル系ポリマーの
ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）から成る液晶パネル１３が搭載されている。
【００１０】
　図３に、図２において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す。図３に示すように、液晶パ
ネル取り付け面１１ａは水平面に略平行な平坦面であり、液晶パネル１３の外周側部分が
、両面テープ１４を介して液晶パネル取り付け面１１ａ上に固定されている。また、液晶
パネル１３の端面と、フロントケース１１の上部の内側面との間には、寸法公差に起因す
る僅かな隙間を除き、間隙は形成されていない。
【００１１】
　図２を再度参照するに、フロントケース１１の内側部分には、下面に基板１５が取り付
けられた凹状の形状を有する液晶モジュールホルダー１６が設けられている。なお、基板
１５には、チップコンデンサ等の電子部品が実装されているが、図２では、図示を省略し
ている。液晶モジュールホルダー１６の凹部には、液晶パネルの下方に配置され、その上
面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１７及び１８が重畳的に配設されている
。
【００１２】
　液晶モジュールホルダー１６の上縁面は、フロントケース１１の上部の下面に接してお
り、液晶モジュールホルダー１６は、フロントケース１１を支持している。また、液晶パ
ネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１８の上
縁部には、発泡ウレタンゴム製のクッション部材の防塵用パッキン１９が設けられており
、当該防塵用パッキン１９は、液晶パネル１３の下面に接している。かかる構造により、
液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１
７及び１８に粉塵が付着することが防止される。
【００１３】
　そのほか、光源をシャーシ又は反射部材のコーナー部に支持する光源支持部材を備え、
リフレクタの一部がシャーシと光源支持部材との間に介在し、光源支持部材が、リフレク
タの前面縁部の、導光板の前面と平行方向におけるシャーシとの間の相対移動を規制する
バックライト及び液晶表示装置が提案されている（特許文献１参照）。
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【特許文献１】特開２００４－１１１１５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、図２に示す構造は、以下の問題を有する。
【００１５】
　即ち、液晶パネル１３は、温度上昇や吸湿によって、図４（ａ）に矢印で示す方向に膨
張しようとする。液晶パネル１３が吸湿に基づく膨張に因りより伸長する長さは、吸水率
や板厚等に基づき定まるが、液晶パネル１３が、例えばアクリル系ポリマーのポリメチル
メタクリレート（ＰＭＭＡ）から構成されて成る場合、吸水率は０．３％である。
【００１６】
　一方、上述のように、液晶パネル１３の下面の外周部分は、両面テープ１４を介して液
晶パネル取り付け面１１ａ上に固定されている。また、液晶パネル１３の端面と、フロン
トケース１１の上部の内側面との間には、寸法公差に起因する僅かな隙間を除き、間隙は
形成されていない。
【００１７】
　従って、液晶パネル１３は、温度上昇や吸湿によって膨張しようとするが、当該膨張に
対応する水平方向（図４（ａ）に矢印で示す方向）の伸びは制限される。
【００１８】
　その結果、図４（ｂ）に示すように、液晶パネル１３が、膨張した分、内側に（図４（
ｂ）において下向きに）反ってしまい、液晶パネル１３の下面が液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１８の上面に接触（干渉）
する場合がある。液晶パネル１３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記
液晶パネルの下面と対向するモジュール１８の上面に接触してしまうと、液晶パネル１３
と液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール
１８との隙間に水滴が入り込んだように見えてしまう。その結果、液晶表示装置９の修理
が余儀なくされる。
【００１９】
　かかる問題に対応すべく、液晶パネル１３が膨張しても液晶パネル１３の下面と液晶パ
ネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１８の上
面とが接触しないよう、液晶パネル１３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面
が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール１８の上面との隙間を十分に大きくする態
様が考えられる。しかしながら、かかる態様では、液晶表示装置９ひいては携帯電話機１
０の装置の大型化を招いてしまう。
【００２０】
　そこで、本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、液晶パネルが膨張して液
晶パネルと液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモ
ジュールとが接触することを防止することができる構造を、装置を大型化することなく実
現することができる液晶表示装置を備えた電子機器を提供することを本発明の目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の一観点によれば、液晶表示装置を備えた電子機器であって、前記液晶表示装置
は、液晶パネルと液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向
するモジュールとを有し、前記液晶パネルの両端部分は、前記液晶パネルの下面を支持す
るケース部の液晶パネル取り付け面上に固定され、前記液晶パネル取り付け面は、前記液
晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外周側の高さよりも高い形状の面になって
いることを特徴とする電子機器が提供される。
【００２２】
　前記液晶パネルの両端部分は、前記液晶パネルの下面を支持するケース部の液晶パネル
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取り付け面上に固定され、前記液晶パネル取り付け面は、前記液晶パネルの中央側の高さ
が、前記液晶パネルの外周側の高さよりも高い形状の面になっていてもよい。
【００２３】
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの
下面と対向するモジュールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、を備え、前記液
晶パネル接触部が前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、前記ホルダー接続部が前記液
晶モジュールホルダーに接続するように、前記フレームは設けられ、前記液晶パネル接触
部が前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジ
ュールと接する面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外周側の高さ
よりも高い形状の面になっていてもよい。
【００２４】
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの
下面と対向するモジュールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、前記液晶パネル
の下面であって前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対
向するモジュールの略中央部分よりも外周側を支持する弾性体とを備え、前記液晶パネル
接触部が前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、前記ホルダー接続部が前記液晶モジュ
ールホルダーに接続するように、前記フレームは設けられ、前記弾性体の圧縮率は、前記
フレームと前記液晶パネルが前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネ
ルの下面と対向するモジュールの上面から離れる方向に反った形状を有するように設定さ
れていてもよい。
【００２５】
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの
下面と対向するモジュールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、を備え、前記液
晶パネル接触部は、前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、前記ホルダー接続部の長手
方向の面における複数の箇所と、対応する前記液晶モジュールホルダーの複数の箇所とが
嵌合接続されており、前記ホルダー接続部の前記長手方向の面の略中央における嵌合接続
は、前記ホルダー接続部の前記長手方向の面の端部側における嵌合接続よりも緩く設定さ
れていてもよい。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、液晶パネルが膨張して液晶パネルと液晶パネルの下方に配置され、そ
の上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュールとが接触することを防止することが
できる構造を、装置を大型化することなく実現することができる液晶表示装置を備えた電
子機器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２８】
　１．本発明の第１の実施の形態
図５に、本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示装置を備えた携帯電話機の斜視図を示
す。
【００２９】
　図５に示す携帯電話機２０は、固定側ケース２１と、この固定側ケース２１にヒンジ２
２を介して開閉自在に連結された可動側ケース２３とを備える。図５には、携帯電話機２
０の可動側ケース２３を開いた状態が示されている。
【００３０】
　固定側ケース２１は、扁平で略長方形状に形成されている。固定側ケース２１の内側面
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２４には、複数の押しボタン２５、２６及び２７などが設けられている。また、可動側ケ
ース２３の内側面２８には、液晶表示装置２９等などが設けられている。
【００３１】
　図６に、図５に示す液晶表示装置２９の短手方向における断面図を示す。
【００３２】
　図６に示すように、液晶表示装置２９は、フロントケース（ケース部）３１と、リヤケ
ース３２と、液晶（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ Ｃｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ）パネル３３
等を備える。
【００３３】
　フロントケース３１は、例えば、樹脂又はマグネシウム合金等から成る成形品である。
フロントケース３１の下面は、リヤケース３２の上端部と爪嵌合又は螺子留め等により接
合されている。
【００３４】
　フロントケース３１の上部には液晶パネル取り付け面３１ａが形成されており、液晶パ
ネル取り付け面３１ａ上に、両面テープ３４を介して、例えばアクリル系ポリマーのポリ
メチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）から成る液晶パネル３３が搭載されている。
【００３５】
　図７に、図６において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す。
【００３６】
　図７に示すように、液晶パネル取り付け面３１ａは、液晶パネル３３の中央側の高さが
、液晶パネル３３の外周側の高さよりも高い曲面であり、液晶パネル３３の外周側部分が
、両面テープ３４を介して、かかる曲面となっている液晶パネル取り付け面３１ａ上に固
定されている。従って、図６に示すように、液晶パネル３３は、その中央部分が凸になる
ような、即ち、液晶パネル３３の上方に反るような曲面形状を形成して設けられている。
【００３７】
　なお、液晶パネル取り付け面３１ａは必ずしも曲面である必要はなく、液晶パネル３３
の中央側の高さが、液晶パネル３３の外側の高さよりも高いテーパ面であってもよく、こ
の場合も、液晶パネル３３は、その中央部分が凸になるような、即ち、液晶パネル３３の
上方に反るような曲面形状を有する。
【００３８】
　液晶パネル３３の端面と、フロントケース３１の上部の内側面との間には、寸法公差に
起因する僅かな隙間を除き、間隙は形成されていない。
【００３９】
　フロントケース３１の内側部分には、下面に基板３５が取り付けられた凹状の形状を有
する液晶モジュールホルダー３６が設けられている。液晶モジュールホルダー３６は、例
えば、ステンレス鋼（ＳＡＳ）から成る。但し、液晶モジュールホルダー３６の構成材料
に特に制限はなく、樹脂又はマグネシウム合金等から成る成形品を液晶モジュールホルダ
ー３６として用いてもよい。
【００４０】
　なお、基板３５には、チップコンデンサ等の電子部品が実装されているが、図６では、
図示を省略している。液晶モジュールホルダー３６の凹部には、液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３７及び３８が重畳的に配
設されている。
【００４１】
　液晶モジュールホルダー３６の上縁面は、フロントケース３１の上部に接しており、液
晶モジュールホルダー３６は、フロントケース３１を支持している。また、液晶パネルの
下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上縁部に
は、発泡ウレタンゴム等のクッション部材である防塵用パッキン３９が設けられており、
当該防塵用パッキン３９は、液晶パネル３３の下面に接している。かかる構造により、液
晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３７
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及び３８に粉塵が付着することが防止される。
【００４２】
　かかる構造の下、液晶パネル３３は、温度上昇や吸湿によって、図８（ａ）に矢印で示
す方向に膨張しようとするが、上述のように、液晶パネル３３の下面の外周部分は、両面
テープ３４で液晶パネル取り付け面３１ａ上に固定されているため、液晶パネル３３の水
平方向（図８（ａ）に矢印で示す方向）の伸びは制限される。
【００４３】
　また、上述のように、液晶パネル３３の中央側の高さが、液晶パネル３３の外側の高さ
よりも高い曲面が形成されており、液晶パネル３３は、あらかじめその中央部分が液晶パ
ネル３３の上方に凸になるよう反った曲面形状を有している。従って、液晶パネル３３の
下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュ
ール３８の上面とのクリアランスは十分に確保されており、よって、図８（ｂ）に示すよ
うに、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネル
の下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防止することができる
。
【００４４】
　また、液晶パネル３３は、あらかじめその中央部分が液晶パネル３３の上方に凸になる
よう反った曲面形状を有しているため、膨張に因り上側に（図８（ｂ）において上向きに
）反ることはあっても、下側に（図８（ｂ）において下向きに）反ることはない。即ち、
液晶パネル３３の反りの方向は上方向（液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液
晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面から離れる方向）に限定され、よって、
図８（ｂ）に示すように、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上
面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防
止することができる。
【００４５】
　このように、本例の構造によれば、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置さ
れ、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）す
ることは防止されるため、液晶パネル３３と液晶パネルの下方に配置され、その上面が前
記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８との隙間に水滴が入り込んだように見えて
しまう現象の発生を、液晶パネル３３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面が
前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面との隙間を大きくすることなく、
防止することができる。
【００４６】
　なお、図６には、液晶表示装置２９の短手方向の断面が示されているが、本構造を、液
晶表示装置２９の長手方向に対しても適用することができる。
【００４７】
　２．本発明の第２の実施の形態
図９に、本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示装置４０の断面図を示す。図９におい
て、図６に示した箇所と同じ箇所には同じ番号を付して、その詳細な説明を省略する。な
お、図９では、基板３５の下方に位置するリヤケース３２（図６参照）の図示を省略して
いる。
【００４８】
　本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示装置２９においては、フロントケース３１の
上部に形成された液晶パネル取り付け面３１ａ上に、両面テープ３４を介して、液晶パネ
ル３３が搭載されている。本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示装置４０にあっては
、フロントケース３１及び両面テープ３４を用いられず、略直角に折曲された板状部材で
あるフレーム４１が用いられている。
【００４９】
　フレーム４１は、液晶パネル接触部４１ａと、液晶パネル接触部４１ａから延在形成さ
れ、液晶パネル接触部４１ａに対して略直角に折曲形成されたホルダー接続部４１ｂとか
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ら構成される。液晶パネル接触部４１ａは、液晶パネル３３の上面の両端部分及びその近
傍上に位置している。ホルダー接続部４１ｂは、例えば、ホルダー接続部４１ｂに形成さ
れた穴部（図示を省略）と、液晶モジュールホルダー３６の対応する箇所に形成された爪
部（図示を省略）との爪固定により、液晶モジュールホルダー３６に接続している。
【００５０】
　図１０に、図９において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す。
【００５１】
　図１０に示すように、液晶パネル接触部４１ａは、液晶パネル３３の中央側の箇所の位
置が、液晶パネル３３の外周側の箇所の位置よりも高い曲面となっている。従って、液晶
パネル３３の下面側から液晶パネル３３を支持する防塵用パッキン３９の、液晶パネル３
３の下面からの反発力と相俟って、図９に示すように、液晶パネル３３は、その中央部分
が凸になるように、即ち、液晶パネル３３の上方に反るような曲面形状を形成して設けら
れている。
【００５２】
　このような構造を有するフレーム４１は、例えば、ステンレス鋼（ＳＡＳ）から成る。
フレーム４１として、ステンレス鋼（ＳＡＳ）を用いた板状部材を用いることにより、装
置全体の厚さが大きくなることを防止することができる。但し、フレーム４１の構成材料
に特に制限はなく、樹脂又はマグネシウム合金等から成る成形品をフレーム４１として用
いてもよい。また、当該フレーム４１の外側に、樹脂又はマグネシウム合金等から成る成
形品を、外装ケースとして設けてもよい。
【００５３】
　なお、液晶パネル３３の端面と、液晶パネル接触部４１ａの上部の内側面との間には、
寸法公差に起因する僅かな隙間を除き、間隙は形成されていない。
【００５４】
　かかる構造の下、液晶パネル３３は、温度上昇や吸湿によって、図１１（ａ）に矢印で
示す方向に膨張しようとする。
【００５５】
　しかしながら、上述のように、液晶パネル３３の中央側の高さが、液晶パネル３３の外
側の高さよりも高い曲面が形成されており、液晶パネル３３は、あらかじめその中央部分
が液晶パネル３３の上方に凸になるよう反った曲面形状を有している。従って、液晶パネ
ル３３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向す
るモジュール３８の上面とのクリアランスは十分に確保されており、よって、図１１（ｂ
）に示すように、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記
液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防止するこ
とができる。
【００５６】
　また、液晶パネル３３は、あらかじめその中央部分が液晶パネル３３の上方に凸になる
よう反った曲面形状を有しているため、膨張に因り上側に（図１１（ｂ）において上向き
に）反ることはあっても、下側に（図１１（ｂ）において下向きに）反ることはない。即
ち、液晶パネル３３の反りの方向は上方向（液晶パネルの下方に配置され、その上面が前
記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面から離れる方向）に限定され、よっ
て、図１１（ｂ）に示すように、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、
その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）するこ
とを防止することができる。
【００５７】
　このように、本例の構造においても、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）
することは防止されるため、液晶パネル３３と液晶パネルの下方に配置され、その上面が
前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８との隙間に水滴が入り込んだように見え
てしまう現象の発生を、液晶パネル３３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面
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が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面との隙間を大きくすることなく
、防止することができる。
【００５８】
　なお、図８には、液晶表示装置４０の短手方向の断面が示されているが、本構造を、液
晶表示装置４０の長手方向に対しても適用することができる。
【００５９】
　また、上述の例では、液晶パネル接触部４１ａは、液晶パネル３３の中央側の箇所の位
置が、液晶パネル３３の外周側の箇所の位置よりも高い曲面となっている例を説明したが
、必ずしも曲面である必要はなく、液晶パネル接触部４１ａは、液晶パネル３３の中央側
の箇所の位置が、液晶パネル３３の外周側の箇所の位置よりも高いテーパ面であってもよ
い。
【００６０】
　３．本発明の第３の実施の形態
図１２に、本発明の第３の実施の形態に係る液晶表示装置５０の断面図を示す。図１２に
おいて、図９に示した箇所と同じ箇所には同じ番号を付して、その詳細な説明を省略する
。なお、図１２においても、図９と同様に、基板３５の下方に位置するリヤケース３２（
図６参照）の図示を省略している。
【００６１】
　本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示装置４０においては、フレーム４１（図９参
照）の液晶パネル接触部４１ａは、液晶パネル３３の中央側の箇所の位置が、液晶パネル
３３の外周側の箇所の位置よりも高い曲面となっている。本発明の第３の実施の形態に係
る液晶表示装置５０にあっては、フレーム５１の液晶パネル接触部５１ａは水平面に略平
行な平坦面となっている。また、液晶パネル３３の下面から液晶パネル３３を支持する防
塵用パッキン４９の圧縮率が、例えば５０％以上等、図２に示す従来の構造における防塵
用パッキン１９の圧縮率よりも高値に設定されている。
【００６２】
　液晶パネル３３の下面から液晶パネル３３を支持する防塵用パッキン４９の圧縮率、即
ち、反発力が高値に設定されているため、液晶パネル３３は、液晶パネル３３の上方から
液晶パネル接触部５１ａが接触しているフレーム５１と共に、その中央部分が液晶パネル
３３の上方に凸になるよう反った曲面形状を有している。換言すれば、防塵用パッキン４
９の圧縮率は、フレーム５１の構造又は板厚等を勘案した計算により定まるものの、フレ
ーム５１と共に液晶パネル３３の中央部分が液晶パネル３３の上方に凸になるよう反った
曲面形状を有するように、設定されている。
【００６３】
　かかる構造の下、液晶パネル３３は、温度上昇や吸湿によって、水平方向に膨張しよう
とする。
【００６４】
　しかしながら、上述のように、液晶パネル３３は、液晶パネル３３の上方から液晶パネ
ル接触部５１ａが接触しているフレーム５１と共にその中央部分が液晶パネル３３の上方
に凸になるよう反った曲面形状を有しているため、液晶パネル３３の下面と液晶パネルの
下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面との
クリアランスは十分に確保されており、よって、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下
方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触
（干渉）することを防止することができる。
【００６５】
　また、液晶パネル３３は、防塵用パッキン４９に因り、その中央部分が液晶パネル３３
の上方に凸になるよう反った曲面形状を有するように設けられているため、膨張に因り上
側に（図１２において上向きに）反ることはあっても、下側に（図１２において下向きに
）反ることはない。即ち、液晶パネル３３の反りの方向は上方向（液晶パネルの下方に配
置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面から離れる方
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向）に限定され、よって、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上
面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防
止することができる。
【００６６】
　このように、本例の構造においても、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）
することは防止されるため、液晶パネル３３と液晶パネルの下方に配置され、その上面が
前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８との隙間に水滴が入り込んだように見え
てしまう現象の発生を、液晶パネル３３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面
が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面との隙間を大きくすることなく
、防止することができる。
【００６７】
　なお、図１２には、液晶表示装置５０の短手方向の断面が示されているが、本構造を、
液晶表示装置５０の長手方向に対しても適用することができる。
【００６８】
　４．本発明の第４の実施の形態
図１３に、本発明の第４の実施の形態に係る液晶表示装置６０の分解斜視図を示す。また
、図１４に、かかる液晶表示装置６０の長手方向の断面図を示す。図１５に、かかる液晶
表示装置６０の長手方向の側面図を示す。図１３乃至図１５において、図９に示した箇所
と同じ箇所には同じ番号を付して、その詳細な説明を省略する。
【００６９】
　フレーム４１のホルダー接続部４１ｂの長手方向の面の３箇所に穴部６１が形成されて
おり、液晶モジュールホルダー３６の側面の対応する箇所に爪部６５が形成されている。
フレーム４１のホルダー接続部４１ｂの穴部６１と、液晶モジュールホルダー３６の爪部
６５とが嵌合して成る爪固定により、フレーム４１のホルダー接続部４１ｂと、液晶モジ
ュールホルダー３６とは接続されている。
【００７０】
　図１６に、フレーム４１のホルダー接続部４１ｂの穴部６１と、液晶モジュールホルダ
ー３６の爪部６５との嵌合構造を示す。より具体的には、図１６（ａ）は、ホルダー接続
部４１ｂの長手方向の面の略中央に設けられた穴部６１－１と、これに対応する液晶モジ
ュールホルダー３６の爪部６５－１との嵌合構造を示し、図１６（ｂ）は、ホルダー接続
部４１ｂの長手方向の面の端部側に形成された穴部６１－２と、これに対応する液晶モジ
ュールホルダー３６の爪部６５－２との嵌合構造を示す。図１６（ｃ）は、フレーム４１
が、その長手方向の中央部分が凸になるように反った状態における穴部６１－１と爪部６
５－１とを示す。
【００７１】
　図１６（ａ）及び図１６（ｂ）から明らかなように、ホルダー接続部４１ｂの長手方向
の面の略中央に設けられた穴部６１－１は、ホルダー接続部４１ｂの長手方向の面の端部
側に形成された穴部６１－２よりも大きく形成されており、よって、ホルダー接続部４１
ｂの長手方向の面の略中央に設けられた穴部６１－１とこれに対応する液晶モジュールホ
ルダー３６の爪部６５－１との嵌合構造（図１６（ａ）参照）は、ホルダー接続部４１ｂ
の長手方向の面の端部側に形成された穴部６１－２と、これに対応する液晶モジュールホ
ルダー３６の爪部６５－２との嵌合構造（図１６（ｂ））よりも緩く設定されている。
【００７２】
　従って、液晶パネル３３の下面から液晶パネル３３を支持する防塵用パッキン３９の、
液晶パネル３３の下面からの反発力（圧縮率）により、図１５及び図１６（ｃ）に示すよ
うに、フレーム４１は、その長手方向の中央部分が凸になるように反った曲面形状を形成
して設けられており、当該フレーム４１の液晶パネル接触部４１ａが上方から接している
液晶パネル３３は、その中央部分が凸になるように反った曲面形状を形成している。
【００７３】
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　よって、液晶パネル３３の下面の略中央部分と液晶パネルの下方に配置され、その上面
が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面とのクリアランスは十分に確保
されており、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶
パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防止することが
できる。
【００７４】
　また、液晶パネル３３は、あらかじめその中央部分が液晶パネル３３の上方に凸になる
よう反った曲面形状を有しているため、膨張に因り上側に（図１５において左向きに）反
ることはあっても、下側に（図１５において右向きに）反ることはない。即ち、液晶パネ
ル３３の反りの方向は上方向（液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネル
の下面と対向するモジュール３８の上面から離れる方向）に限定され、よって、液晶パネ
ル３３の下面が液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向す
るモジュール３８の上面に接触（干渉）することを防止することができる。
【００７５】
　このように、本例の構造においても、液晶パネル３３の下面が液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面に接触（干渉）
することは防止されるため、液晶パネル３３と液晶パネルの下方に配置され、その上面が
前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８との隙間に水滴が入り込んだように見え
てしまう現象の発生を、液晶パネル３３の下面と液晶パネルの下方に配置され、その上面
が前記液晶パネルの下面と対向するモジュール３８の上面との隙間を大きくすることなく
、防止することができる。
【００７６】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は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
及び変更が可能である。
【００７７】
　例えば、上述の各実施の形態においては、携帯電話機における液晶表示装置を例に本発
明を説明したが、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）等
の携帯情報端末、ノート型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の携帯型ＰＣ、デスク型Ｐ
Ｃ又はテレビ等の他の電子機器の液晶表示装置に対しても本発明を適用することができる
。
【００７８】
　以上の説明に関し、更に以下の項を開示する。
（付記１）
　液晶表示装置を備えた電子機器であって、
　前記液晶表示装置は、液晶パネルと液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶
パネルの下面と対向するモジュールとを有し、
　前記液晶パネルは、前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下
面と対向するモジュールの上面から離れる方向に反った形状を有して、前記液晶パネルの
下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュールの上方に設けら
れていることを特徴とする電子機器。
（付記２）
　付記１記載の電子機器であって、
　前記液晶パネルは、前記液晶パネルの略中央部分が凸状に反った形状を有することを特
徴とする電子機器。
（付記３）
　付記１又は２記載の電子機器であって、
前記液晶パネルの両端部分は、前記液晶パネルの下面を支持するケース部の液晶パネル取
り付け面上に固定され、
　前記液晶パネル取り付け面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外
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周側の高さよりも低い形状の面になっていることを特徴とする電子機器。
（付記４）
　付記３記載の電子機器であって、
　前記液晶パネル取り付け面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外
周側の高さよりも高い曲面になっていることを特徴とする電子機器。
（付記５）
　付記３記載の電子機器であって、
　前記液晶パネル取り付け面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶パネルの外
周側の高さよりも高いテーパ面であることを特徴とする電子機器。
（付記６）
　付記１又は２記載の電子機器であって、
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、
　前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュ
ールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、を備え、
　前記液晶パネル接触部が前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、前記ホルダー接続部
が前記液晶モジュールホルダーに接続するように、前記フレームは設けられ、
　前記液晶パネル接触部が前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネル
の下面と対向するモジュールと接する面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶
パネルの外周側の高さよりも低い形状の面になっていることを特徴とする電子機器。
（付記７）
　付記６記載の電子機器であって、
　前記液晶パネルの下面であって前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶
パネルの下面と対向するモジュールの略中央部分よりも外周側を支持する弾性体を備える
ことを特徴とする電子機器。
（付記８）
　付記６又は７記載の電子機器であって、
　前記液晶パネル接触部が前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネル
の下面と対向するモジュールと接する面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶
パネルの外周側の高さよりも高い曲面になっていることを特徴とする電子機器。
（付記９）
　付記６又は７記載の電子機器であって、
　前記液晶パネル接触部が前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネル
の下面と対向するモジュールと接する面は、前記液晶パネルの中央側の高さが、前記液晶
パネルの外周側の高さよりも高いテーパ面になっていることを特徴とする電子機器。
（付記１０）
　付記１又は２記載の電子機器であって、
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、
　前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュ
ールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、
　前記液晶パネルの下面であって前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶
パネルの下面と対向するモジュールの略中央部分よりも外周側を支持する弾性体と、を備
え、
　前記液晶パネル接触部が前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、前記ホルダー接続部
が前記液晶モジュールホルダーに接続するように、前記フレームは設けられ、
　前記弾性体の圧縮率は、前記フレームと前記液晶パネルが前記液晶パネルの下方に配置
され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュールの上面から離れる方向に反
った形状を有するように設定されていることを特徴する電子機器。
（付記１１）
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　付記１又は２記載の電子機器であって、
　液晶パネル接触部と、前記液晶パネル接触部に対して折曲形成されたホルダー接続部と
、を有するフレームと、
　前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向するモジュ
ールの下部を支持する液晶モジュールホルダーと、を備え、
　前記液晶パネル接触部は、前記液晶パネルの上面の両端部分に接し、
　前記ホルダー接続部の長手方向の面における複数の箇所と、対応する前記液晶モジュー
ルホルダーの複数の箇所とが嵌合接続されており、
　前記ホルダー接続部の前記長手方向の面の略中央における嵌合接続は、前記ホルダー接
続部の前記長手方向の面の端部側における嵌合接続よりも緩く設定されていることを特徴
とする電子機器。
（付記１２）
　付記１１記載の電子機器であって、
　前記液晶パネルの下面であって前記液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶
パネルの下面と対向するモジュールの略中央部分よりも外周側を支持する弾性体を備える
ことを特徴とする電子機器。
（付記１３）
　付記１乃至１２いずれか一項記載の電子機器であって、
　当該電子機器は、携帯情報端末であることを特徴とする電子機器。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】従来の液晶表示装置を備えた携帯電話の正面図を示す。
【図２】図１に示す液晶表示装置の短手方向における断面図である。
【図３】図２において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す図である。
【図４】従来の液晶表示装置の問題点を説明するための断面図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る液晶表示装置を備えた携帯電話の斜視図を示す
。
【図６】図５に示す液晶表示装置の短手方向における断面図である。
【図７】図６において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す図である。
【図８】図６に示す液晶パネルが膨張した状態を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１０】図９において点線で囲んだ部分Ａを拡大して示す図である。
【図１１】図９に示す液晶パネルが膨張した状態を示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施の形態に係る液晶表示装置の断面図を示す。
【図１３】本発明の第４の実施の形態に係る液晶表示装置の分解斜視図である。
【図１４】図１３に示す液晶表示装置の長手方向の断面図である。
【図１５】図１３に示す液晶表示装置の長手方向の側面図である。
【図１６】図１３に示すフレームのホルダー接続部の穴部と、液晶モジュールホルダーの
爪部との嵌合構造を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
２０ 携帯電話機
２９、４０、５０、６０ 液晶表示装置
３１ フロントケース
３１ａ 液晶パネル取り付け面
３３ 液晶パネル
３６ 液晶モジュールホルダー
３７、３８ 液晶パネルの下方に配置され、その上面が前記液晶パネルの下面と対向する
モジュール
３９、４９ 防塵用パッキン



(13) JP 4625063 B2 2011.2.2

４１、５１ フレーム
４１ａ、５１ａ 液晶パネル接触部
４１ｂ、５１ｂ 液晶モジュールホルダー接続部
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