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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の内側に配置された表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、
　前記表示装置の裏面より下方側で前記枠体と接合され、前記枠体よりも外側に設けられ
た突起部と、を備え、
　前記枠体と前記突起部との間に凹部が形成され、前記突起部は、前記筐体から横方向の
衝撃が加わると、前記凹部の容積を減少させるよう変形することを特徴とする表示装置付
電子機器。
【請求項２】
　筐体と、
　前記筐体に凹設された収容部と、
　前記収容部の内側に配置された表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、
　前記表示装置の裏面を支持する底板と、
　前記底板から外側に延出される支持部と前記表示装置の端面と略平行に設けられて前記
収容部の内壁に当接する当接部とから形成される突起部と、を備え、
　前記枠体と前記突起部との間に凹部が形成され、前記突起部は、前記筐体から横方向の
衝撃が加わると、前記凹部の容積を減少させるよう変形することを特徴とする表示装置付
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電子機器。
【請求項３】
　前記突起部は、前記筐体の前記表示装置が配置された側の面よりも低く構成されること
を特徴とする請求項１または２に記載の表示装置付電子機器。
【請求項４】
　前記突起部は、前記枠体に対して斜め方向に突出することを特徴とする請求項１または
２に記載の表示装置付電子機器。
【請求項５】
　前記突起部は、断面が略Ｌ字状に形成されることを特徴とする請求項１または２に記載
の表示装置付電子機器。
【請求項６】
　前記突起部は、前記枠体の所定の一辺において、２箇所に形成されることを特徴とする
請求項１または２に記載の表示装置付電子機器。
【請求項７】
　前記突起部の前記表示装置の端面に沿った長さは、前記枠体の前記表示装置の端面に沿
った長さより小さいことを特徴とする請求項１または２に記載の表示装置付電子機器。
【請求項８】
　筐体と、
　前記筺体に凹設された収容部と、
　前記収容部の内側に配置された表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、を備え
、
　前記枠体は、
　前記表示装置の所定の一辺において、前記表示装置の端面に対向する第１の壁部と、前
記表示装置の裏面より下方側で前記第１の壁部と接合され、当該第１の壁部よりも外側に
設けられた第２の壁部と、を含み、
　前記第１の壁部と前記第２の壁部との間に凹部が形成され、
　前記第２の壁部は、前記筐体から横方向の衝撃が加わると、前記凹部の容積を減少させ
るよう変形することを特徴とする表示装置付電子機器。
【請求項９】
　前記第２の壁部は、前記筐体の前記表示装置が配置された側の面よりも低く構成される
ことを特徴とする請求項８に記載の表示装置付電子機器。
【請求項１０】
　前記第２の壁部は、前記枠体の所定の一辺において、２箇所に形成されることを特徴と
する請求項８に記載の表示装置付電子機器。
【請求項１１】
　前記第２の壁部の前記表示装置の所定の一辺に沿った長さは、前記第１の壁部の前記表
示装置の所定の一辺に沿った長さより小さいことを特徴とする請求項８に記載の表示装置
付電子機器。
【請求項１２】
　表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、
　前記表示装置の裏面より下方側で前記枠体と接合され、前記枠体よりも外側に設けられ
た突起部と、を備え、
　前記枠体と前記突起部との間に凹部が形成され、前記突起部は、外側から横方向の衝撃
が加わると、前記凹部の容積を減少させるよう変形することを特徴とする枠体付き表示装
置。
【請求項１３】
　表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、
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　前記表示装置の裏面を支持する底板と、
　前記底板から外側に延出される支持部と前記表示装置の端面と略平行に設けられて前記
収容部の内壁に当接する当接部とから形成される突起部と、を備え、
　前記枠体と前記突起部との間に凹部が形成され、前記突起部は、外側から横方向の衝撃
が加わると、前記凹部の容積を減少させるよう変形することを特徴とする枠体付き表示装
置。
【請求項１４】
　表示装置と、
　前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、を備え
、
　前記枠体は、
　前記表示装置の所定の一辺において、前記表示装置の端面に対向する第１の壁部と、前
記表示装置の裏面より下方側で前記第１の壁部と接合され、当該第１の壁部よりも外側に
設けられた第２の壁部と、を含み、
　前記第１の壁部と前記第２の壁部との間に凹部が形成され、
　前記第２の壁部は、外側から横方向の衝撃が加わると、前記凹部の容積を減少させるよ
う変形することを特徴とする枠体付き表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の表示装置を備えた表示装置付電子機器および携帯電話機に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の表示装置付電子機器においては、表示装置を保護するために、表示装置を枠体に
よって保持し、枠体を筐体に設けられている収容部に収容するのが一般的である（例えば
特許文献１参照）。
【特許文献１】
　特開２００２－２９６５６９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、表示装置付電子機器である携帯電話においては、表示装置の厚み方向に加わ
る衝撃等に対する対策は各種提案されていた。しかしながら、携帯電話の薄型化に伴って
表示装置の薄型化が進み、その結果、携帯電話が落下した際に表示装置の端面に加わる衝
撃によって表示装置が破損することが問題となっていた。
【０００４】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、落下等の衝撃や外部からの押
圧力があった場合でも表示装置の破損を防止する表示装置付電子機器および携帯電話機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の表示装置付電子機器は、筐体と、前記筐体内に位置する表示装置と、前記表示
装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、前記枠体の前記筐
体側に設けられた突起部と、前記突起部と前記枠体との間に設けられた凹部と、を備えた
ことを特徴とする。
【０００６】
　本発明においては、落下等によって筐体に作用した衝撃は、筐体内に伝達されるが、表
示装置は枠体により端面の少なくとも一部を覆い、支持されているので、衝撃は枠体を介
して表示装置に伝達されることになる。
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　このとき、突起部と枠体との間に凹部が設けられているため、筐体からの衝撃は、凹部
の容積を減少させるように突起部が変形することにより緩和、あるいは吸収され、枠体に
伝達される衝撃は小さなものとなる。これにより、落下等の衝撃が筐体に加わっても、表
示装置を衝撃から保護することができることとなる。
【０００７】
　また、本発明の表示装置付電子機器は、前記突起部と前記枠体との接合部は、前記枠体
における前記表示装置の表示面とは反対側の背面に対面する底板の延長上に位置すること
を特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、突起部の接合部が枠体の底板の延長上に位置しているため、変形し
た突起部を介して枠体に伝達される衝撃が底板に伝達され、表示装置の端面には伝達され
ないことになる。
　従って、本発明においては、落下等によって筐体に作用した衝撃による表示装置の破損
を効果的に防止できることになる。
【０００９】
　さらに、本発明の表示装置付電子機器は、前記突起部と前記枠体との接合部は、前記枠
体における前記表示装置の側端面に対面する側板の延長上に位置することを特徴とする。
【００１０】
　本発明においては、突起部の接合部が枠体の側板の延長上に位置しているため、変形し
た突起部を介して枠体に伝達される衝撃が側板に伝達され、表示装置の端面には伝達され
ないことになる。
　従って、本発明においては、落下等によって筐体に作用した衝撃による表示装置の破損
を効果的に防止できることになる。
【００１１】
　ところで、携帯電話等の表示装置付電子機器は、表示を読み取れるように配向した表示
装置の上方にレシーバが配置されていることが多く、筐体を落下させた場合、筐体におけ
るレシーバ側の端部から落下する場合が多い。
　この際、筐体から枠体に伝達される衝撃は、表示を読み取れるように配向した表示装置
の上端面に伝達されやすい。
【００１２】
　これに対して、本発明の表示装置付電子機器は、前記筐体内に位置するレシーバを備え
、前記突起部は、前記レシーバと前記表示装置との間に位置することを特徴とする。
【００１３】
　従って、この本発明においては、突起部がレシーバと表示装置との間に位置しているた
め、落下等によって筐体に作用した衝撃による表示装置の破損を効果的に防止できること
になる。
【００１４】
　また、本発明の表示装置付電子機器は、ヒンジ部を備え、前記突起部は、前記ヒンジ部
と前記表示装置との間に位置することを特徴とする。
　本発明においては、突起部がヒンジ部と表示装置との間に位置するため、ヒンジ側から
筐体が落下しても、表示装置の破損を効果的に防止できることになる。
【００１５】
　さらに、本発明の表示装置付電子機器は、前記突起部は、前記枠体の短手方向端部に位
置することを特徴とする。
　本発明においては、枠体の短手方向端部に突起部が位置するため、表示装置の側方から
筐体が落下しても、表示装置の破損を効果的に防止できることになる。
【００１６】
　また、本発明の表示装置付電子機器は、筐体と、前記筐体内に位置する表示装置と、前
記表示装置の端面の少なくとも一部を覆い、前記表示装置を支持する枠体と、前記筐体の
前記枠体側に設けられた突起部と、前記突起部と前記筐体との間に設けられた凹部と、を
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備えたことを特徴とする。
【００１７】
　本発明においては、落下等によって筐体に作用した場合、筐体の枠体側に設けられた突
起部により緩和、あるいは吸収され、枠体に伝達される衝撃は小さなものとなる。これに
より、落下等の衝撃が筐体に加わっても、表示装置を衝撃から保護することができること
となる。
【００１８】
　そして、本発明の表示装置付電子機器は、前記凹部は、Ｕ字形状であることを特徴とす
る。
【００１９】
　また、本発明の表示装置付電子機器は、携帯電話であることを特徴とする。
【００２０】
　そして、本発明の携帯電話機は、筐体と、前記筐体内に位置するレシーバと、前記筐体
内に位置する表示装置と、前記表示装置の端面の少なくとも一部を覆
い、前記表示装置を支持する枠体と、前記枠体の前記筐体側に設けられ、前記レシーバと
前記表示装置との間に位置する突起部と、前記突起部と前記枠体との間に設けられた凹部
と、を有し、前記突起部は、前記表示装置よりも表示面の反対方向に位置していることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、表示装置付電子機器に落下などの衝撃や外部からの押圧力があった場合でも
内部の液晶表示装置の破損を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
（第１実施形態）
　以下、本発明に係る第１実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。
　図１は本発明に係る第１実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話の斜視図、図２
は上筐体の分解斜視図、図３は枠体の斜視図、図４（Ａ）は図３中IV－IV位置に対応する
枠体および表示装置の断面図、図４（Ｂ）は衝撃が作用した場合の枠体の変形を示す断面
図である。
【００２３】
　図１に示すように、第１実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話１０は、上筐体
１１および下筐体１２と、上筐体１１および下筐体１２の境界線に沿って配置された回動
軸１３を中心として上筐体１１および下筐体１２を相対的に回動可能に連結する連結部１
４と、上筐体１１および下筐体１２に収容されて各機器を電気的に接続する回路基板の接
続構造（図示省略）とを備えた折畳式の携帯電話である。
【００２４】
　上筐体１１は、表面１１Ａの略中央に表示部１６を備え、表示部１６の上方に自分撮り
カメラ１７やレシーバ１８を備え、裏面１１Ｂに相手撮りカメラ（図示せず）を備える。
下筐体１２は、表面１２Ａの略中央に操作部２１のキー２２を備え、操作部２１の下方に
マイクロフォン２３を備える。また、連結部１４は、上筐体１１の下端部と下筐体１２の
上端部とを回動自在に支持するものである。
【００２５】
　図２に示すように、上筐体１１の表面１１Ａ側内部には、表示部１６を形成する矩形薄
板状の表示装置４０が収容される収容部３０が凹設されている。収容部３０は、四辺を内
壁３１で囲まれており、内部には収容部３０よりも一回り小さい矩形をした枠体３３が収
容されるようになっている。
　従って、表示装置４０は、枠体３３の内部に取付けられて上筐体１１の収容部３０に収
容され、上筐体１１および下筐体１２を相対的に回動させて開いたときに外部露出する、
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いわゆる前面表示部となっている。
【００２６】
　図４（Ａ）に示すように、表示部１６の表示装置４０は、ガラス（あるいは樹脂）によ
り形成されたガラス基板４１や導光板４３が積層された液晶表示装置である。一対のガラ
ス基板４１間には液晶部（図示せず）が介装されており、この液晶部から端子４２が外部
に引き出されている。また、導光板４３は、光源であるＬＥＤ４４の形状、寸法に応じて
略くさび状に厚肉化された導光部４５が端面に設けられている。導光部４５は、導光板４
３の下面に対して同一平面に沿うように、各ガラス基板４１に向かって隆起するように配
置されている。なお、端子４２は、フレキシブルケーブル４６によって基板（図示省略）
に接続されている。
【００２７】
　図３に示すように、枠体３３は全体矩形枠状をしており、各辺の断面は、表示装置４０
の端面４０ａに対向する内面３４ａを有する枠体本体３４と、表示装置４０における表示
面とは反対側の裏面４０ｂに対面して支持する支持壁（底板）３５とからＬ字形状に形成
されている。収容部３０の内壁３１と、この内壁３１に対面する枠体本体３４の外面３４
ｂとの間には、内壁３１または枠体３３の外面３４ｂの一方である枠体３３の上辺３３ａ
の外面３４ｂに接合されて、他方である収容部３０内壁３１に向かって延びる突出部３６
が設けられている。この突出部３６は、凹部としての空間３６ａを有するように、枠体３
３から離れる方向すなわち外側（図３中、矢印参照）に向けて延出される支持部３６ｂと
、この支持部３６ｂに連結されて表示装置４０の端面４０ａに対して略平行に設けられる
当接部３６ｃとから、断面略Ｌ字状に形成されている。
【００２８】
　図３に示すように、突起部３６は枠体本体３４の上側（図３において左下側、図３中、
矢印参照）外面３４ｂにおいて、左右両端部に各々設けられている。枠体３３と突起部３
６との接合部、すなわち枠体本体３４の外面３４ｂにおける突起部３６の支持部３６ｂの
接合部は、枠体における支持壁（底板）３５の延長上に位置している。なお、接合部は、
表示装置４０よりも矢印Ａ方向（図４（Ａ）に示す）に設けていればよい。後述する落下
等の衝撃の際に、表示装置４０に力を伝えないようにするためである。
　これらのような突起部３６は、枠体に対して一体成形されていて、レシーバ１８と表示
装置４０との間に位置している。
【００２９】
　このため、図４（Ｂ）に示すように、筐体１１から衝撃Ｆが作用して、枠体３３が収容
部３０の内壁３１に衝突すると、突起部３６の当接部３６ａおよび支持部３６ｂの変形に
よって衝撃を緩和あるいは吸収する。このとき、突起部３６の支持部３６ｂから枠体３３
に流れる力ｆは、枠体３３の支持壁３５に流れるので、突起部３６が受けた衝撃は枠体３
３を介して真っ直ぐにガラス基板４１に伝達されることはない。これにより、接合部から
伝達された衝撃は支持壁３５内部で分散し、ガラス基板４１に伝達される衝撃は小さいも
のとなる。
【００３０】
　以上、説明した表示装置付電子機器である携帯電話１０によれば、落下等によって上筐
体１１に作用した衝撃は、空間３６ａを有する突起部３６により緩和あるいは吸収される
ので、表示装置４０を衝撃から保護できる。
　特に、この携帯電話１０によれば、各突起部３６がレシーバ１８と表示装置４０との間
に位置しているため、レシーバ１８を下方にして筐体が落下した場合、確実に表示装置４
０を保護できる。
【００３１】
（第２実施形態）
　次に、本発明に係る第２実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。なお、すでに第１実施形態において説明した部位と共通する部位には、同じ符号を付
して、重複する説明を省略することとする。
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　図５（Ａ）は本発明に係る第２実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話に用いら
れている枠体の斜視図、図５（Ｂ）は衝撃を受ける前の突起部を示す平面図、図５（Ｃ）
は衝撃を受けた後の突起部を示す平面図である。
【００３２】
　図５（Ｂ）および（Ｃ）に示すように、収容部３０の内壁３１と、この内壁３１に対面
する枠体本体３４の外面３４ｂとの間には、枠体３３Ｂの外面３４ｂに連結されて収容部
３０の内壁３１に向かって延びる突起部３６Ｂが設けられている。この突起部３６Ｂは、
凹部としての空間３６ａを有するように、枠体３３Ｂから離れる方向すなわち外側に向け
て延出される支持部３６ｂと、この支持部３６ｂの先端に連結されて表示装置４０の端面
４０ａに対して略平行に設けられる当接部３６ｃとから、断面略Ｌ字状に形成されている
。
【００３３】
　図５（Ａ）に示すように、この枠体３３Ｂでは、突起部３６Ｂは枠体本体３４の上側（
図３において左下側）外面３４ｂにおいて、左右両端部に各々設けられている。枠体３３
Ｂと突起部３６Ｂとの接合部、すなわち枠体本体３４の外面３４ｂにおける突起部３６Ｂ
の支持部３６ｂの接合部は、図５（Ａ）に示すように、枠体３３Ｂにおける表示装置４０
の側端面に対面する側板の延長上に位置している。
【００３４】
　以上、説明した携帯電話１０によれば、上筐体１１が衝撃を受けると、図５（Ｃ）に示
すように、突起部３６の当接部３６ｃが衝撃を受けて凹部である空間３６ａの容積を減少
させるように変形して衝撃を緩和あるいは吸収する。さらに、衝撃は支持部３６ｂから枠
体３３Ｂに伝達されるが、支持部３６ｂは枠体３３Ｂの枠体本体３４の延長上に設けられ
ているので、枠体本体３４の内側に収容されている表示装置４０には直接衝撃が伝わらず
、表示装置４０に伝達される衝撃を小さくすることができる。
【００３５】
　また、この携帯電話１０においても、各突起部３６Ｂが表示装置４０の上方に位置して
いるため、表示装置４０の上方を下方にして筐体が落下した場合、確実に表示装置４０を
保護できる。
（第３実施形態）
　次に、本発明に係る第３実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。なお、すでに第１実施形態において説明した部位と共通する部位には、同じ符号を付
して、重複する説明を省略することとする。
　図６は第３実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話における上筐体の分解斜視図
、図７は図６中VII方向から見た上筐体の収容部内部の斜視図である。
【００３６】
　図６および図７に示すように、収容部３０の内壁３１と、この内壁３１に対面する枠体
本体３４Ｃの外面３４ｂとの間には、内壁３１または枠体３３の外面３４ｂの一方である
内壁３１に連結されて、他方である枠体３３Ｃに向かって延びる突起部３６Ｃが設けられ
ている。この突起部３６Ｃは、凹部としての空間３６ａを有するように、内壁３１から離
れる方向すなわち収容部３０内部に向けて突出される支持部３６ｂと、この支持部３６ｂ
に連結されて収容部３０に収容される表示装置４０の端面４０ａに対して略平行に設けら
れる当接部３６ｃとから、断面略Ｌ字状に形成されている。
　従って、本第３実施形態においては、枠体３３Ｃには突起部３６Ｃは設けられないこと
になる。
【００３７】
　なお、収容部３０の内壁３１に設ける突起部３６Ｃの接合部としては、突起部３６Ｃの
当接部３６ｃが枠体３３Ｃに当接した際に、表示装置４０の端面４０ａに衝撃が直接伝達
されない位置とするのが望ましい。例えば、枠体３３Ｃの支持壁３５に対応した位置に設
けることができる。
【００３８】
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　以上、説明した携帯電話１０によれば、上筐体１１が衝撃を受けた結果、収容部３０の
枠体３３Ｃおよび表示装置４０が移動して収容部３０の内壁３１に衝突した際に、内壁３
１に設けた突起部３６が衝撃を緩和あるいは吸収するので、表示装置４０に作用する衝撃
を小さくして表示装置４０を保護することができる。
【００３９】
　また、この携帯電話１０においても、各突起部３６Ｃがレシーバ１８と表示装置４０と
の間に位置しているため、レシーバ１８を下方にして筐体が落下した場合、確実に表示装
置４０を保護できる。
【００４０】
（第４実施形態）
　次に、本発明に係る第４実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。なお、すでに第１実施形態において説明した部位と共通する部位には、同じ符号を付
して、重複する説明を省略することとする。
　図８は本発明に係る第４実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話に用いられてい
る枠体の斜視図である。
【００４１】
　図８に示すように、本実施形態にかかる携帯電話に用いられる枠体３３Ｄでは、左右の
枠体本体３４の延長上に突起部３６Ｄが各々設けられており、表示装置４０のガラス基板
４１の端面４１位置に対応しない位置に設けられている。この突起部３６Ｄでは、前述し
た支持部３６ｂと当接部３６ｃとを兼ねた１部材３６ｅのみで構成されており、枠体３３
の外面３４ｂに対して斜め方向内側に突出することにより、凹部である内部空間３６ａを
形成している。
　これらの突起部３６Ｄの接合部は、枠体３３Ｄにおける表示装置４０の側端面に対面す
る側板の延長上に位置している。
【００４２】
　このように構成することにより、前述した実施形態と同様の作用・効果を有し、表示装
置４０を保護することができる。さらに、突起部３６Ｄの構成を一層簡易なものとするこ
とができる。
【００４３】
（第５実施形態）
　次に、本発明に係る第５実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。なお、すでに説明した部位と共通する部位には、同じ符号を付して、重複する説明を
省略することとする。
　図９は本発明に係る第５実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話に用いられてい
る枠体の斜視図である。
【００４４】
　図９に示すように、本実施形態にかかる携帯電話に用いられる枠体３３Ｅでは、支持壁
３５の延長上に突起部３６Ｅが各々設けられており、表示装置４０のガラス基板４１の端
面４１位置に対応しない位置に設けられている。この突起部３６Ｅでは、前述した支持部
３６ｂと当接部３６ｃを兼ねた１部材３６ｆのみで構成されており、枠体３３の外面３４
ｂに対して斜め方向上側に突出することにより、凹部である内部空間３６ａを形成してい
る。
　これらの突起部３６Ｅの接合部は、枠体３３Ｅにおける支持壁（底板）３５の延長上に
位置している。
【００４５】
　このように構成することにより、前述した実施形態と同様の作用・効果を有し、表示装
置４０を保護することができる。さらに、突起部３６Ｅの構成を一層簡易なものとするこ
とができる。
【００４６】
（第６実施形態）
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　次に、本発明に係る第６実施形態の表示装置付電子機器について、図面を用いて説明す
る。なお、すでに説明した部位と共通する部位には、同じ符号を付して、重複する説明を
省略することとする。
　図１０は本発明の第６実施形態にかかる表示装置付電子機器における上筐体の分解斜視
図である。
【００４７】
　図１０に示すように、本実施形態にかかる携帯電話に用いられる枠体３３Ｆでは、枠体
３３Ｆの４隅における上下方向および左右方向の外面３４ｂに各々突起部３６Ｆが設けら
れていて、枠体３３Ｆの短手方向端部にも突起部３６Ｆが設けられている。従って、合計
８個の突起部３６Ｆが設けられることになる。なお、各突起部３６Ｆの接合部は、枠体３
３Ｆにおける表示装置４０の側端面に対面する側板の延長上や、あるいは枠体３３Ｆにお
ける支持壁（底板）３５の延長上に位置している。
【００４８】
　このように構成することにより、前述した実施形態と同様の作用・効果を有し、表示装
置４０を保護することができる。さらに、枠体３３の四隅に突起部３６Ｆを上下方向およ
び左右方向に設けたので、携帯電話１０を上下左右どの方向から落としても衝撃を吸収し
て表示装置４０を保護することができる。
【００４９】
　なお、以上の説明では、突起部３６を少なくとも枠体３３の上側に設けた場合を例示し
たが、図１１に示すように、ヒンジ部１４と表示装置４０との間にのみ突起部３６Ｇを設
けることも可能である。
【００５０】
　また、前述した各実施形態においては、表示装置付電子機器として折畳式の携帯電話を
例示し、表示装置として筐体を開いたときに露出する前面表示部を例示したが、本発明は
ノートパソコンや携帯型音楽再生装置、携帯型テレビ、携帯型ラジオ、カメラ、液晶腕時
計、液晶ストップウォッチ、携帯型ＧＰＳ、携帯型ゲーム機器、ステレオ等の据置型電子
機器を操作するリモコン、電子卓上計算機にも適用可能であり、その形態も折畳式に限定
せず、例えばストレート型、スライド型、回転式等でもよく、表示装置の配置個所や数も
任意である。
【００５１】
　さらに、前述した各実施形態においては、表示装置として液晶表示装置を例示したが、
本発明は表示装置として有機ＥＬディスプレイや無機ＥＬディスプレイ等にも適用可能で
ある。
　また、前述した各実施形態においては、枠体に対して一体成型された突起部を例示した
が、例えば別途成形された突起部を枠体に対して後から取り付ける形態も本発明に含まれ
る。
【００５２】
　さらに、前述した各実施形態における凹部の形状は、前述した各実施形態において示し
た形態以外にも、例えばＵ字形状、コの字状、Ｖ字形状でもよい。
　そして、本発明は、前述した各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　以上のように、本発明にかかる液晶表示装置付電子機器は、落下等の衝撃が筐体に加わ
っても、表示装置を衝撃から保護することができるという効果を有するため、筐体の収容
部において、枠体により表示装置が支持されている携帯電話、ノートパソコン、携帯音楽
機、携帯型テレビ、ＰＤＡ、その他の電子機器に有用である。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は、落下などの衝撃や外部からの押圧力があった場合でも内部の液晶表示装置の
破損を防止することができるため、携帯電話機等の表示装置を備えた表示装置付電子機器



(10) JP 5087402 B2 2012.12.5

10

20

30

および携帯電話機に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明に係る第１実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話の斜視図である
。
【図２】上筐体の分解斜視図である。
【図３】枠体の斜視図である。
【図４】（Ａ）図３中IV－IV位置に対応する枠体および表示装置の断面図、（Ｂ）は衝撃
が作用した場合の枠体の変形を示す断面図である。
【図５】（Ａ）は本発明に係る第２実施形態の装置付電子機器である携帯電話に用いられ
ている枠体の斜視図、（Ｂ）は衝撃を受ける前の突起部を示す平面図、（Ｃ）は衝撃を受
けた後の突起部を示す平面図である。
【図６】第３実施形態の表示装置付電子機器における上筐体の分解斜視図である。
【図７】図６中VII方向から見た上筐体の収容部内部の斜視図である。
【図８】本発明に係る第４実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話に用いられてい
る枠体の斜視図である。
【図９】本発明に係る第５実施形態の表示装置付電子機器である携帯電話に用いられてい
る枠体の斜視図である。
【図１０】本発明に係る第６実施形態の表示装置付電子機器における上筐体の分解斜視図
である。
【図１１】突起部の変形例を示す上筐体の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　携帯電話（表示装置付電子機器）
　１１　上筐体（筐体）
　１６　表示部
　３０　収容部
　３１　内壁
　３３　枠体
　３４ｂ　枠体本体外面（枠体の外側）
　３６　突起部
　３６ａ　空間（凹部）
　３６ｂ　支持部
　３６ｃ　当接部
　４０　表示装置
　４０ａ　端面
　４０ｂ　裏面
　４１　ガラス基板
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