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(57)【要約】
　
【課題】バッテリセルの保護を図ることができる電子機
器を提供する。
【解決手段】一つの実施形態によれば、電子機器は、筐
体と、前記筐体の内部に並べて収容された複数のバッテ
リセルと、前記筐体の内部で隣り合う前記バッテリセル
の間に位置した支持部と、前記筐体の内面に設けられて
前記支持部に向けて突出した突出部と、を備える。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体の内部に並べて収容された複数のバッテリセルと、
　前記複数のバッテリセルを囲うフレームと、前記フレームの内側に設けられ、隣り合う
前記バッテリセルの間に位置した梁と、を含み、前記フレームと前記梁との間に前記バッ
テリセルが露出する第１開口部が設けられたケースと、
　前記ケースに取り付けられ、前記第１開口部を覆う第１シートと、
　前記筐体の内面に設けられ、前記梁に向けて突出した第１突出部と、
　を具備した電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電子機器において、
　前記第１突出部は、前記筐体が変形した時に、前記筐体の内面が前記バッテリセルに接
するよりも先に前記梁によって受けられる電子機器。
【請求項３】
　請求項２に記載の電子機器において、
　前記第１突出部は、前記第１シートを間に挟んで前記梁によって受けられる電子機器。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の電子機器において、
　前記第１突出部は、前記梁に沿って延びたリブである電子機器。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の電子機器において、
　前記筐体は、入力部が取り付けられた壁を有し、この壁は、略六角形状の複数の開口部
と、この複数の開口部の間に延びて前記入力部を支持した支持部とを含み、
　前記第１突出部は、前記壁の前記支持部に設けられた電子機器。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の電子機器において、
　前記筐体の内面に設けられて前記フレームに向けて突出し、前記筐体が変形した時に、
前記筐体の内面が前記バッテリセルに接するよりも先に前記フレームによって受けられる
第２突出部をさらに備えた電子機器。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の電子機器において、
　前記ケースに取り付けられた第２シートをさらに備え、前記第１シートおよび前記第２
シートが前記梁の肉厚よりも薄い電子機器。
【請求項８】
　請求項７に記載の電子機器において、
　前記ケースは、前記第１開口部が設けられるとともに前記第１シートが取り付けられた
ベースと、前記第１シートとは反対側から前記ベースに取り付けられたカバーと、を有し
、
　前記カバーは、前記複数のバッテリセルの少なくとも一つが露出する第２開口部が設け
られるとともに前記第２開口部が前記第２シートで覆われた第１部分と、前記複数のバッ
テリセルの少なくとも別の一つに向かい合い、前記第１部分よりも厚く形成されて前記ケ
ースを補強する第２部分と、を有した電子機器。
【請求項９】
　請求項８に記載の電子機器において、
　前記カバーの前記第２部分及び前記第３部分は、前記カバーの前記第１部分の両側に分
かれて設けられた電子機器。
【請求項１０】
　筐体と、
　前記筐体の内部に並べて収容された複数のバッテリセルと、
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　隣り合う前記バッテリセルの間に位置した梁と、前記バッテリセルが露出された複数の
開口部と、を含むケースと、
　前記開口部を覆うように前記ケースに取り付けられたシートと、
　前記筐体の内面に設けられ、前記梁に向けて突出した突出部と、
　を具備した電子機器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電子機器において、
　前記突出部は、前記シートを間に挟んで前記梁に面した電子機器。
【請求項１２】
　請求項１０または請求項１１に記載の電子機器において、
　前記突出部は、前記筐体が変形した時に、前記筐体の内面が前記バッテリセルに接する
よりも先に前記梁によって受けられる電子機器。
【請求項１３】
　請求項１０乃至請求項１２のいずれかに記載の電子機器において、
　前記突出部は、前記梁に沿って延びたリブである電子機器。
【請求項１４】
　請求項１０乃至請求項１３のいずれかに記載の電子機器において、
　前記ケースは、ベースと、当該ベースに取り付けられたカバーと、を備え、前記バッテ
リセルが前記ベースと前記カバーとの間に位置されているとともに、前記ベースは、隣り
合うバッテリセルの間で前記バッテリセルの厚み方向に起立された梁部を有し、前記カバ
ーは、前記ベースの前記梁部と向かい合う梁部を有し、前記ベースの前記梁部および前記
カバーの前記梁部によって前記ケースの前記梁が構成された電子機器。
【請求項１５】
　筐体と、
　前記筐体の内部に並べて収容された複数のバッテリセルと、
　前記筐体の内部で隣り合う前記バッテリセルの間に位置した支持部と、
　前記筐体の内面に設けられ、前記支持部に向けて突出した突出部と、
　を具備した電子機器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バッテリを搭載した電子機器が提供されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２６０９７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　電子機器は、バッテリセルの保護が要望されている。
【０００５】
　本発明の目的は、バッテリセルの保護を図ることができる電子機器を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態によれば、電子機器は、筐体と、前記筐体の内部に並べて収容された複数のバ
ッテリセルと、前記筐体の内部で隣り合う前記バッテリセルの間に位置した支持部と、前
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記筐体の内面に設けられて前記支持部に向けて突出した突出部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態に係るテレビジョン受像機の正面図。
【図２】図１中に示されたテレビジョン受像機の内部を示す背面図。
【図３】図１中に示されたテレビジョン受像機の断面図。
【図４】第２実施形態に係る電子機器の斜視図。
【図５】図４中に示された第１ユニットの内部を示す平面図。
【図６】図４中に示された上カバーの内面を示す平面図。
【図７】図５中に示された第１ユニットのＦ７－Ｆ７線に沿う断面図。
【図８】図６中に示されたタッチパッド取付部の斜視図。
【図９】図５中に示された第１ユニットの内部を分解して示す斜視図。
【図１０】図５中に示された第１ユニットの内部を示す下面図。
【図１１】図５中に示された下カバーの内面を示す平面図。
【図１２】図９中に示されたバッテリユニットを分解して示す斜視図。
【図１３】図９中に示されたバッテリユニットの平面図。
【図１４】図９中に示されたバッテリユニットの下面図。
【図１５】図９中に示されたバッテリユニットの側面図。
【図１６】図５中に示されたキーボード及びバッテリユニットのＦ１６－Ｆ１６線に沿う
断面図。
【図１７】図１６中に示されたバッテリユニットのＦ１７線に囲まれた部分を拡大して示
す断面図。
【図１８】図１６中に示されたバッテリユニットのＦ１７線に囲まれた部分を拡大して示
す断面図。
【図１９】第２実施形態に係るバッテリユニットの構造を模式的に示す断面図。
【図２０】図１６中に示されたキーボード及びバッテリユニットのＦ２０―Ｆ２０線に沿
う断面図。
【図２１】第２実施形態に係るバッテリユニットの構造を模式的に示す断面図。
【図２２】第２実施形態に係るバッテリユニットの構造を模式的に示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。
【０００９】
　（第１実施形態）　
　図１乃至図３は、第１実施形態に係るテレビジョン受像機１を開示している。テレビジ
ョン受像機１は、「電子機器」の一例である。図１に示すように、テレビジョン受像機１
は、表示ユニット２と、この表示ユニット２を支持するスタンド３とを有する。
【００１０】
　表示ユニット２は、筐体４と、筐体４に収容された表示装置５を有する。表示装置５は
、表示画面５ａを有する。筐体４は、表示画面５ａが露出する開口部４ａが設けられてい
る。
【００１１】
　図２に示すように、筐体４には、回路基板６と、バッテリユニット７とが収容されてい
る。なお、筐体４、回路基板６、及びバッテリユニット７の詳細は、第２実施形態の電子
機器１１におけるそれらと同じである。そこで、第２実施形態を代表して詳しく説明し、
本実施形態におけるそれらの詳細な説明は省略する。なお、図１乃至図３において、第２
実施形態の構成と同一または類似の機能を有する構成は、同一の符号を付している。
【００１２】
　（第２実施形態）　
　次に、図４乃至図２２を参照して、第２実施形態に係る電子機器１１を説明する。電子
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機器１１は、例えばノートブック型ポータブルコンピュータ（ノートＰＣ）である。なお
、本実施形態が適用可能な電子機器は、上記例に限られない。本実施形態は、例えばスレ
ート型ポータブルコンピュータ（スレートＰＣ）や、スマートフォンを含む携帯電話や、
ゲーム機などその他の電子機器に広く適用可能である。
【００１３】
　図４に示すように、電子機器１１は、第１ユニット１２と、第２ユニット１３と、ヒン
ジ部１４とを有する。第１ユニット１２は、例えばメインボードが搭載された本体ユニッ
トである。第１ユニット１２は、第１筐体４を備えている。第１筐体４の一例は、マグネ
シウム合金のような金属製であり、比較的高い剛性を有する。第１筐体４は、上壁１６、
下壁１７、及び周壁１８を有し、扁平な箱状に形成されている。
【００１４】
　下壁１７は、電子機器１１を机の上に置いた時、その机上面（載置面）に向かい合う。
下壁１７は、例えば机上面に接する複数の脚部１９（図７、図１１参照）が設けられてい
る。上壁１６は、下壁１７とは反対側に位置する。上壁１６は、下壁１７との間に空間を
空けて、下壁１７と略平行に広がる。上壁１６は、「第１壁」の一例である。下壁１７は
、「第２壁」の一例である。
【００１５】
　周壁１８は、下壁１７の周縁部と上壁１６の周縁部との間を繋いでいる。なお下壁１７
及び上壁１６の両方、またはいずれか一方は、周壁１８に向いて曲がり、周壁１８に略円
弧状に繋がっていてもよい。
【００１６】
　第１筐体４は、第１端部２１と、第２端部２２とを有する。第１端部２１は、例えば前
端部である。第２端部２２は、例えば後端部であり、第１端部２１とは反対側に位置する
。周壁１８は、前壁１８ａ、後壁１８ｂ、第１側壁１８ｃ（例えば左側壁）、及び第２側
壁１８ｄ（例えば右側壁）を有する。
【００１７】
　前壁１８ａは、第１端部２１に位置する。前壁１８ａは、筐体４の長手方向（筐体４の
横幅方向）に延びている。後壁１８ｂは、第２端部２２に位置する。後壁１８ｂは、前壁
１８ａと略平行に延びている。第１側壁１８ｃ及び第２側壁１８ｄは、前壁１８ａ及び後
壁１８ｂとは交差する方向（例えば略直交する方向）に延びている。第１側壁１８ｃ及び
第２側壁１８ｄは、筐体４の短手方向（筐体４の奥行方向）に延びている。第１側壁１８
ｃ及び第２側壁１８ｄは、それぞれ前壁１８ａの端部と後壁１８ｂの端部とを繋いでいる
。
【００１８】
　図４に示すように、第２のユニット１３は、例えば表示ユニットであり、第２筐体２４
と、この第２筐体２４に収容された表示装置５とを備えている。表示装置５は、例えば液
晶ディスプレイであるが、これに限定されるものではない。表示装置５は、画像や映像が
表示される表示画面５ａを有する。第２筐体２４は、表示画面５ａが露出する開口部４ａ
を有する。
【００１９】
　第２筐体２４は、ヒンジ部１４によって、第１筐体４の第２端部２２に回動可能（開閉
可能）に連結されている。これにより、第１ユニット１２と第２ユニット１３とが重ねら
れる第１位置と、第１ユニット１２と第２ユニット１３とが開かれる第２位置との間で、
第２ユニット１３は回動可能である。
【００２０】
　次に、電子機器１１の実装構造について説明する。なお説明の便宜上、以下では「第１
筐体４」を、単に「筐体４」と読み替える。
【００２１】
　図４及び図５に示すように、筐体４の上壁１６には、キーボード２５及びタッチパッド
２６が設けられている。キーボード２５は、「第１入力部」の一例である。タッチパッド
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２６は、「第２入力部」の一例である。なお、第１及び第２入力部は、上記に限定される
ものではなく、タッチパネル（タッチセンサ）やその他の入力装置であってもよい。
【００２２】
　図４に示すように、筐体４は、下カバー２７（ベース）と、上カバー２８（カバー）と
を有する。下カバー２７は、下壁１７と、周壁１８の一部とを含む。上カバー２８は、上
壁１６と、周壁１８の一部とを含む。下カバー２７と上カバー２８とが組み合わされるこ
とで、筐体４は構成されている。
【００２３】
　図６は、上カバー２８を裏返し、上カバー２８の内面を示す。上カバー２８は、キーボ
ード２５が取り付けられるキーボード取付部３１と、タッチパッド２６が取り付けられる
タッチパッド取付部３２とを有する。キーボード取付部３１は、「第１取付部」の一例で
ある。タッチパッド取付部３２は、「第２取付部」の一例である。
【００２４】
　キーボード取付部３１は、筐体４の長手方向に延び、筐体４の略全幅に亘る。図７に示
すように、キーボード取付部３１は、上壁１６（パームレスト３６）から窪んでいる。こ
れにより、キーボード取付部３１に取り付けられたキーボード２５は、上壁１６（パーム
レスト３６）と略同じ高さか、上壁１６（パームレスト３６）からわずかに高くなる。
【００２５】
　図６に示すように、本実施形態のキーボード取付部３１は、ハニカム構造を有する。す
なわち、キーボード取付部３１は、複数の六角形状の開口部３１ａと、この開口部３１ａ
の間に延びた複数の梁３１ｂ（支持部）とを有する。複数の梁３１ｂは、互いに連結され
、六角形状の枠を形成している。これら梁３１ｂは、キーボード取付部３１の略全域に設
けられ、キーボード２５を下方から支持する。
【００２６】
　このようなハニカム構造を有することで、キーボード取付部３１は、強度（剛性）の確
保と、軽量化とが同時に実現されている。これにより、ユーザーがキーボード２５を強く
叩いても、キーボード取付部３１は撓みにくい。
【００２７】
　図６に示すように、タッチパッド取付部３２は、キーボード取付部３１と、第１端部２
１との間に位置する。図８及び図２０に示すように、タッチパッド取付部３２は、上壁１
６（パームレスト３６）から窪んでいる。タッチパッド取付部３２は、タッチパッド２６
を筐体４の内側（すなわち下方）から支持する。
【００２８】
　図８及び図２０に示すように、タッチパッド取付部３２は、第１部分３２ａ、第２部分
３２ｂ、及び第３部分３２ｃを有する。第１部分３２ａは、キーボード取付部３１に隣接
している。第１部分３２ａは、キーボード取付部３１よりも浅く窪んでいる。第１部分３
２ａには、タッチパッド２６の平板部分が載せられる。
【００２９】
　第２部分３２ｂは、第１部分３２ａと第１端部２１との間に位置する。第２部分３２ｂ
は、第１部分３２ａよりも深く、且つ、キーボード取付部３１よりも浅く窪んでいる。第
２部分３２ｂには、タッチパッド２６の部品実装部が載せられる。
【００３０】
　第３部分３２ｃは、第２部分３２ｂと第１端部２１との間に位置する。第３部分３２ｃ
は、第２部分３２ｂよりも深く、且つ、例えばキーボード取付部３１よりも深く窪んでい
る。第３部分３２ｃには、タッチパッド２６のボタン３４（タッチパッドボタン）と、こ
のボタン３４によって操作されるスイッチ３５（スイッチ基板）とが取り付けられる。
【００３１】
　図４に示すように、タッチパッド取付部３２の左右の両側には、パームレスト３６が設
けられている。パームレスト３６は、キーボード取付部３１と第１端部２１との間に延び
ている。図６に示すように、パームレスト３６の内面には、ハニカムリブ（ハニカム構造
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で形成されたリブ）が設けられている。これにより、パームレスト３６は、ユーザーが強
く押したとしても撓み難い。
【００３２】
　図９及び図１０に示すように、筐体４には、一対のスピーカ３７，３８、回路基板６、
及びバッテリユニット７が収容されている。これらスピーカ３７，３８、回路基板６、及
びバッテリユニット７は、上壁１６の内面に取り付けられる（固定される）。
【００３３】
　図５及び図１０に示すように、一対のスピーカ３７，３８は、左右の端部に分かれて配
置されている。第１スピーカ３７は、第１側壁１８ｃと前壁１８ａに沿う。第２スピーカ
３８は、第２側壁１８ｄと前壁１８ａに沿う。
【００３４】
　図５に示すように、第１スピーカ３７は、スピーカ４１（スピーカ本体）と、このスピ
ーカ４１を収容したスピーカボックス４２とを有する。スピーカ４１は、高音質を実現す
るため、比較的口径の大きなものが採用されている。この口径が大きなスピーカ４１は、
筐体４の薄型化のため、パームレスト３６（上壁１６）と略平行に実装されている。すな
わち、スピーカ４１の振動板は、パームレスト３６（上壁１６）の内面に向かい合う。
【００３５】
　スピーカボックス４２は、第１放音孔４２ａ（第１開口部）と、第２放音孔４２ｂ（第
２開口部）とを有する。第１放音孔４２ａは、中高音域の音が放出される。第１放音孔４
２ａは、筐体４の前壁１８ａに向かい合う。すなわち、第１放音孔４２ａは、スピーカ４
１の振動方向ではなく、振動方向とは交差する方向（例えば略直交する方向）に開口して
いる。
【００３６】
　スピーカ４１と第１放音孔４２ａとの間には、スピーカ４１からの音を第１放音孔４２
ａに向けて案内するガイド４３が設けられている。このガイド４３により、スピーカ４１
と第１放音孔４２ａとの間に通音領域（通音空間、通音部）が設けられている。ガイド４
３は、例えばクッション（スポンジ）で構成されている。
【００３７】
　図４に示すように、筐体４の前壁１８ａは、第１放音孔４２ａに向かい合う開口部４４
を有する。第１スピーカ３７からの中高音域の音は、前壁１８ａの開口部４４から筐体４
の外部に放出される。
【００３８】
　図１０に示すように、第２放音孔４２ｂは、いわゆるバスレフの穴であり、低音域（例
えば数百Ｈｚ）の音が放出される。第２放音孔４２ｂは、筐体４の長手方向に向いて、筐
体４内に開口している。すなわち、低音域の音は、筐体４の内部に放出される。本実施形
態では、低音域は指向性がないことを利用し、低音域の音を、筐体４の内部空間を使って
共鳴させる。これにより、低音域の音が増強される。
【００３９】
　図１０に示すように、スピーカボックス４２は、前壁１８ａに沿って延びている。第２
放音孔４２ｂは、スピーカボックス４２の端部に設けられ、第２側壁１８ｄに向けて低音
を放出する。第２放音孔４２ｂから出た低音は、筐体４の小さな穴（例えばタッチパッド
取付部３２やねじ穴）を通るか、または製品自体を振動させることで、外部に伝わる。
【００４０】
　第２スピーカ３８は、第１スピーカ３７と構成が略同じであるので、同じ機能を有する
構成に同一の符号を付してその説明は省略する。
【００４１】
　図１０に示すように、第２スピーカ３８のスピーカボックス４２も、前壁１８ａに沿っ
て延びている。第２スピーカ３８の第２放音孔４２ｂは、スピーカボックス４２の端部に
設けられ、第１側壁１８ｃに向けて低音を放出する。ここで、第１スピーカ３７の第２放
音孔４２ｂと、第２スピーカ３８の第２放音孔４２ｂは、互いに向かい合う。これにより
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、第１スピーカ３７からの低音と、第２スピーカ３８からの低音は、筐体４内で合成され
、増強されて外部に伝わる。
【００４２】
　図１０に示すように、回路基板６は、筐体４の第２端部２２寄りに設けられている。回
路基板６は、長方形状である。回路基板６の長手方向は、筐体４の長手方向に沿う。回路
基板６は、例えばメインボードである。
【００４３】
　回路基板６は、発熱部品４６、メモリ４７、及び種々の電子部品４８が実装されている
。発熱部品４６の一例は、ＣＰＵ(Central Processing Unit)であるが、これに限定され
るものではない。発熱部品４６は、グラフィックチップやその他の部品でもよく、放熱が
望まれる種々の部品が適宜該当する。
【００４４】
　筐体４には、ファン４９、ヒートシンク５０、及びヒートパイプ５１が収容されている
。筐体４の後壁１８ｂには、排気孔５２（開口部）が設けられている。ヒートシンク５０
は、排気孔５２に向かい合う。ファン４９は、ヒートシンク５０に向かい合う。
【００４５】
　図１１に示すように、筐体４の下壁１７には、第１吸気孔５３（開口部）が設けられて
いる。第１吸気孔５３は、ファン４９に向かい合う。図５及び図１０に示すように、ファ
ン４９は、遠心タイプであり、上下面に分かれて設けられた２つの吸込口４９ａ，４９ｂ
と、側面に設けられた吐出口４９ｃとを有する。
【００４６】
　図１０に示すように、第１吸込口４９ａは、筐体４の下壁１７の第１吸気孔５３に向か
い合う。ファン４９は、第１吸気孔５３と通じて、筐体４の外部の空気を吸い込む。図５
に示すように、第２吸込口４９ｂは、第１吸込口４９ａとは反対側に位置し、筐体４の上
壁１６に向かい合う。ファン４９は、第２吸込口４９ｂを通じて、筐体４の内部の空気を
吸い込む。吐出口４９ｃは、ヒートシンク５０に向かい合う。ファン４９は、ヒートシン
ク５０に向けて風を送る。
【００４７】
　図１１に示すように、筐体４は、第２吸気孔５４（開口部）を有する。第２吸気孔５４
は、バッテリユニット７を外れて設けられ、回路基板６に向かい合う。ファン４９は、第
２吸気孔５４から筐体４内に流入する空気を、第２吸込口４９ｂから吸い込む。
【００４８】
　ヒートパイプ５１は、「熱伝導部材」の一例である。ヒートパイプ５１は、発熱部品４
６とヒートシンク５０との間に延び、発熱部品４６とヒートシンク５０とを熱的に接続す
る。
【００４９】
　図１０に示すように、回路基板６と筐体４の第１端部２１との間には、バッテリユニッ
ト７が取り付けられる。バッテリユニット７は、「バッテリパック」、「バッテリ」、「
電池」、「ユニット」、「モジュール」のそれぞれ一例である。
【００５０】
　バッテリユニット７は、長方形状である。バッテリユニット７の長手方向は、筐体４の
長手方向と略同じである。バッテリユニット７は、回路基板６と略平行に延び、例えば筐
体４の略全幅に亘る。図１０に示すように、バッテリユニット７と回路基板６は、筐体４
の厚さ方向とは交差する方向（例えば略直交する方向）で一部重なる。すなわち、バッテ
リユニット７と回路基板６は、上壁１６と略平行な方向で一部重なる。
【００５１】
　図１０に示すように、バッテリユニット７は、回路基板６と、スピーカ３７，３８との
間に位置する。また、バッテリユニット７の前端部は、第１スピーカ３７と、第２スピー
カ３８との間に位置する。
【００５２】
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　次に、バッテリユニット７の構造について詳しく説明する。　
　図１２に示すように、バッテリユニット７は、複数のバッテリセル６１（電池セル）と
、ケース６２（バッテリケース）とを有する。バッテリセル６１は、例えば８個設けられ
ている。バッテリセル６１は、長方形状の板状である。バッテリセル６１の長手方向は、
バッテリユニット７の長手方向と略一致する。
【００５３】
　バッテリセル６１は、４個ずつ、２列に分かれて並べられている。すなわち、バッテリ
セル６１は、第１列Ｒ１に位置した４個のバッテリセル６１と、第２列Ｒ２に位置した４
個のバッテリセル６１とを含む。各列では、バッテリセル６１は、その長手方向に互いに
並べられている。
【００５４】
　本実施形態のバッテリセル６１は、板状であり比較的薄い。バッテリセル６１は、第１
面６１ａ、第２面６１ｂ、及び第３面６１ｃを有する（図１７参照）。第１面６１ａは、
例えば上面である。第２面６１ｂは、第１面６１ａとは反対側に位置し、例えば下面であ
る。第３面６１ｃは、第１面６１ａと第２面６１ｂとの間に亘り、第１面６１ａ及び第２
面６１ｂとは交差する方向（例えば略直交する方向）に延びている。第３面６１ｃは、例
えば側面である。第３面６１ｃは、第１面６１ａ及び第２面６１ｂに比べて小さい。なお
、第３面６１ｃと第１面６１ａとの角部Ｃ１、及び第３面６１ｃと第２面６１ｂとの角部
Ｃ２は、それぞれ例えば円弧状の丸みを有する。
【００５５】
　図１２に示すように、複数のバッテリセル６１は、該バッテリセル６１の板厚方向（厚
さ方向）とは交差する方向（例えば略直交する方向）に互いに並べられている。すなわち
、バッテリセル６１は、第３面６１ｃを互いに向かい合わせて並べられている。
【００５６】
　図１２に示すように、ケース６２は、ベース６４（本体部）と、該ベース６４に取り付
けられる（組み合わされる）カバー６５とを有する。バッテリセル６１は、ベース６４と
カバー６５との間に位置する。
【００５７】
　ベース６４は、例えば枠と梁から成る骨組構造に形成され、上方向と下方向とに開放さ
れている。詳しく述べると、ベース６４は、枠部６４ａと、梁部６４ｂとを有する。枠部
６４ａは、複数のバッテリセル６１を一体に囲む枠であり、複数のバッテリセル６１の外
側に位置する。枠部６４ａは、ベース６４の周壁を構成する。枠部６４ａは、バッテリセ
ル６１の厚さ方向に起立したリブであり、バッテリセル６１の第３面６１ｃに向かい合う
。
【００５８】
　梁部６４ｂは、枠部６４ａの内側に格子状に設けられ、複数のバッテリセル６１の間に
位置する。梁部６４ｂは、バッテリセル６１の厚さ方向に起立したリブであり、複数のバ
ッテリセル６１の第３面６１ｃの間を延びている。
【００５９】
　図１７は、梁部６４ｂを詳しく示す。図１７に示すように、梁部６４ｂは、第１部分６
４ｂａと、第２部分６４ｂｂと、第３部分６４ｂｃとを有する。第１部分６４ｂａは、バ
ッテリセル６１の第２面６１ｂと略平行に延びるとともに、複数のバッテリセル６１の間
に入り込んでいる。第１部分６４ｂａの一部は、バッテリセル６１の第３面６１ｃに向か
い合う。第１部分６４ｂａの一部は、バッテリセル６１の第２面６１ｂと略平行な方向で
、バッテリセル６１の角部Ｃ２に向かい合う。
【００６０】
　第２部分６４ｂｂは、バッテリセル６１の厚さ方向に起立したリブであり、バッテリセ
ル６１の第３面６１ｃに沿って延びている。第２部分６４ｂｂは、バッテリセル６１の第
３面６１ｃに向かい合う。第２部分６４ｂｂは、例えば梁部６４ｂの略全長に設けられて
、梁部６４ｂを補強している。
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【００６１】
　第３部分６４ｂｃは、第１部分６４ｂａの端部から延び、バッテリセル６１の第２面６
１ｂに向かい合う。第３部分６４ｂｃは、第１部分６４ｂａよりも薄く、第１部分６４ｂ
ａよりも強度が小さい。第３部分６４ｂｃは、例えばバッテリセル６１の上下方向の位置
を規制するが、実質的な強度は有しなくてもよい。なお、上記枠部６４ａも、梁部６４ｂ
と略同じ構成を有する。
【００６２】
　一方で、図１２に示すように、カバー６５は、骨組構造の第１部分７１と、それぞれ蓋
部としての第２及び第３部分７２，７３とを有する。なお、ここでは第１部分７１につい
て説明し、第２及び第３部分７２，７３については後述する。第１部分７１は、枠部７１
ａと、梁部７１ｂとを有する。枠部７１ａは、ベース６４の枠部６４ａの一部に対応して
位置し、ベース６４の枠部６４ａに向かい合う。枠部７１ａは、例えばベース６４に向い
て延び、ベース６４の枠部６４ａに連結される。
【００６３】
　梁部７１ｂは、ベース６４の梁部６４ｂに対応して位置し、ベース６４の梁部６４ｂに
向かい合う。図１７に示すように、梁部７１ｂは、第１部分７１ｂａと、第２部分７１ｂ
ｂとを有する。第１部分７１ｂａは、バッテリセル６１の第１面６１ａと略平行に延びる
とともに、複数のバッテリセル６１の間に入り込んでいる。第１部分７１ｂａは、バッテ
リセル６１の厚さ方向で、ベース６４の梁部６４ｂの第２部分６４ｂｂに向かい合う。第
１部分７１ｂａの一部は、バッテリセル６１の第３面６１ｃに向かい合う。第１部分７１
ｂａの一部は、バッテリセル６１の第１面６１ａと略平行な方向で、バッテリセル６１の
角部Ｃ１に向かい合う。
【００６４】
　第２部分７１ｂｂは、第１部分７１ｂａの端部から延び、バッテリセル６１の第１面６
１ａに向かい合う。第２部分７１ｂｂは、第１部分７１ｂａよりも薄く、第１部分７１ｂ
ａよりも強度が小さい。第２部分７１ｂｂは、実質的な強度は有しなくてもよい。第２部
分７１ｂｂは、バッテリセル６１との間に隙間を空ける。
【００６５】
　図１８は、ケース６２に外圧が加わった状態を示す。外圧が加わると、カバー６５の梁
部７１ｂがベース６４の梁部６４ｂに向けて撓むことがある。この場合、カバー６５の梁
部７１ｂは、ベース６４の梁部６４ｂに当接し、ベース６４の梁部６４ｂによって支持さ
れる。このカバー６５の梁部７１ｂとベース６４の梁部６４ｂとが当接した状態において
も、カバー６５の梁部７１ｂの第２部分７１ｂｂは、バッテリセル６１との間の隙間を有
する。なお、カバー６５の梁部７１ｂの第２部分７１ｂｂは、バッテリセル６１に軽く接
してもよい。
【００６６】
　このようなベース６４とカバー６５とを有することで、ケース６２は、フレーム８１と
、複数の梁８２とを有する。フレーム８１は、ベース６４の枠部６４ａと、カバー６５の
枠部７１ａとによって構成されている。梁８２は、ベース６４の梁部６４ｂと、カバー６
５の梁部７１ｂとによって構成されている。梁８２は、「支持部」の一例である。ケース
６２は、例えばプラスチック製である。フレーム８１及び複数の梁８２は、プラスチック
材料で一体成形されている。
【００６７】
　フレーム８１（第１フレーム）は、ケース６２の周面（周壁）を構成し、複数のバッテ
リセル６１を囲う。複数の梁８２は、フレーム８１の内側に格子状に設けられている。複
数の梁８２は、バッテリユニット７の長手方向に延びた１本の梁８２と、バッテリユニッ
ト７の短手方向に延びた３本の梁８２とを含む。
【００６８】
　各梁８２は、バッテリセル６１とバッテリセル６１との間に位置し、バッテリセル６１
の第３面６１ｃに向かい合う。これにより、フレーム８１の内側には、梁８２によって仕
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切られた８つの収容部８３（開口部）が設けられている。各収容部８３には、それぞれバ
ッテリセル６１が収容される。
【００６９】
　図１７及び図１８に示すように、梁８２は、バッテリセル６１の厚さ方向に沿う寸法が
バッテリセル６１の厚さよりも大きく形成されている。すなわち、梁８２の一部は、バッ
テリセル６１よりも、筐体４の内面の近くに位置する。具体的には、梁８２は、第１部分
８２ａと、第２部分８２ｂとを有する。第１部分８２ａは、バッテリセル６１の第１面６
１ａよりも、上壁１６（キーボード取付部３１）の近くに位置する。第２部分８２ｂは、
バッテリセル６１の第２面６１ｂよりも、下壁１７の近くに位置する。なお、フレーム８
１も同様に、バッテリセル６１の厚さ方向に沿う寸法がバッテリセル６１の厚さよりも大
きく形成されている。
【００７０】
　図１２に示すように、フレーム８１と梁８２との間には、第１開口部８５が設けられて
いる。第１開口部８５は、ベース６４に設けられている。すなわち、第１開口部８５は、
ベース６４の枠部６４ａと梁部６４ｂとの間に設けられている。第１開口部８５は、各収
容部８３に設けられている。第１開口部８５は、バッテリセル６１の第２面６１ｂに向か
い合う。バッテリセル６１の第２面６１ｂは、第１開口部８５から外部に露出される。
【００７１】
　図１２に示すように、ケース６２の下面には、第１シート８６（第１ラベル、第１イン
シュレータ）が取り付けられる。第１シート８６は、例えば紙であり、非常に薄い。第１
シート８６は、実質的な強度（剛性）を有しない非剛性のシートである。
【００７２】
　第１シート８６は、例えば梁８２の肉厚ｔ１よりも薄い。第１シート８６は、例えば筐
体４の肉厚ｔ２よりも薄い。第１シート８６は、ケース６２の略全域を覆う大きさを有し
、複数の収容部８３（第１開口部８５）を一体に覆う。第１シート８６は、複数のバッテ
リセル６１を一体に覆う。
【００７３】
　図１２に示すように、バッテリユニット７は、保護回路９１（回路ブロック）を有する
。保護回路９１は、保護回路基板９２、リード板９３、絶縁板９４、ポリスイッチ９５、
及び温度フューズ９６を含む。保護回路９１は、バッテリセル６１とは重ねられていない
。保護回路９１は、フレーム８１の外側に設けられ、バッテリセル６１に電気的に接続さ
れている。
【００７４】
　保護回路９１は、フレーム８１の外周に沿ってＬ字形に配置されている。ケース６２は
、保護回路９１が取り付けられる第２フレーム８１ａを有する。第２フレーム８１ａは、
フレーム８１に連結され、フレーム８１を補強している。
【００７５】
　図１２に示すように、カバー６５は、第１シート８６とは反対側からベース６４に取り
付けられている。カバー６５は、上述したように、第１部分７１、第２部分７２、及び第
３部分７３を有する。
【００７６】
　第１部分７１は、例えば第１列Ｒ１に位置した４個のバッテリセル６１に対応する。第
１部分７１は、第２開口部１０１が設けられている。第２開口部１０１は、フレーム８１
と梁８２との間に設けられている。すなわち第２開口部１０１は、カバー６５の枠部７１
ａと梁部７１ｂとの間に設けられている。第２開口部１０１は、複数のバッテリセル６１
の少なくとも一つが露出する。第２開口部１０１は、バッテリセル６１の第１面６１ａに
向かい合う。バッテリセル６１の第１面６１ａは、第２開口部１０１から外部に露出され
る。
【００７７】
　図１２に示すように、カバー６５の第１部分７１には、第２シート１０２（第２ラベル
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、第２インシュレータ）が取り付けられる。第２シート１０２は、例えば紙であり、非常
に薄い。第２シート１０２は、実質的な強度（剛性）を有しない非剛性のシートである。
【００７８】
　第２シート１０２は、例えば梁８２の肉厚ｔ１よりも薄い。第２シート１０２は、例え
ば筐体４の肉厚ｔ２よりも薄い。第２シート１０２は、複数の収容部８３（第２開口部１
０１）を一体に覆う。第２シート１０２は、複数のバッテリセル６１を一体に覆う。
【００７９】
　図１２に示すように、第２部分７２は、複数のバッテリセル６１の少なくとも別の一つ
に向かい合う。第２部分７２は、例えば第２列Ｒ２に位置した４個のバッテリセル６１に
対応する。第２部分７２は、板状（蓋状、平面状）に形成され、４個のバッテリセル６１
を一体に覆う。第２部分７２は、第１部分７１に比べて厚く形成されている。
【００８０】
　第２部分７２は、第１部分７１よりも高い剛性を有し、ケース６２を補強する。第２部
分７２は、筐体４（回路基板６）の長手方向に延びている。この第２部分７２は、筐体４
（回路基板６）の長手方向の撓みの抑制に貢献する。
【００８１】
　図７、図１２、図２０に示すように、第２部分７２は、第１部分７１に対して上方に盛
り上がっている。すなわち、第２部分７２の表面７２ｓは、第１部分７１の表面７１ｓに
対して段差を有し、第１部分７１の表面７１ｓよりも高く位置する。
【００８２】
　図１２に示すように、第３部分７３は、保護回路９１（第２フレーム８１ａ）に対応す
る。第３部分７３は、第２フレーム８１ａに取り付けられる。第３部分７３は、板状（蓋
状、平面状）に形成され、保護回路９１の少なくとも一部を覆う。第３部分７３は、第１
部分７１に比べて厚く形成されている。
【００８３】
　第３部分７３は、第１部分７１よりも高い剛性を有し、ケース６２を補強する。第３部
分７３は、筐体４（回路基板６）の長手方向に延びている。この第３部分７３は、筐体４
（回路基板６）の長手方向の撓みの抑制に貢献する。第２部分７２及び第３部分７３は、
第１部分７１の両側に分かれて位置する。これにより、第２部分７２と第３部分７３とに
より、第１部分７１が補強されている。
【００８４】
　図７、図１２、図２０に示すように、第３部分７３は、梁８２を外れた位置に設けられ
ている。第３部分７３の一部は、バッテリユニット７の厚さ方向とは交差する方向（例え
ば略直交する方向）で、梁８２に重なる（向かい合う）。第３部分７３は、第１部分７１
に対して盛り上がっていない。第３部分７３の表面７３ｓは、第１部分７１の表面７１ｓ
と略同じ平面上に位置する。
【００８５】
　次に、筐体４の構造と、バッテリユニット７との関係を説明する。ここで、図１９、図
２１、図２２は、説明の便宜上、構造を模式的に示している。
【００８６】
　図２０及び図２２に示すように、筐体４は、第１領域１１１、第２領域１１２、及び第
３領域１１３を有する。第１領域１１１（第１部分）は、キーボード取付部３１が設けら
れた領域である。第１領域１１１では、キーボード取付部３１が筐体の内側に窪んでおり
、筐体４内の厚さが限られている。
【００８７】
　第２領域１１２（第２部分）は、パームレスト３６及びタッチパッド取付部３２の第１
及び第２部分３２ａ，３２ｂが設けられている。第２領域１１２は、第１領域１１１に比
べて、筐体４内の厚さが大きい。第３領域１１３（第３部分）は、タッチパッド取付部３
２の第３部分３２ｃが設けられている。第３領域１１３は、第１領域１１１に比べて、筐
体４内の厚さが小さい。
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【００８８】
　図２０及び図２２に示すように、第１列Ｒ１に位置したバッテリセル６１は、第１領域
１１１に位置する。すなわち、カバー６５の第１部分７１は、第１領域１１１に位置し、
キーボード取付部３１の下方に位置する。
【００８９】
　一方で、第２列Ｒ２に位置したバッテリセル６１は、第２領域１１２に位置する。すな
わち、カバー６５の第２部分７２は、空間的に余裕がある第２領域１１２に位置し、パー
ムレスト３６及びタッチパッド取付部３２の第１及び第２部分３２ａ，３２ｂの下方に位
置する。
【００９０】
　図６、図１７乃至図１９に示すように、筐体４の上壁１６（キーボード取付部３１）は
、第１及び第２の突出部１２１，１２２を有する。第１及び第２突出部１２１，１２２は
、筐体４の内面に設けられ、筐体４内に突出している。
【００９１】
　第１突出部１２１は、バッテリユニット７の梁８２に向いて突出している。図６に示す
ように、第１突出部１２１は、梁８２に沿って延びたリブである。筐体４の上壁１６が撓
むとき、第１突出部１２１が梁８２に支持される。これにより、図１８に示すように、上
壁１６（キーボード取付部３１）がバッテリセル６１に接する前に、上壁１６の撓みが抑
制される。
【００９２】
　図６に示すように、第２突出部１２２は、第１突出部１２１とは交差する方向（例えば
略直交する方向）に延びている。第２突出部１２２は、例えば筐体４の長手方向に延びて
いる。第２突出部１２２は、バッテリユニット７のフレーム８１に向いて突出している。
筐体４の上壁１６が撓むとき、第２突出部１２２がフレーム８１に支持される。これによ
り、上壁１６（キーボード取付部３１）がバッテリユニット７に接する前に、上壁１６の
撓みが抑制される。
【００９３】
　次に、本実施形態の実装構造についていくつか述べる。　
　図１０に示すように、バッテリユニット７の端部１３１（前端部）は、筐体４の長手方
向に延び、筐体４の略全幅に亘る。バッテリユニット７の端部１３１は、第１スピーカ３
７の第２放音孔４２ｂの音の放出方向に沿って延びている。すなわち、バッテリユニット
７の端部１３１は、第１スピーカ３７の第２放音孔４２ｂから第２スピーカ３８の第２放
音孔４２ｂに向かう方向に延びている。
【００９４】
　また、バッテリユニット７の端部１３１は、第２スピーカ３８の第２放音孔４２ｂの音
の放出方向に沿って延びている。すなわち、バッテリユニット７の端部１３１は、第２ス
ピーカ３８の第２放音孔４２ｂから第１スピーカ３７の第２放音孔４２ｂに向かう方向に
延びている。
【００９５】
　これにより、第１スピーカ３７の第２放音孔４２ｂから出た音と、第２スピーカ３８の
第２放音孔４２ｂから出た音とは、バッテリユニット７の端部１３１に沿って案内され、
筐体４内で互いにぶつかり、増強される。すなわち、バッテリユニット７は、第１及び第
２スピーカ３７，３８からの音を筐体４内で案内するガイド部の一部を構成する。
【００９６】
　図１１に示すように、バッテリユニット７の端部１３２（後端部）は、筐体４の長手方
向に延び、筐体４の略全幅に亘る。これにより、このバッテリユニット７の端部１３２に
よって、筐体４内には、筐体４の長手方向に延びた壁が構成されている。第２吸気孔５４
から取り込まれた空気は、上記壁に案内され、ファン４９に向かって流れる。すなわち、
バッテリユニット７は、筐体４内の風の流れを案内する整流部の一部を構成する。つまり
、バッテリユニット７の端部１３２と、筐体４の後壁１８ｂとにより、第２吸気孔５４か
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らファン４９に向かうダクトの一部が構成されている。
【００９７】
　図１１に示すように、筐体４の下壁１７に設けられた脚部１９は、バッテリユニット７
を外れて設けられている。これにより、バッテリユニット７に負荷が掛かり難くなってい
る。
【００９８】
　このような構成によれば、電子機器１１の薄型化を図ることができる。　
　一般的なバッテリケースは、全体が硬いプラスチックで構成されている。このような構
成では、バッテリセル６１の上側と下側にどうしても厚みが必要となり、バッテリユニッ
トがどうしても比較的厚くなる。
【００９９】
　本実施形態では、バッテリユニット７は、複数のバッテリセル６１の間に位置された梁
８２（支持部）を有し、当該針８２は、バッテリセル６１の厚さ方向に沿う寸法がバッテ
リセル６１の厚さよりも大きい。このような構成によれば、バッテリユニット７の外部か
らのストレスは、梁８２によって受けられ、バッテリセル６１に直接に掛かり難い。
【０１００】
　このため、バッテリケース６２の全体を硬いプラスチックで構成しなくても、バッテリ
セル６１の保護が可能になる。これにより、機械的強度を保ちながら、バッテリユニット
７の薄型化と軽量化とを図ることができる。これは、電子機器１１の薄型化と軽量化とを
図ることができる。
【０１０１】
　本実施形態では、バッテリユニット７は、収容部８３を有したケース６２と、収容部８
３に収容され、開口部８５から露出されるバッテリセル６１と、ケース６２に取り付けら
れ、開口部８５を覆うシート８６とを具備する。このような構成によれば、ケース６２の
一部を、薄くて軽いシート８６で構成することができる。これにより、バッテリユニット
７の薄型化と軽量化とを図ることができる。
【０１０２】
　本実施形態では、バッテリユニット７は、複数のバッテリセル６１を囲うフレーム８１
と、該フレーム８１の内側に格子状に設けられ、複数のバッテリセル６１の間に位置した
梁８２とを有する。このような構成によれば、フレーム８１と梁８２とによって、バッテ
リセル６１を保護する比較的強固な保護構造が構成されるので、ケース６２の一部を、さ
らに強度が弱く、薄くて軽い部材で構成することができる。これにより、バッテリユニッ
ト７の薄型化と軽量化とを図ることができる。
【０１０３】
　本実施形態では、筐体４は、該筐体４の内面に設けられ、梁８２に向いて突出した突出
部１２１を有する。このような構成によれば、筐体４に力が加わり、筐体４が撓むとき、
筐体４の内面がバッテリセル６１に接する前に、突出部１２１が梁８２によって確実に支
持される。すなわち、筐体４からの衝撃・荷重を、突出部１２１を介してケース６２の梁
８２に確実に逃がすことができる。これにより、ケース６２の一部を、さらに強度が弱く
、薄くて軽い部材で構成することができ、バッテリユニット７の薄型化と軽量化とを図る
ことができる。
【０１０４】
　本実施形態では、突出部１２１は、梁８２に沿って延びたリブである。このような構成
によれば、突出部１２１が梁８２によってさらに確実に支持される。これにより、ケース
６２の一部を、さらに強度が弱く、薄くて軽い部材で構成することができ、バッテリユニ
ット７の薄型化と軽量化とを図ることができる。
【０１０５】
　本実施形態では、カバー６５は、第１部分７１と、該第１部分７１に比べて厚く形成さ
れ、ケース６２を補強する第２部分７２とを有する。これによれば、ケース６２の強度を
より確実に確保することができる。特に、第２部分７２が設けられることで、折り曲げや
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捻じりに対するケース６２の強度が向上する。
【０１０６】
　第２部分７２は、パームレスト３６の下方に設けられている。このような構成によれば
、パームレスト３６が第２部分７２によって補強される。これにより、パームレスト３６
が撓み難くなる。
【０１０７】
　本実施形態では、カバー６５は、保護回路９１の少なくとも一部を覆い、第１部分７１
よりも厚く形成され、ケース６２を補強する第３部分７３を有する。これによれば、折り
曲げや捻じりに対するケース６２の強度がさらに向上する。
【０１０８】
　本実施形態では、カバー６５の第２部分７２及び第３部分７３は、カバー６５の第１部
分７１の両側に分かれて位置する。このような構成によれば、第２部分７２及び第３部分
７３によって、ケース６２がさらに効果的に補強される。
【０１０９】
　本実施形態では、フレーム８１及び梁８２は、プラスチック材料で一体成形されている
。このような構成によれば、ケース６２の製造性、取扱性、製造コストなどの向上を図る
ことができる。
【０１１０】
　本実施形態では、複数のバッテリセル６１及び回路基板６は、筐体４の厚さ方向とは交
差する方向で一部重なる。このような構成によれば、筐体４の薄型化をさらに図ることが
できる。本実施形態では、カバー６５の第２部分７２は、回路基板６の長手方向に延びて
いる。このような構成によれば、回路基板６の長手方向の補強を行うことができる。
【０１１１】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具現化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形
態に亘る構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【０１１２】
　例えば、梁８２は、ベース６４及びカバー６５のいずれか一方に設けられてもよい。梁
８２（支持部）は、格子状に設けられている必要はない。フレーム８１は、適宜省略して
もよい。ケース６２の第２及び第３部分７２，７３は、必須の構成要素ではない。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
［１］筐体と、　
　前記筐体に収容された複数のバッテリセルと、　
　前記複数のバッテリセルを囲うフレームと、該フレームの内側に格子状に設けられ、前
記複数のバッテリセルの間に位置し、前記バッテリセルよりも厚くて該バッテリセルより
も前記筐体の内面に近い部分を有した梁とを有し、前記フレームと前記梁との間に前記バ
ッテリセルが露出する第１開口部が設けられたケースと、　
　前記ケースに取り付けられ、前記第１開口部を覆う第１シートと、　
　前記筐体の内面に設けられ、前記梁に向いて突出した突出部と、　
　前記複数のバッテリセルとは重ねられずに、前記フレームの外側に設けられ、前記バッ
テリセルに電気的に接続された保護回路と、　
　を具備したテレビジョン受像機。　
［２］ ［１］の記載において、　
　前記突出部は、前記梁に沿って延びたリブであるテレビジョン受像機。　
［３］ ［１］または［２］の記載において、　
　前記ケースに取り付けられた第２シートをさらに備え、　
　前記ケースは、前記第１開口部が設けられ、前記第１シートが取り付けられたベースと
、前記ベースに前記第１シートとは反対側から取り付けられたカバーとを有し、　
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　前記カバーは、前記複数のバッテリセルの少なくとも一つが露出する第２開口部が設け
られ、該第２開口部が前記第２シートで覆われた第１部分と、前記複数のバッテリセルの
少なくとも別の一つに向かい合い、前記第１部分よりも厚く形成され、前記ケースを補強
する第２部分とを有したテレビジョン受像機。　
［４］ ［３］の記載において、　
　前記保護回路は、前記フレームの外周に沿って設けられ、　
　前記カバーは、前記保護回路の少なくとも一部を覆い、前記第１部分よりも厚く形成さ
れ、前記ケースを補強する第３部分を有したテレビジョン受像機。　
［５］ ［４］の記載において、　
　前記カバーの第２部分及び第３部分は、前記カバーの第１部分の両側に分かれて設けら
れたテレビジョン受像機。　
［６］ ［５］の記載において、　
　前記筐体に収容された回路基板をさらに備え、　
　前記複数のバッテリセル及び前記回路基板は、前記筐体の厚さ方向とは交差する方向で
一部重なるテレビジョン受像機。　
［７］ ［６］の記載において、　
　前記カバーの第２部分は、前記回路基板の長手方向に延びたテレビジョン受像機。　
［８］ ［１］または［７］の記載において、　
　前記フレーム及び前記梁は、プラスチック材料で一体成形されたテレビジョン受像機。
　
［９］筐体と、　
　前記筐体に収容され、開口部が設けられたケースと、　
　前記開口部に収容されたバッテリセルと、　
　前記開口部を覆うシートと、　
　を具備した電子機器。　
［１０］筐体と、　
　前記筐体に収容された複数のバッテリセルと、　
　前記複数のバッテリセルの間に位置し、前記バッテリセルよりも厚い支持部と、　
　を具備した電子機器。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…テレビジョン受像機、４…筐体、６…回路基板、７…バッテリユニット、１１…電
子機器、６１…バッテリセル、６２…ケース、６４…ベース、６５…カバー、７１…第１
部分、７２…第２部分、７３…第３部分、８１…フレーム、８２…梁、８３…収容部、８
５…第１開口部、８６…第１シート、９１…保護回路、１０１…第２開口部、１０２…第
２シート、１２１，１２２…突出部。
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