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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示部と、
　この液晶表示部に当接する複数の当接部および隣り合う該当接部の間に設けられる逃げ
部を有する弾性体と、
　この弾性体の前記当接部の裏側の押圧部に当接し押圧力を加える押圧部材と、
　この押圧部材が係合し、前記液体表示部を格納する液晶格納部とを備え、
　前記押圧部材が前記弾性体を押圧することで前記弾性体が変形して復元力を生じ、前記
当接部のすべてが前記液晶表示部に当接することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記押圧部材はねじであることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記押圧部材はばねであることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記液晶格納部は、外部から衝撃が加わる筐体であることを特徴とする請求項１記載の
液晶表示装置。
【請求項５】
　前記液晶格納部は、外部から衝撃が加わる筐体内部に設けられ、該衝撃が伝わるフレー
ムであることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項６】
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　前記液晶表示部は液晶表示面、この液晶表示面に対して表裏の位置にある背面、該液晶
表示面および該背面と隣り合う４つの側面を有し、
　前記弾性体の前記当接部は、前記液晶表示部の少なくとも隣り合う２面に当接すること
を特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記弾性体と前記押圧部材との間に中間部材を備え、前記押圧部材が前記中間部材を介
して前記弾性体を押圧することで前記弾性体が変形して復元力を生じ、前記当接部のすべ
てが前記液晶表示部に当接することを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記請求項１乃至前記請求項７のいずれか１項に記載の液晶表示装置を備えることを特
徴とする情報端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置および情報端末に関し、特に、液晶表示装置における液晶表示部
の支持方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ノートパソコンなどの情報端末が普及している。これに伴い、情報端末を落下さ
せて液晶表示部を故障させる事故が増えている。
【０００３】
　落下事故による液晶表示部の故障を防ぐための手段として、緩衝材を筐体と液晶表示部
の間に設ける技術がある。この一例として、液晶表示部と液晶保護台を螺合するねじにヒ
ンジ部も螺合し、落下事故時に本体にかかる衝撃が液晶表示部へ伝わらないようにする技
術が開示されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、筐体内に枠状に配設する緩衝材の内寸を、緩衝材に嵌め込む液晶表示部の外寸よ
りも小さく設計する技術が開示されている。この技術によれば、筐体と液晶表示部の間を
隙間なく緩衝材を充満させることができる。さらに、緩衝材の弾性力によって筐体と液晶
表示部を強力に嵌合することができる（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－４７２１公報
【特許文献２】特開２００１－１８３６３４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、引用文献１記載の技術は、衝撃がねじを伝わって液晶保護台や液晶表示部を破
壊してしまうことがあった。
【０００６】
　引用文献２記載の技術においては、衝撃を伝達してしまうねじ等が不要であり引用文献
１記載の技術のような問題はないが、筐体と液晶表示部の間に緩衝材を挿入するときに緩
衝材に大きな力をかけて圧縮させる必要があり、組立作業が難しいという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記問題を解決するために、液晶表示部と、この液晶表示部に当接する複数
の当接部および隣り合う該当接部の間に設けられる逃げ部を有する弾性体と、この弾性体
の前記当接部の裏側の押圧部に当接し押圧力を加える押圧部材と、この押圧部材が係合し
、前記液体表示部を格納する液晶格納部とを備え、前記押圧部材が前記弾性体を押圧する
ことで前記弾性体が変形して復元力を生じ、前記当接部のすべてが前記液晶表示部に当接
することを特徴とする液晶表示装置、およびこの液晶表示装置を備える情報端末を提供す
る。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、組立作業が簡単でかつ、十分に衝撃を吸収することができ、落下事故
などで生じる衝撃力による液晶表示部の故障を防ぐことができる液晶表示装置および情報
端末を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　（第１の実施の形態）
　図１～図４を用いて、情報端末としてのノートパソコン１の表示ユニット１００の第１
の実施の形態について説明する。
【００１０】
　図１は、ノートパソコン１の斜視図である。ノートパソコン１は、本体２、ヒンジ３、
液晶表示装置としての表示ユニット１００を備える。
【００１１】
　本体２はキーボードやクリックボタン等を備える。本体２は、キーボードやクリックボ
タンを用いてユーザが入力する指示に従って情報を処理し、処理した情報をユーザに視認
させるための画像のデータを出力する。
【００１２】
　ヒンジ３は表示ユニット１００を回動自在に支持する。
【００１３】
　表示ユニット１００は本体２が出力する画像データにしたがって画像を表示する。
【００１４】
　図２は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図である
。
【００１５】
　表示ユニット１００は、液晶表示部１０１、係合部材としての筐体１０２、弾性体とし
ての側面ゴム１０３、押圧部材としてのねじ１０４を備える。
【００１６】
　液晶表示部１０１はガラスやプラスチックなどの材料で形成されたフレーム外壁を有す
る。液晶表示部１０１の液晶画像表示面１０１１の液晶画像表示領域１０１２に、本体２
が出力する画像データに基づく画像を表示する。液晶表示部１０１の液晶画像表示面１０
１１に対する上面１０１４、右面１０１５、下面１０１６、左面１０１７の４つの側面（
総称して液晶側面１０１３と呼ぶ）には所定の厚みがあり、側面ゴム１０３からの圧力を
支持する。
【００１７】
　筐体１０２は液晶表示部１０１を保護するためのケースである。筐体１０２は液晶画像
表示面１０１１の液晶画像表示領域１０１２を除く部分と側面ゴム１０３を覆う。筐体１
０２は、ヒンジ接合部２０１、液晶格納部２０２、ねじ穴２０３を備える。
【００１８】
　ヒンジ接合部２０１は、本体２と連結してヒンジ３構成する部分である。
【００１９】
　液晶格納部２０２は、筐体１０２の内側に設けられている。液晶格納部２０２の液晶側
面１０１３と対面する面を筐体内側面１０２３とする。液晶格納部２０２は、液晶表示部
１０１および側面ゴム１０３を格納する。
【００２０】
　ねじ穴２０３は、ねじ１０４に対応した螺旋を有し、筐体１０２の外側と液晶格納部２
０２側に貫通している。ねじ穴２０３は筐体内側面１０２３の４面各面それぞれに設けら
れ、液晶格納部２０２に格納される液晶側面１０１３に対して垂直になるような方向に伸
びている。また、ねじ穴２０３は側面ゴム１０３の側面ゴム当接部１０３１の裏側の側面
ゴム押圧部１０３２に面しており、ねじ１０４の押圧力が側面ゴム当接部１０３１に確実
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に伝わるようになっている。
【００２１】
　側面ゴム１０３は液晶表示部１０１を囲う枠状に形成されている。側面ゴム１０３は液
晶表示部１０１と筐体内側面１０２３の間に挿入され、筐体１０２に衝撃が加わったとき
に液晶表示部１０１に衝撃が伝わるのを防ぐ。側面ゴム１０３の液晶表示部１０１と対面
する面には側面ゴム当接部１０３１が設けられており、すべての側面ゴム当接部１０３１
が液晶表示部１０１と当接する。すべての側面ゴム当接部１０３１が当接するため液晶表
示部１０１の揺動を防ぐことができる。また、すべての側面ゴム当接部１０３１が当接す
るため、衝撃力が加わったときに特定の側面ゴム当接部１０３１に応力が集中することを
防ぐことができる。
【００２２】
　隣り合う側面ゴム当接部１０３１同士の間には、側面ゴム当接部１０３１の変形を逃が
す逃げ部１０３３を設けている。ねじ１０４の押圧力によって圧縮されて余った側面ゴム
１０３の肉をここへ逃がすことによって、側面ゴム１０３の弾性を確保する。
【００２３】
　ねじ１０４は筐体１０２のねじ穴２０３に筐体１０２の外側から螺嵌されている。
【００２４】
　図３は、ねじ１０４と筐体１０２のねじ穴２０３の螺嵌部付近の断面図である。ねじ１
０４の頭部１０４１は筐体１０２の外側に掘られた座繰り部１０２１の中に埋没する。埋
没した頭部１０４１が筐体１０２の外から見えないように座繰り部１０２１にはシール１
０２２が貼付される。
【００２５】
　ねじ１０４のねじ先は側面ゴム１０３の側面ゴム押圧部１０３２と当接している。ねじ
１０４が筐体１０２のねじ穴２０３へねじ込まれることによって、ねじ１０４が側面ゴム
１０３を押圧し、側面ゴム１０３が筐体１０２と液晶側面１０１３の間で変形して復元力
を生じ、すべての側面ゴム当接部１０３１が当接する。
【００２６】
　仮に、液晶表示部１０１にねじ穴を設け、これに螺嵌するねじにより側面ゴム１０３に
液晶表示部１０１からの引付力を作用させるような構成とすると、側面ゴム１０３に衝撃
力が伝わるとこの衝撃力がねじに集中して伝わり液晶表示部１０１を破壊する恐れがある
。
【００２７】
　そのため、液晶表示部１０１からの引付力を側面ゴム１０３へ作用させるような構成に
よらず、側面ゴム１０３から液晶表示部１０１への押圧力を作用させる構成することで、
衝撃力により液晶表示部１０１が破損するような事態を避けることができる。
【００２８】
　図４は、液晶側面１０１３に平行な面における表示ユニット１００の断面図である。
【００２９】
　筐体１０２は液晶画像表示面１０１１の液晶画像表示領域１０１２を除く部分を覆い、
前面ゴム１０５を覆う。
【００３０】
　液晶表示部１０１の液晶画像表示領域１０１２の周囲の部分は、後述する弾性体として
の前面ゴム１０５からの圧力を支持する。
【００３１】
　液晶画像表示面１０１１に対する液晶背面１０１８は、後述する弾性体としての背面ゴ
ム１０８からの圧力を支持する。
【００３２】
　液晶格納部２０２は前面ゴム１０５と背面ゴム１０８を格納する。液晶格納部２０２の
液晶画像表示面１０１１と対面する面を筐体内前面１０２５とする。また、液晶背面１０
１８と対面する面を筐体内背面１０２８とする。筐体内前面１０２５は、液晶画像表示領



(5) JP 4176695 B2 2008.11.5

10

20

30

40

50

域１０１２と対応する部分が開口している。
【００３３】
　筐体内前面１０２５のねじ穴２０３は、液晶格納部２０２に格納される液晶画像表示面
１０１１に対して垂直になるような方向に伸びている。
【００３４】
　筐体内背面１０２８のねじ穴２０３は、液晶表示部１０１が液晶格納部２０２に格納さ
れるときに、液晶背面１０１８に対して垂直になるような方向に伸びている。
【００３５】
　前面ゴム１０５は液晶画像表示面１０１１を支持するように形成されている。前面ゴム
１０５の液晶画像表示領域１０１２と対応する部分は刳り貫かれている。前面ゴム１０５
は液晶画像表示面１０１１と筐体内前面１０２５の間に挿入され、筐体１０２に衝撃が加
わったときに液晶表示部１０１に衝撃が伝わるのを防ぐ。液晶表示部１０１と対面する面
には前面ゴム当接部１０５１が設けられているおり、すべての前面ゴム当接部１０５１が
液晶表示部１０１と当接する。すべての当接するため液晶表示部１０１の揺動を防ぐこと
ができる。また、すべての前面ゴム当接部１０５１が当接するため、衝撃力が加わったと
きに特定の前面ゴム当接部１０５１に応力が集中することを防ぐことができる。また、前
面ゴム当接部１０５１が設けられている面に対して裏側の面には、後述するねじ１０４の
押圧力を受ける前面ゴム押圧部１０５２となっている。
【００３６】
　背面ゴム１０８は液晶表示部１０１の液晶背面１０１８を支持するように形成されてい
る。背面ゴム１０８は液晶背面１０１８と筐体内背面１０２８の間にあり、筐体１０２に
衝撃が加わったときに液晶表示部１０１に衝撃が伝わるのを防ぐ。背面ゴム１０８の液晶
背面１０１８と対面する面には背面ゴム当接部１０８１が設けられているおり、すべての
背面ゴム当接部１０８１が液晶表示部１０１と当接する。すべての背面ゴム当接部１０８
１が当接するため液晶表示部１０１の揺動を防ぐことができる。また、すべての背面ゴム
当接部１０８１が当接するため、衝撃力が加わったときに特定の背面ゴム当接部１０８１
に応力が集中することを防ぐことができる。また、背面ゴム１０８の背面ゴム当接部１０
８１が設けられている面に対して裏側の面には、後述するねじ１０４の押圧力を受ける背
面ゴム押圧部１０８２となっている。隣り合う背面ゴム当接部１０８１同士の間には、背
面ゴム当接部１０８１の変形を逃がす逃げ部１０８３を設けている。ねじ１０４の押圧力
によって圧縮されて余った背面ゴム１０８の肉をここへ逃がすことによって、背面ゴム１
０８の弾性を確保する。
【００３７】
　筐体内前面１０２５の４辺に対してそれぞれ平行に複数設けられるねじ穴２０３は、液
晶格納部２０２に格納される液晶画像表示面１０１１に対して垂直になるような方向に伸
びている。
【００３８】
　ねじ１０４のねじ先は前面ゴム１０５の前面ゴム押圧部１０５２と当接し、ねじ穴２０
３へねじ込まれることによって前面ゴム１０５を押圧し、前面ゴム１０５が筐体１０２の
間で変形して復元力を生じ、液晶表示部１０１にすべての前面ゴム当接部１０５１が当接
する。
【００３９】
　筐体内背面１０２８に４辺に対してそれぞれ平行に複数設けられるねじ穴２０３は、液
晶格納部２０２に格納される液晶背面１０１８に対して垂直になるような方向に伸びてい
る。
【００４０】
　ねじ１０４のねじ先は背面ゴム１０８の背面ゴム押圧部１０８２と当接し、ねじ穴２０
３へねじ込まれることによって背面ゴム１０８と筐体１０２の間に押圧力を生じさせる。
この押圧力によって液晶表示部１０１にすべての背面ゴム当接部１０８１が当接する。
【００４１】
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　このように弾性体としての側面ゴム１０３、前面ゴム１０５、背面ゴム１０８の側面ゴ
ム当接部１０３１、前面ゴム当接部１０５１、背面ゴム当接部１０８１のすべてを液晶表
示部１０１に当接させることで、衝撃吸収能力を十分に発揮させることができ、落下事故
などで生じる衝撃力による液晶表示部の故障を防ぐことができる。
【００４２】
　さらに、液晶画像表示面１０１１、液晶側面１０１３、液晶背面１０１８を各ゴムで弾
性的に支持するので、液晶表示部１０１を支持するために剛体の支持具が不要であり、衝
撃吸収能力を十分に発揮させることができ、落下事故などで生じる衝撃力による液晶表示
部の故障を防ぐことができる。
【００４３】
　また、各ゴムの挿入時に各ゴムを圧縮しなくてもよいので、組立作業が簡単である。
【００４４】
　すなわち、簡単な組立作業でも、十分に衝撃を吸収することができ、落下事故などで生
じる衝撃力による液晶表示部の故障を防ぐことができる。
【００４５】
　なお、本実施の形態においては側面ゴム当接部１０３１同士の間に逃げ部１０３３を設
けたが、側面ゴム１０３の弾性を十分に確保でき、ねじ１０４の押圧力によって圧縮され
て余った肉を逃がす必要なければ、図５、図６、図７のように、逃げ部１０３３を設けな
い構成としてもよい。
【００４６】
　（第２の実施の形態）
　図８を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第２の実施の形態について説
明する。
【００４７】
　図８は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図である
。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００４８】
　本実施の形態では、筐体１０２はねじ穴２０３を有しないが、筐体１０２の液晶格納部
２０２内に係合部材としてのフレーム２０４を配置し、これにねじ穴２０３を設けてある
。
【００４９】
　フレーム２０４はマグネシウム合金やアルミ合金などの軽金属製であることが好ましい
。フレーム２０４は、筐体１０２の液晶格納部２０２と面する側のフレーム外壁２０４４
と、液晶表示部１０１と面する側のフレーム内壁２０４５とを有する。フレーム２０４の
フレーム内壁２０４５が形成するフレーム液晶格納部２０４２は、液晶表示部１０１およ
び側面ゴム１０３を格納する。
【００５０】
　フレーム内壁２０４５はねじ穴２０３を有する。フレーム２０４が有するねじ穴２０３
は、ねじ１０４に対応した螺旋を有し、フレーム２０４のフレーム内壁２０４５を貫通し
ている。ねじ穴２０３はフレーム２０４の側面の４面各面それぞれに設けられ、フレーム
液晶格納部２０４２に格納される液晶側面１０１３に対して垂直になるような方向に伸び
ている。また、ねじ穴２０３は側面ゴム１０３の側面ゴム当接部１０３１の裏側の側面ゴ
ム押圧部１０３２に面し、ねじ１０４の押圧力が側面ゴム当接部１０３１に確実に伝わる
ようになっている。
【００５１】
　側面ゴム１０３は液晶表示部１０１を囲う枠状に形成されている。側面ゴム１０３は液
晶表示部１０１とフレーム液晶格納部２０４２の間に挿入され、筐体１０２に衝撃が加わ
ったときに、フレーム２０４を介して液晶表示部１０１に衝撃が伝わるのを防ぐ。側面ゴ
ム１０３の液晶表示部１０１と対面する面には側面ゴム当接部１０３１である。側面ゴム
当接部１０３１が液晶表示部１０１と当接し、液晶表示部１０１の揺動を防ぐことができ
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る。
【００５２】
　ねじ１０４はフレーム２０４のねじ穴２０３にフレーム液晶格納部２０４２の外側から
螺嵌されている。
【００５３】
　図９は、ねじ１０４とフレーム２０４のねじ穴２０３の螺嵌部付近の断面図である。ね
じ１０４の頭部１０４１はフレーム２０４のフレーム内壁２０４５の外側とフレーム外壁
２０４４の内側との間に位置するので、筐体１０２の外へ突出しない。
【００５４】
　ねじ１０４のねじ先は側面ゴム１０３の側面ゴム押圧部１０３２と当接している。ねじ
１０４が筐体１０２のねじ穴２０３へねじ込まれることによって、ねじ１０４が側面ゴム
１０３を押圧し、側面ゴム１０３が筐体１０２と液晶側面１０１３の間で変形して復元力
を生じ、すべての側面ゴム当接部１０３１が当接する。
【００５５】
　側面ゴム１０３から液晶表示部１０１への押圧力を作用させる構成することで、衝撃力
により液晶表示部１０１が破損するような事態を避けることができる。
【００５６】
　このように、筐体１０２とは別体のフレーム２０４に液晶表示部１０１を格納する構成
とすれば、ねじ１０４をねじ込む作業の際に誤って筐体１０２を傷つけることもない。ま
た、筐体１０２が樹脂などで形成されている場合に、ねじ１０４をねじ込む作業において
誤ってねじ穴２０３の山を破損してしまっても、筐体１０２自体を交換する必要はなくな
る。
【００５７】
　（第３の実施の形態）
　図１０、図１１を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第３の実施の形態
について説明する。
【００５８】
　図１０は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図であ
る。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００５９】
　本実施の形態では、筐体内側面１０２３の４面のうち、液晶上面１０１４に対向する面
と液晶左面１０１７に対向する面にのみにねじ穴２０３が設けられる。すなわち、互いに
表裏の関係を為す液晶左面１０１７と液晶右面１０１５の２面のうち液晶左面１０１７の
１面のみが、ねじ穴２０３と対向する。また、互いに表裏の関係を為す液晶上面１０１４
と液晶下面１０１６の２面のうち液晶上面１０１４の１面のみが、ねじ穴２０３と対向す
る。
【００６０】
　ねじ１０４は筐体１０２のねじ穴２０３に筐体１０２の外側から螺嵌されている。ねじ
１０４のねじ先は側面ゴム１０３の側面ゴム押圧部１０３２と当接しており、筐体１０２
のねじ穴２０３へねじ込まれることによって側面ゴム１０３を押圧し、側面ゴム１０３が
筐体１０２と液晶側面１０１３の間で変形して復元力を生じ、側面ゴム当接部１０３１が
液晶左面１０１７に当接する。液晶表示部１０１が側面ゴム１０３に押圧されて、反対側
の液晶右面１０１５が側面ゴム１０３の側面ゴム当接部１０３１に当接する。側面ゴム１
０３が、液晶右面１０１５に押圧されて筐体内側面１０２３に当接する。
【００６１】
　図１１は、液晶左面１０１７に平行な面における表示ユニット１００の断面図である。
図４と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００６２】
　本実施の形態では、筐体内前面１０２５のねじ穴２０３はない。筐体内背面１０２８の
ねじ穴２０３は、液晶格納部２０２に格納される液晶表示部１０１の背面１０１８に対し
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て垂直になるような方向に伸びている。すなわち、互いに表裏の関係を為す液晶画像表示
面１０１１と液晶背面１０１８の２面のうち液晶背面１０１８の１面のみが、ねじ穴２０
３と対向する
　ねじ１０４のねじ先は背面ゴム１０８と当接し、筐体１０２のねじ穴２０３へねじ込ま
れることによって、ねじ１０４が背面ゴム１０８を押圧し、背面ゴム１０８が筐体１０２
と液晶背面１０１８の間で変形して復元力を生じ、すべての背面ゴム当接部１０８１が当
接する。液晶表示部１０１が背面ゴム１０８に押圧されて、液晶画像表示面１０１１で前
面ゴム１０５の前面ゴム当接部１０５１に当接する。前面ゴム１０５が液晶表示部１０１
に押圧されて、すべての前面ゴム当接部１０５１で当接する。
【００６３】
　このように表裏を為す液晶表示部１０１の２面のうち１面のみがねじ１０４に対向する
構成とすることで、筐体１０２に対する液晶表示部１０１の位置きめが簡単になる。また
、筐体１０２の構造を簡略にすることができる。
【００６４】
　（第４の実施の形態）
　図１２を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第４の実施の形態について
説明する。
【００６５】
　図１２は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図であ
る。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００６６】
　本実施の形態では、液晶表示部１０１とねじ１０４の間に挿入される前の時点では側面
ゴム１０３は一本の帯状に形成されている。側面ゴム１０３は、液晶格納部２０２の角に
対応する箇所に切欠きが設けられ、折り曲げやすく形成されている。側面ゴム１０３は液
晶表示部１０１と筐体１０２の間に、側面ゴム１０３は液晶格納部２０２の角で折り曲げ
られつつ挿入されることで、側面ゴム１０３は液晶画像表示部１０１の側面１０１３の４
面と当接する。すなわち、側面ゴム１０３の長さは液晶表示部の側面１０１３の４面に接
する長さに形成されている。本実施の形態では、液晶表示部１０１と本体２との接続配線
などを通すために、液晶表示部の下面１０１６と筐体内側面１０２３の間に側面ゴム１０
３の長手方向の両端部が配置され、両端部の間に空間が設けられている。この空間は、ね
じ１０４の押圧による側面ゴム１０３の変形を逃がす役割も持つ。
【００６７】
　このように側面ゴム１０３を、液晶画像表示面１０１１の４辺と当接する長さの一本の
帯状とすれば、成形が簡単である。
【００６８】
　同様に、液晶画像表示面１０１１と液晶上面１０１４と液晶背面１０１８と液晶下面１
０１６に当接するような構成や、液晶画像表示面１０１１と液晶左面１０１７と液晶背面
１０１８と液晶右面１０１５と当接するような構成として、それぞれの面と当接し得る長
さの弾性体部品を、液晶表示部に当接する弾性体として用いてもよい。
【００６９】
　（第５の実施の形態）
　図１３を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第５の実施の形態について
説明する。
【００７０】
　図１３は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図であ
る。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００７１】
　本実施の形態では、側面ゴム１０３は、液晶側面１０１３の４面それぞれに１本ずつ接
触するよう、４本の帯として形成されている。側面ゴム１０３は液晶表示部１０１と筐体
内側面１０２３の間の４箇所にそれぞれ挿入される。
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【００７２】
　これら側面ゴム１０３はそれぞれ、筐体内側面１０２３の４面各面それぞれに設けられ
るねじ穴２０３に螺嵌されるねじ１０４に押圧される。
【００７３】
　このように側面ゴム１０３を、液晶側面１０１３の４面各面に対応して独立した帯４本
とすれば、側面ゴム１０３の成形が簡単である。
【００７４】
　（第６の実施の形態）
　図１４～図１６を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第６の実施の形態
について説明する。
【００７５】
　図１４は液晶画像表示面１０１１の側から見た、液晶画像表示面１０１１に平行な面に
おける表示ユニット１００の断面図である。図２と同じ構成である部分については説明を
省略する。
【００７６】
　本実施の形態では、側面ゴム１０３が、液晶側面１０１３の４面と筐体内側面１０２３
の間の４本の隙間それぞれに４本ずつ挿入される。
【００７７】
　筐体内側面１０２３の互いに隣り合う２面それぞれに設けられるねじ穴２０３は、液晶
格納部２０２に格納される液晶側面１０１３に対して垂直になるような方向に伸びている
。また、ねじ穴２０３それぞれは、１辺に挿入される４本の側面ゴム１０３それぞれの側
面ゴム当接部１０３１の裏側に面しており、ねじ１０４の押圧力が側面ゴム当接部１０３
１に確実に伝わるようになっている。
【００７８】
　筐体内側面１０２３の２面に設けられたねじ穴２０３それぞれにねじ１０４が筐体１０
２の外側から螺嵌されている。ねじ１０４それぞれのねじ先は、各辺に４つずつ挿入され
る側面ゴム１０３それぞれの側面ゴム押圧部１０３２と当接している。
【００７９】
　図１５は液晶背面１０１８の側から見た、液晶画像表示面１０１１に平行な面における
表示ユニット１００の断面図である。図２と同じ構成である部分については説明を省略す
る。また図１６は液晶側面１０１３に平行な面における表示ユニット１００の断面図であ
る。図１１と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００８０】
　本実施の形態では、１６本の背面ゴム１０８が、液晶背面１０１８と筐体内背面１０２
８の間に、液晶表示部１０１の４辺それぞれに沿って４本ずつ挿入される。
【００８１】
　筐体内背面１０２８の４辺各辺に設けられたねじ穴２０３それぞれにねじ１０４が筐体
１０２の外側から螺嵌されている。ねじ１０４それぞれのねじ先は、１６本の背面ゴム１
０８の背面ゴム押圧部１０８２それぞれと当接している。
【００８２】
　このように、側面ゴム１０３を、液晶表示部１０１の所定の１面とこれに対面する液晶
格納部２０２の１面の間に複数本あるような構成とすれば、製造する際の歩留まりがよい
。
【００８３】
　（第７の実施の形態）
　図１７、１８を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第７の実施の形態に
ついて説明する。
【００８４】
　図１７は側背面ゴム１０９の斜視図である。側背面ゴム１０９は、第６の実施の形態に
おける側面ゴム１０３と背面ゴム１０８を一体として成型したものである。液晶表示部１
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０１と筐体１０２の間に、側面ゴム１０３および背面ゴム１０８の代わりに設置される。
【００８５】
　側背面ゴム１０９は筐体内側面１０２３および筐体内背面１０２８から突き出したねじ
１０４と当接し押圧される。
【００８６】
　このように、液晶側面１０１３を支持する側面ゴム１０３と液晶背面１０１８を支持す
る背面ゴム１０８を一体として形成し、液晶側面１０１３と液晶背面１０１８に当接させ
ることで、部品点数を減らすことができ、効率的に組み立て作業を進めることができる。
【００８７】
　本実施の形態では側面ゴム１０３と背面ゴム１０８を一体として形成するとしたが、前
面ゴム１０５と側面ゴム１０３を一体成型としてもよい。
【００８８】
　（第８の実施の形態）
　図１９を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第９の実施の形態について
説明する。
【００８９】
　図１９は、液晶表示部１０１と緩衝ゴム１１０の斜視図である。緩衝ゴム１１０は、液
晶画像表示面１０１１と液晶背面１０１８の縁部および液晶側面１０１３を包むようにコ
の字型に形成されている。液晶表示部１０１と筐体１０２の間に、前面ゴム１０５と側面
ゴム１０３と背面ゴム１０８の代わりに設置される。緩衝ゴム１１０は液晶格納部２０２
の各面に螺嵌されるねじ１０４によって押圧され、液晶表示部１０１に当接する。
【００９０】
　緩衝ゴム１１０は、第１の実施の形態の側面ゴム１０３、前面ゴム１０５、背面ゴム１
０８と置き換えるのであれば、筐体内側面１０２３、筐体内前面１０２５、筐体内背面１
０２８から突き出したねじ１０４と当接する。また、第３の実施の形態で置き換えるので
あれば、筐体内側面１０２３と筐体内背面１０２８から突き出たねじ１０４と当接し、筐
体内前面１０２５と当接する。
【００９１】
　このように弾性体としての緩衝ゴム１１０を、液晶画像表示面１０１１と液晶背面１０
１８および液晶側面１０１３を包むようにコの字型に形成することで、部品点数を減らす
ことができ、効率的に組み立て作業を進めることができる。
【００９２】
　（第９の実施の形態）
　図２０、図２１を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第１０の実施の形
態について説明する。
【００９３】
　図２０は、液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図で
ある。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【００９４】
　側面ゴム１０３とねじ１０４の間に、中間部材としての金属製の当て金１１１が配置さ
れる。
【００９５】
　図２１は、ねじ１０４と筐体１０２のねじ穴２０３の螺嵌部付近の断面図である。
【００９６】
　ねじ１０４のねじ先は当て金１１１と当接する。また、当て金１１１は側面ゴム１０３
と当接する。筐体１０２のねじ穴２０３へねじ込まれることによって当て金１１１と筐体
１０２の間に押圧力を生じさせる。この押圧力によって側面ゴム１０３が押圧されてすべ
ての側面ゴム当接部１０３１が液晶側面１０１３に当接する。
【００９７】
　金属でできた当て金１１１でねじ１０４のねじ先を受けることで、ねじ先から受ける力
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を分散させて側面ゴム１０３へ伝えることができ、側面ゴム１０３が傷つくのを防ぐこと
ができる。
【００９８】
　なお、当て金１１１は液晶表示部１０１の側面に当てるものだけでなく、前面に当てる
ものや背面に当てるものを設けてもよい。
【００９９】
　（第１０の実施の形態）
　図２２、図２３を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第１１の実施の形
態について説明する。
【０１００】
　図２２は、液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図で
ある。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【０１０１】
　側面ゴム１０３の側面ゴム押圧部１０３２と筐体内側面１０２３の間に、液晶側面１０
１３の４面それぞれの長手方向とほぼ等しい長さの長手方向長さを有する板状金属製の当
て金１１２がそれぞれ１枚ずつ、合計４枚配置される。
【０１０２】
　図２３は、ねじ１０４とねじ穴２０３の螺嵌部付近の断面図である。ねじ１０４のねじ
先は当て金１１２と当接する。また、当て金１１２は側面ゴム１０３の側面ゴム押圧部１
０３２と当接する。筐体１０２のねじ穴２０３へねじ込まれることによって、当接してい
る当て金１１２が側面ゴム１０３を押圧する。この押圧力によって側面ゴム１０３が変形
して復元力を生じ、側面ゴム当接部１０３１が当接する。
【０１０３】
　金属でできた当て金１１２で、ねじ１０４のねじ先を受け、側面ゴム１０３の側面ゴム
押圧部１０３２を広く押圧する。そのため、ねじ先から受ける力を側面ゴム１０３の当接
部１０３２の広い範囲に分散させて伝えることができ、側面ゴム１０３を液晶側面１０１
３に当接させることができる。
【０１０４】
　なお、当て金１１２は液晶側面１０１３に当てるものだけでなく、液晶画像表示面１０
１１に当てるものや液晶背面１０１８に当てるものを設けてもよい。
【０１０５】
　（第１１の実施の形態）
　図２４、図２５を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第１２の実施の形
態について説明する。
【０１０６】
　図２４は液晶側面１０１３に平行な面の表示ユニット１００の断面図で、側面ゴム１０
３が液晶表示部１０１に当接していない状態を示す。
【０１０７】
　ねじ１０４のねじ先を受ける当て金１１３は、液晶画像表示面１０１１に垂直な方向に
おいて、液晶側面１０１３の長さよりも長く形成されている。また、同方向における両端
部は側面ゴム１０３と当接する側に曲がっており、側面ゴム１０３の向こう側の液晶表示
部１０１に被さるような形状になっている。
【０１０８】
　側面ゴム１０３は帯状になっており、帯断面の長辺にあたる側面ゴム当接部１０３１面
が液晶側面１０１３に当たるように配置される。
【０１０９】
　図２５は、側面ゴムと液晶表示部が当接している状態を示す。
【０１１０】
　両端部が曲がっている当て金１１３によって押圧された側面ゴム１０３は液晶表示部１
０１との間で、当て金１１３および液晶側面１０１３に沿って変形し、両者に当接する。
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【０１１１】
　側面ゴム１０３が変形して液晶表示部１０１の外縁部を包み込むようになり、液晶画像
表示面１０１１および液晶背面１０１８の方向の力も受けることができるようになる。そ
のため、液晶画像表示面１０１１および液晶背面１０１８の方向の力を受けるための構成
をなくすあるいは簡略化することで部品点数を減らすことができ、効率的に組み立て作業
を進めることができる。
【０１１２】
　（第１２の実施の形態）
　図２６、図２７を用いて、ノートパソコン１の表示ユニット１００の第１２の実施の形
態について説明する。
【０１１３】
　図２６は液晶画像表示面１０１１に平行な面における表示ユニット１００の断面図であ
る。図２と同じ構成である部分については説明を省略する。
【０１１４】
　本実施の形態における表示ユニット１００は、ねじ１０４の代わりに押圧部材としての
板ばね３００を備える。また、表示ユニット１００の液晶格納部２０２は筐体内側面１０
２３に複数の板ばね取付部３０２を有する。
【０１１５】
　板ばね３００は、液晶表示部１０１に側面ゴム１０３の側面ゴム当接部１０３１を当接
させるのに十分な弾性力を有し、筐体１０２に設けられた板ばね取付部３０２に圧入され
る。圧入された板ばね３００が板ばね取付部３０２から突出する部分が側面ゴム１０３の
側面ゴム押圧部１０３２と当接し、側面ゴム１０３を押圧する。この押圧力によって側面
ゴム１０３の当接部１０３２が押圧されて、側面ゴム１０３の側面ゴム当接部１０３１と
液晶側面１０１３を当接させる。
【０１１６】
　板ばね取付部３０２は筐体内側面１０２３に複数設けられており、側面ゴム１０３と対
面する側と筐体内前面１０２５側に開口部を持つ。板ばね３００を格納し、板ばね３００
の力を受ける。
【０１１７】
　図２７は表示ユニット１００を分解した斜視図である。筐体１０２は、筐体本体１０２
７と筐体蓋１０２９とに分割して形成されている。筐体本体１０２７は液晶側面１０１３
および液晶背面１０１８を覆うよう形成されている。筐体蓋１０２９は液晶画像表示面１
０１１の液晶画像表示領域１０１２以外の部分を覆うために、部分的に刳り貫かれて形成
されている。
【０１１８】
　筐体内側面１０２３の各面に板ばね取付部３０２が設けられている。各板ばね取付部３
０２には板ばね３００が挿入される。
【０１１９】
　また筐体内背面１０２８にも、板ばね３００を格納するための板ばね取付部３０２が設
けられている。
【０１２０】
　筐体内背面１０２８の板ばね取付部３０２に板ばね３００を圧入した上に、背面ゴム１
０８、液晶表示部１０１の順で載せ、側面ゴム１０３を液晶表示部１０１と筐体１０２の
間に挿入したあとで、筐体内前面１０２５側が開口している筐体内側面１０２３の板ばね
取付部３０２へ板ばね３００を圧入する。
【０１２１】
　筐体内側面１０２３の板ばね取付部３０２へ板ばね３００を挿入したあとで、液晶表示
部１０１に前面ゴム１０５を載せて筐体蓋１０２９で筐体本体１０２７に蓋をする。
【０１２２】
　ねじ１０４のかわりに板ばね３００を用いることで、ねじ１０４をねじ込む作業をなく
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すことができ、作業ミスによる液晶表示部１０１の破損を防ぐことができ、さらに効率的
に組み立て作業を進めることができる。
【０１２３】
　また、液晶表示部１０１と側面ゴム１０３を筐体本体１０２７に載せたあとで板ばね３
００を圧入する構成としたことで、効率的に組み立て作業を進めることができる。
【０１２４】
　また、先に板ばね３００を筐体内背面１０２８の板ばね取付部３０２に圧入したあとで
背面ゴム１０８、液晶表示部１０１、前面ゴム１０５を載せた上から筐体蓋１０２９で筐
体本体１０２７に蓋をする構成としたことで、液晶背面１０１８に背面ゴム１０８を当接
させることができ、かつ液晶画像表示面１０１１に前面ゴム１０５を当接させることがで
き、さらに効率的に組み立て作業を進めることができる。
【０１２５】
　なお、本実施の形態では弾性体をゴムとして説明したが、これに限らず、ウレタンなど
の発泡成形材やその他公知の弾性体を用いることができる。
【０１２６】
　また、押圧部材として板ばねを挙げたが、これに限らず、公知の弾性部材を用いること
ができる。
【０１２７】
　また、当て金１１１、１１２を金属製としたが、これに限らず、ねじ１０４や板ばね３
００の押圧力を十分に受けることができる材料を用いることができる。
【０１２８】
　また、ねじ穴を筐体１０２やフレーム２０４に直接設けるとして説明したが、例えば図
２８のように、ねじ穴部材２０３１を別途設けてこれを金属製とし、押圧力をその鍔部分
で拡散して筐体１０２やフレーム２０４に伝達するようにすれば、筐体１０２やフレーム
２０４が樹脂などで形成される場合であっても、ねじ山を損なうことなく十分な押圧力を
得ることができる。
【０１２９】
　また、本実施の形態では情報端末をノートパソコンとして説明したが、これに限らず、
携帯電話、時計、その他携帯型情報端末、さらに携帯用に限らず、液晶表示装置を備える
あらゆるものにおいて本発明を利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】ノートパソコンの斜視図。
【図２】第１の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面図
。
【図３】第１の実施の形態におけるねじと筐体のねじ穴の螺嵌部付近の断面図。
【図４】第１の実施の形態における液晶側面に平行な面での表示ユニットの断面図。
【図５】第１の実施の形態において逃げ部がない場合の液晶画像表示面に平行な面での表
示ユニットの断面図。
【図６】第１の実施の形態において逃げ部がない場合のねじと筐体のねじ穴の螺嵌部付近
の断面図。
【図７】第１の実施の形態において逃げ部がない場合の液晶側面に平行な面での表示ユニ
ットの断面図。
【図８】第２の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面図
。
【図９】第２の実施の形態におけるねじと筐体のねじ穴の螺嵌部付近の断面図。
【図１０】第３の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面
図。
【図１１】第３の実施の形態における液晶側面に平行な面での表示ユニットの断面図。
【図１２】第４の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面
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図。
【図１３】第５の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面
図。
【図１４】第６の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面での表示ユニットの断面
図。
【図１５】第６の実施の形態における、液晶背面の側から見た、液晶画像表示面に平行な
面での表示ユニットの断面図。
【図１６】第６の実施の形態における液晶側面に平行な面における表示ユニットの断面図
。
【図１７】第７の実施の形態における表示ユニットの斜視断面図。
【図１８】第７の実施の形態における液晶側面に平行な面における表示ユニットの断面図
。
【図１９】第８の実施の形態における液晶表示部と緩衝ゴムの斜視図。
【図２０】第９の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面における表示ユニットの
断面図。
【図２１】第９の実施の形態におけるねじと筐体のねじ穴の螺嵌部付近の断面図。
【図２２】第１０の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面における表示ユニット
の断面図。
【図２３】第１０の実施の形態におけるねじと筐体のねじ穴の螺嵌部付近の断面図。
【図２４】第１１の実施の形態における、側面ゴムと液晶表示部が当接していない状態の
、液晶側面に平行な面の表示ユニットの断面図。
【図２５】第１１の実施の形態における、側面ゴムと液晶表示部が当接している状態の、
液晶側面に平行な面の表示ユニットの断面図。
【図２６】第１２の実施の形態における液晶画像表示面に平行な面における表示ユニット
の断面図。
【図２７】第１２の実施の形態における表示ユニットを分解した斜視図。
【図２８】ねじ穴部材を設ける場合のねじとねじ穴部材の螺嵌部付近の断面図。
【符号の説明】
【０１３１】
１００・・・表示ユニット
１０１・・・液晶表示部
１０２・・・筐体
１０３・・・側面ゴム
１０４・・・ねじ
１０５・・・前面ゴム
１０８・・・背面ゴム
１０９・・・側背面ゴム
１１０・・・緩衝ゴム
１１１、１１２、１１３・・・当て金
２０３・・・ねじ穴
３００・・・板ばね
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(17) JP 4176695 B2 2008.11.5

【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２５】 【図２６】
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