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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　傾斜面が設けられた取付壁を有し、前記傾斜面に被覆対象が設けられた筐体と、
　前記被覆対象を覆う覆面を有し、前記取付壁に取り付けられた取付体と、
　前記傾斜面の傾斜方向で前記被覆対象の上方に位置された部分から前記被覆対象の両側
方を通って前記傾斜面を下る方向に延出し、且つ前記覆面に向けて突出して前記傾斜面に
設けられ、突出先端部が前記覆面と当接した第１の凸部と、
　前記第１の凸部の外側に位置され、前記傾斜面の傾斜方向で前記被覆対象の上方に位置
された部分から前記被覆対象の両側方を通って前記傾斜面を下る方向に延出し、且つ前記
傾斜面に向けて突出して前記覆面に設けられ、突出先端部が前記傾斜面と当接した第２の
凸部と、
を備え、
　前記取付壁には、前記第１の凸部および前記覆面を貫通した挿通孔が設けられ、
　前記覆面には、前記挿通孔に挿通されて前記取付壁と係合する爪部が突設され、
　前記第１の凸部は、前記挿通孔を囲繞した電子機器。
【請求項２】
　前記爪部の根元部は、前記第１の凸部と離間した請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第１の凸部の下端部には、開口部が設けられた請求項１または２に記載の電子機器
。
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【請求項４】
　前記第１の凸部の前記部分は、第１の上辺部であり、
　前記第１の凸部は、前記傾斜面の傾斜方向に沿って延在し相互の上端部同士が前記第１
の上辺部によって接続された一対の第１の側辺部を有し、
　前記第２の凸部の前記部分は、第２の上辺部であり、
　前記第２の凸部は、前記傾斜面の傾斜方向に沿って延在し相互の上端部同士が前記第２
の上辺部によって接続された一対の第２の側辺部を有した、請求項１ないし３のいずれか
一項に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記被覆対象は、電子部品と開口との少なくとも一方である請求項１ないし４のいずれ
か一項に記載の電子機器。
【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】
　従来、例えばコンビニエンスストアに設置されて使用されるプリンタがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このようなプリンタでは、内部への水等の液体の浸入を抑制することが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　実施形態の電子機器は、筐体と、取付体と、第１の凸部と、第２の凸部と、を備えた。
前記筐体は、傾斜面が設けられた取付壁を有し、前記傾斜面に被覆対象が設けられた。前
記取付体は、前記被覆対象を覆う覆面を有し、前記取付壁に取り付けられた。前記第１の
凸部は、前記傾斜面の傾斜方向で前記被覆対象の上方に位置された部分から前記被覆対象
の両側方を通って前記傾斜面を下る方向に延出し、且つ前記覆面に向けて突出して前記傾
斜面に設けられ、突出先端部が前記覆面と当接した。前記第２の凸部は、前記第１の凸部
の外側に位置され、前記傾斜面の傾斜方向で前記被覆対象の上方に位置された部分から前
記被覆対象の両側方を通って前記傾斜面を下る方向に延出し、且つ前記傾斜面に向けて突
出して前記覆面に設けられ、突出先端部が前記傾斜面と当接した。そして、前記取付壁に
は、前記第１の凸部および前記覆面を貫通した挿通孔が設けられ、前記覆面には、前記挿
通孔に挿通されて前記取付壁と係合する爪部が突設され、前記第１の凸部は、前記挿通孔
を囲繞した。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、実施形態にかかる電子機器としてのプリンタを示す図であって、蓋部が
閉じた状態を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態にかかるプリンタを示す図であって、蓋部が開いた状態を示す
斜視図である。
【図３】図３は、実施形態にかかるプリンタを示す図であって、蓋部が閉じた状態を示す
縦断側面図である。
【図４】図４は、実施形態にかかるプリンタを示す分解斜視図である。
【図５】図５は、実施形態にかかるプリンタの一部を示す斜視図である。
【図６】図６は、実施形態にかかる第２の筐体における挿通孔が設けられた部分を示す斜
視図である。
【図７】図７は、実施形態にかかる取付体を裏面側から見て示す斜視図である。
【図８】図８は、図１のＦ８－Ｆ８線断面図である。
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【図９】図９は、図１のＦ９－Ｆ９線断面図である。
【図１０】図１０は、図１のＦ１０－Ｆ１０線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下、図面を参照して、実施形態について詳細に説明する。以下の実施形態では、電子
機器として、ロール状に巻回された用紙を引き出して印字するプリンタについて説明する
。なお、各図では、便宜上、プリンタ１の前後方向での後方をＸ方向、プリンタ１の幅方
向をＹ方向、プリンタ１の高さ方向をＺ方向と記す。これらＸ方向、Ｙ方向、およびＺ方
向は相互に直交している。
【０００７】
　図１に示すように、プリンタ１は、基部１０と、蓋部１１と、を有している。プリンタ
１は、基部１０に設けられたバッテリ（図示せず）を電源として動作する。プリンタ１は
、一例として設置部１１０に設けられた載置面（上面）としての水平面１１０ａに載置さ
れる。
【０００８】
　図１ないし図３に示すように、基部１０は、上面開口の略直方体状に形成されている。
基部１０は、左右の幅方向よりも前後方向の方が長く形成されている。基部１０は、収納
した用紙１００（図２）を支持する。一方、蓋部１１は、図１に示すように、側面視で略
三角形状に形成されている。蓋部１１は、ヒンジ部１２（図２）によって基部１０に回動
可能に連結されている。詳しくは、蓋部１１は、基部１０の上部に配置され基部１０の上
部を覆う閉位置（図１，３）と、基部１０の上部を露出させる開位置（図２）との間で基
部１０に回動可能に連結されている。プリンタ１には開閉ロック部５０が設けられており
、開閉ロック部５０が、閉位置に位置する蓋部１１を基部１０に対して解除可能にロック
する。また、プリンタ１の前面（正面）１０ａにおける基部１０と蓋部１１との間には、
用紙１００を排出する排紙口１０ｂが設けられている。
【０００９】
　ここで、図２に示すように、プリンタ１で使用される用紙１００は、ロール状に巻回さ
れた長尺用紙である。用紙１００は、例えばラベル用紙やレシート用紙等である。また、
用紙１００は、幅方向に沿ってミシン目（図示せず）が設けられて、そのミシン目から切
断可能なものであってもよい。プリンタ１は、一例として、ミシン目が設けられた用紙１
００を用いてチケットを発行することができる。用紙１００は、基部１０に収容されてい
る。
【００１０】
　図２，３に示すように、基部１０は、第１の筐体１４を有しており、この第１の筐体１
４に、用紙収納部１５、プラテンローラ１６、バッテリー（図示せず）、回路基板（図示
せず）等が設けられている。一方、蓋部１１は、第２の筐体１８を有しており、この第２
の筐体１８に、ディスプレイ１９、タッチパネル２２、回路基板２３（図３）、印字ヘッ
ド２０等が設けられている。蓋部１１が閉位置に位置付けられた状態では、印字ヘッド２
０とプラテンローラ１６とが対向する。蓋部１１が開位置に位置付けられた状態では、印
字ヘッド２０とプラテンローラ１６との間が開放される。第１の筐体１４と第２の筐体１
８とは、プリンタ１の筐体２４を構成している。ディスプレイ１９、タッチパネル２２、
回路基板２３（図３）、印字ヘッド２０等は、電子部品の一例であり、バッテリーの電力
によって動作する。
【００１１】
　次に、基部１０に設けられた各部を説明する。図２，３に示すように、用紙収納部１５
は、第１の筐体１４の後部に設けられている。用紙収納部１５は、下方に向かって凹状に
設けられており、上面開口となっている。用紙収納部１５は、用紙投げ込み式であり、収
納したロール状の用紙１００の下部外周を支持する。用紙収納部１５は、用紙１００を回
転可能に保持しており、これにより、プラテンローラ１６による用紙１００の引き出しが
可能となっている。
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【００１２】
　プラテンローラ１６は、歯車等で構成される動力伝達機構を介して駆動源であるモータ
に連結されている。プラテンローラ１６は、印字ヘッド２０によって用紙１００が押し付
けられた状態で、モータによって回転駆動されることにより、用紙収納部１５に保持され
た用紙１００を引き出して搬送する。プラテンローラ１６は、用紙収納部１５に保持され
た用紙１００を引き出して搬送する搬送部の一例である。
【００１３】
　次に、蓋部１１に設けられた各部を説明する。印字ヘッド２０は、例えば、サーマルヘ
ッドである。印字ヘッド２０は、プラテンローラ１６に対向配置されている。印字ヘッド
２０は、プラテンローラ１６に対して接離可能に蓋部１１の内面に連結されている。印字
ヘッド２０は、プラテンローラ１６に向けて付勢部材であるコイルばねによって付勢され
ている。コイルばねに付勢された印字ヘッド２０は、当該印字ヘッド２０とプラテンロー
ラ１６との間に介在する用紙１００をプラテンローラ１６に押し付ける。これにより、プ
ラテンローラ１６の搬送力が用紙１００に確実に伝達される。印字ヘッド２０は、一列に
配置された複数の発熱素子を有しており、これらの複数の発熱素子に選択的に通電するこ
とで発熱素子を発熱させる。この発熱によって、印字ヘッド２０は、プラテンローラ１６
に支持されるとともに発熱素子に重ねられた用紙１００に各種の情報を印字する。印字ヘ
ッド２０は、印字部の一例である。
【００１４】
　ディスプレイ１９は、一例として液晶ディスプレイである。ディスプレイ１９は、略矩
形板状に形成されている。図３に示すように、ディスプレイ１９の上方にタッチパネル２
２が配置されている。タッチパネル２２は、略矩形状に形成されている。タッチパネル２
２は、ディスプレイ１９の表示画面を覆っている。また、ディスプレイ１９の下方に、回
路基板２３が配置されている。つまり、タッチパネル２２の下方にディスプレイ１９が配
置され、ディスプレイ１９の下方に回路基板２３が配置されている。ディスプレイ１９お
よびタッチパネル２２は、回路基板２３にハーネス（図示せず）によって電気的に接続さ
れている。
【００１５】
　図４に示すように、ディスプレイ１９は、第２の筐体１８に固定されている。一方、タ
ッチパネル２２は、保持部材２５に固定されている。タッチパネル２２の操作面（上面）
には、保護シート２７が設けられている。保持部材２５は、タッチパネル２２および保護
シート２７とともに取付体２６を構成している。取付体２６は、第２の筐体１８に対して
着脱可能となっている。
【００１６】
　第２の筐体１８は、上壁としての取付壁１８ａと、左右一対の側壁１８ｂと、背面壁１
８ｃ（図３）と、周壁１８ｄと、を有しいている。取付壁１８ａは、水平面１１０ａに対
して傾斜している。取付壁１８ａに、ディスプレイ１９およびタッチパネル２２が取り付
けられている。左右一対の側壁１８ｂは、取付壁１８ａの左右一対の縁部から下方斜め側
方に向けて延出している。即ち、左右一対の側壁１８ｂは、水平面１１０ａに対して傾斜
している。背面壁１８ｃは、取付壁１８ａの後端部（上端部）から下方斜め後方に向けて
延出している。即ち、背面壁１８ｃは、水平面１１０ａに対して傾斜している。周壁１８
ｄは、取付壁（上壁、基壁）１８ａ、および左右一対の側壁１８ｂの下端部から下方に延
出している。
【００１７】
　図５に示すように、取付壁１８ａには、傾斜面１８ｅが設けられている。傾斜面１８ｅ
は、取付壁１８ａの表面を構成している。つまり、取付壁１８ａには、表面に傾斜面１８
ｅが設けられている。傾斜面１８ｅは、水平面１１０ａに対して傾斜している。
【００１８】
　傾斜面１８ｅには、開口としての凹部１８ｆ（図８～１０参照）が設けられている。凹
部１８ｆの底部には、孔１８ｗ（開口）が設けられている。凹部１８ｆには、ディスプレ
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イ１９が収納されている。なお、図８～１０ではディスプレイ１９は省略されている。ま
た、傾斜面１８ｅには、凹部１８ｆにおける傾斜面１８ｅの傾斜方向での下方に、開口と
しての孔１８ｇが設けられている。孔１８ｇは、取付壁１８ａを貫通している。孔１８ｇ
には、タッチパネル２２と回路基板２３とを接続したハーネス（図示せず）が挿通されて
いる。凹部（開口）１８ｆ，孔１８ｇおよびディスプレイ（電子部品）１９は、被覆対象
の一例である。なお、被覆対象は、電子部品と開口との少なくとも一方であってよい。
【００１９】
　図４，７に示すように、取付体２６は、概略板状をなしている。図７に示すように、取
付体２６は、覆面（裏面）２６ａを有している。覆面２６ａは、凹部１８ｆ，孔１８ｇお
よびディスプレイ１９を覆う。覆面２６ａは、取付体２６の裏面を構成している。取付体
２６は、取付壁１８ａに着脱可能に取り付けられる。
【００２０】
　図４，７に示すように、取付体２６の保持部材２５は、概略矩形枠状をなしており、そ
の枠内に配置されたタッチパネル２２を保持している。図７に示すように、保持部材２５
の裏面２５ａは、覆面２６ａを構成しており、傾斜面１８ｅを覆う。本実施形態では、裏
面２５ａは、傾斜面１８ｅの一部を覆う。
【００２１】
　次に、取付壁１８ａへの取付体２６の取付構造を説明する。
【００２２】
　図５に示すように、傾斜面１８ｅには、凸部１８ｈが設けられている。凸部１８ｈは、
第１の凸部の一例である。凸部１８ｈは、覆面２６ａに向けて突出して傾斜面１８ｅに設
けられている。凸部１８ｈの突出先端部（突出方向の先端部）１８ｉは、覆面２６ａを構
成する裏面２５ａと当接している（図８，９，１０参照）。凸部１８ｈは、傾斜面１８ｅ
の傾斜方向（図中のＡ方向）で被覆対象（凹部１８ｆ，孔１８ｇおよびディスプレイ１９
）の上方に位置された部分から被覆対象の両側方を通って傾斜面１８ｅを下る方向に延出
している。
【００２３】
　凸部１８ｈは、左右一対の側辺部１８ｊと上辺部１８ｋとを有して、傾斜面１８ｅの縁
部に沿って設けられている。側辺部１８ｊは、第１の側辺部の一例であり、上辺部１８ｋ
は、第１の上辺部の一例である。上辺部１８ｋは、凸部１８ｈにおける、傾斜面１８ｅの
傾斜方向で被覆対象（凹部１８ｆ，孔１８ｇおよびディスプレイ１９）の上方に位置され
た部分の一例である。凸部１８ｈの内側の傾斜面１８ｅの領域に、凹部１８ｆ、タッチパ
ネル２２および孔１８ｇが位置している。
【００２４】
　側辺部１８ｊは、傾斜面１８ｅの傾斜方向（図中のＡ方向）に沿って延在している一対
の側辺部１８ｊは、相互の上端部１８ｌ同士が上辺部１８ｋによって接続されている。側
辺部１８ｊは、傾斜面１８ｅの一対の側縁部に沿って設けられている。一対の側辺部１８
ｊは、左右方向で相互に間隔をあけて配置されている。上辺部１８ｋは、傾斜面１８ｅの
上縁部に沿って設けられている。
【００２５】
　また、側辺部１８ｊの下端部には、延出部１８ｍが設けられている。一対の延出部１８
ｍは、相互に近づく方向に屈曲している。左右一対の延出部１８ｍは、相互に間隔をあけ
て設けられおり、これにより、凸部１８ｈの下端部１８ｕには、開口部１８ｖが設けられ
ている。また、傾斜面１８ｅには、左右一対の延出部１８ｍ間に、左右方向に延在した凸
部１８ｎが設けられている。凸部１８ｎは、左右一対の延出部１８ｍと間隔をあけて設け
られている。別の言い方をすると、凸部１８ｎは、開口部１８ｖ内に突出している。
【００２６】
　また、取付壁１８ａには、図５に示すように、挿通孔１８ｐが設けられている。挿通孔
１８ｐは、凸部１８ｈおよび当該取付壁１８ａの裏面１８ｏ（図１０参照）を貫通してい
る。挿通孔１８ｐは、凸部１８ｈの各側辺部１８ｊに、傾斜面１８ｅ傾斜方向で相互に間
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隔をあけて複数設けられている。挿通孔１８ｐは、凸部１８ｈの側辺部２６ｅによって囲
繞されている。挿通孔１８ｐには、取付体２６の爪部２５ｈ（図１０参照）が挿入される
。図６に示すように、挿通孔１８ｐには、挿脱部１８ｓが設けられている。挿脱部１８ｓ
は、傾斜面１８ｅの傾斜方向における挿通孔１８ｐの上部に設けられている。挿脱部１８
ｓは、取付壁１８ａの壁厚方向での爪部２５ｈの挿脱が可能となっている。また、挿通孔
１８ｓの孔面には、係合部１８ｔが突設されている。係合部１８ｔは、傾斜面１８ｅの傾
斜方向で挿脱部１８ｓの下方に位置されている。この係合部１８ｔの裏面１８ｏに爪部２
５ｈが係合する。
【００２７】
　また、取付壁１８ａには、図５に示すように、左右一対の延出部１８ｍと凸部１８ｎと
の間に、挿通孔１８ｑが設けられている。挿通孔１８ｑは、傾斜面１８ｅおよび裏面１８
ｏを貫通している。挿通孔１８ｑは、貫通孔の一例である。挿通孔１８ｑには、取付体２
６の爪部２５ｉ（図７参照）が挿入される。
【００２８】
　また、傾斜面１８ｅ側の挿通孔１８ｑの孔縁部には、凸部１８ｒが設けられている。凸
部１８ｒは、傾斜面１８ｅ側の挿通孔１８ｑの縁部から保持部材２５の裏面２５ａ（覆面
２６ａ）に向けて突出している。凸部１８ｒは、挿通孔１８ｑの孔縁部における下縁部お
よび側縁部に設けられている。凸部１８ｒは、第３の凸部の一例である。
【００２９】
　図７に示すように、取付体２６の保持部材２５の裏面２５ａ（覆面２６ａ）には、凸部
２５ｂが設けられている。凸部２５ｂは、第２の凸部の一例である。凸部２５ｂは、傾斜
面１８ｅに向けて突出して裏面２５ａ（覆面２６ａ）に設けられている。凸部２５ｂの突
出先端部２５ｄは、傾斜面１８ｅと当接している。凸部１８ｈの外側に位置されている。
凸部２５ｂは、傾斜面１８ｅの傾斜方向で被覆対象（凹部１８ｆ，孔１８ｇおよびディス
プレイ１９）の上方に位置された部分から被覆対象の両側方を通って傾斜面１８ｅを下る
方向に延出している。このように、本実施形態では、凸部が二重に設けられている。
【００３０】
　凸部２５ｂは、左右一対の側辺部２５ｅと上辺部２５ｆとを有している。側辺部２５ｅ
は、第２の側辺部の一例であり、上辺部２５ｆは、第２の上辺部の一例である。上辺部２
５ｆは、凸部２５ｂにおける、傾斜面１８ｅの傾斜方向で被覆対象（凹部１８ｆ，孔１８
ｇおよびディスプレイ１９）の上方に位置された部分の一例である。凸部２５ｂは、裏面
２５ａの外周縁に設けられている。この凸部２５ｂの内側に、傾斜面１８ｅに設けられた
凸部１８ｈが位置されている。凸部２５ｂと凸部１８ｈとは、相互に離間している。
【００３１】
　側辺部２５ｅは、裏面２５ａの一対の側縁部に沿って設けられている。一対の側辺部２
５ｅは、傾斜面１８ｅの傾斜方向に沿って延在している。一対の側辺部２５ｅは、左右方
向で相互に間隔をあけて配置されている。一対の側辺部２５ｅは、相互の上端部２５ｇ同
士が上辺部２５ｆによって接続されている。上辺部２５ｆは、裏面２５ａの上縁部に沿っ
て設けられている。
【００３２】
　また、保持部材２５の裏面２５ａには、凸部２５ｂの内側に、凸部２５ｊが設けられて
いる。凸部２５ｊは、矩形枠状に形成されている。凸部２５ｊは、凸部２５ｂから離間し
ており、凸部２５ｊと凸部２５ｂとの間に、凸部１８ｈが位置されている。凸部２５ｊの
先端部は、傾斜面１８ｅに当接している。
【００３３】
　また、裏面２５ａには、複数の爪部２５ｈが突設されている。爪部２５ｈは、凸部２５
ｂの内側に位置されている。爪部２５ｈは、側辺部２５ｅに沿って複数設けられている。
爪部２５ｈは、取付壁１８ａに設けられた挿通孔１８ｐに挿通されて、取付壁１８ａと係
合する（図１０）。詳しくは、取付壁１８ａにおいて、挿通孔１８ｐの孔面に突設された
係合部１８ｔにおける裏面１８ｏと係合する。爪部２５ｈは、挿脱部１８ｓに挿入された
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状態で、傾斜面１８ｅの傾斜方向で下方に移動されることで、係合部１８ｔの裏面１８ｏ
と係合する。この状態から、爪部２５ｈは、傾斜面１８ｅの傾斜方向で上方に移動される
ことで、係合部１８ｔの裏面１８ｏから離脱して、挿脱部１８ｓに移動する。
【００３４】
　また、図７に示すように、裏面２５ａの下部には、複数の爪部２５ｉが突設されている
。爪部２５ｉは、左右方向で相互に間隔をあけて位置されている。爪部２５ｉは、取付壁
１８ａに設けられた挿通孔１８ｑに挿脱可能となっている。爪部２５ｉは、取付壁１８ａ
に設けられた挿通孔１８ｑに挿通されて、取付壁１８ａと係合する。詳しくは、取付壁１
８ａの裏面１８ｏにおける挿通孔１８ｑの前端部の孔縁部と係合する。爪部２５ｉは、挿
通孔１８ｑに挿入された状態で、傾斜面１８ｅの傾斜方向で下方に移動されることで、裏
面１８ｏと係合する。この状態から、爪部２５ｉは、傾斜面１８ｅの傾斜方向で上方に移
動されることで、裏面１８ｏから離脱する。
【００３５】
　上記構成において、取付壁１８ａに対する取付体２６の取り付けの際には、爪部２５ｈ
，２５ｉが挿通孔１８ｐ，１８ｑに挿通された状態で、取付体２６が傾斜面１８ｅに沿っ
て前方（下方）へスライドされることにより、爪部２５ｈ，２５ｉが取付壁１８ａの裏面
１８ｏに係合する。これにより、取付体２６が取付壁１８ａに取り付けられた状態となる
。一方、取付壁１８ａからの取付体２６の取り外しの際には、取付体２６が傾斜面１８ｅ
に沿って後方へスライドされることにより、爪部２５ｈ，２５ｉが取付壁１８ａの裏面１
８ｏから離脱する。
【００３６】
　取付壁１８ａに取付体２６が取り付けられた状態では、図８，９、１０に示すように、
取付体２６の凸部２５ｂの突出先端部２５ｄが傾斜面１８ｅに当接し、取付壁１８ａの凸
部１８ｈの突出先端部１８ｉが取付体２６の保持部材２５における裏面２５ａ（覆面２６
ａ）に当接する。このとき、凸部２５ｂと凸部１８ｈとの相互に対向する部分においては
、凸部２５ｂの突出先端部２５ｄよりも凸部１８ｈの突出先端部１８ｉの方が高い位置に
位置している。また、凸部２５ｂと凸部１８ｈとの間に空間Ｓ１が形成されている。また
、凸部１８ｈと凸部２５ｊとの間に空間Ｓ２が形成されている。なお、本実施形態では、
空間Ｓ１，Ｓ２の高さは、凸部１８ｈの高さと略同じとなっている。なお、保持部材２５
における空間Ｓ１，Ｓ２の天井部分に上方に向かった凹部を設けて、空間Ｓ１，Ｓ２の高
さを凸部１８ｈよりも高くしてもよい。また、爪部２５ｈの根元部２５ｋ（図１０）は、
凸部１８ｈと離間している（図１０）。
【００３７】
　以上構成のプリンタ１において、上方から水などの液体がかけられた場合、当該液体は
、一例として、傾斜面１８ｅに沿って傾斜した取付体２６の表面を流れて、取付体２６か
ら、傾斜面１８ｅにおける取付体２６に覆われていない部分に至る。これにより、当該液
体が、ディスプレイ１９にかかったり、孔１８ｇから筐体２４内に浸入したりすることが
抑制される。
【００３８】
　また、プリンタ１の外面であって取付体２６と筐体２４との境界部分に、液体がかかっ
た場合、当該液体は、一例として、傾斜面１８ｅと取付体２６の凸部２５ｂの先端部（先
端面）２５ｄとの間に形成された微小な隙間に毛細管現象の作用によって浸入する。傾斜
面１８ｅと凸部２５ｂの突出先端部２５ｄとの間の微少な隙間は、一例として、傾斜面１
８ｅと凸部２５ｂの突出先端部２５ｄとに形成された微少な凹凸によって形成される。傾
斜面１８ｅと取付体２６の凸部２５ｂの突出先端部２５ｄとの間に形成された微小な隙間
に浸入した液体の例えば一部は、一例として、重力によって凸部２５ｂに沿って下方（前
方）に移動して、凸部２５ｄの下端部から排出される。
【００３９】
　また、傾斜面１８ｅと取付体２６の凸部２５ｂの突出先端部２５ｄとの間に形成された
微小な隙間に浸入した液体の例えば一部は、一例として、空間Ｓ１に排出される。空間Ｓ
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１に排出された液体の例えば一部は、空間Ｓ１内を重力によって下方（前方）に移動して
、空間Ｓ１の下端部から排出される。
【００４０】
　また、空間Ｓ１に排出された液体の例えば一部は、一例として、取付壁１８ａの凸部１
８ｈの突出先端部（先端面）１８ｉと保持部材２５の裏面２５ａとの間に形成された微小
な隙間に毛細管現象の作用によって浸入する。凸部１８ｈの突出先端部１８ｉと裏面２５
ａとの間の微少な隙間は、一例として、凸部１８ｈの突出先端部１８ｉと裏面２５ａとに
形成された微少な凹凸によって形成される。凸部１８ｈの突出先端部１８ｉと裏面２５ａ
との間に形成された微小な隙間に浸入した液体は、一例として、重力によって凸部１８ｈ
に沿って下方（前方）に移動して、凸部１８ｈの下端部から排出される。このとき、凸部
１８ｈと爪部２５ｈの根元部２５ｋとが離間しているので、凸部１８ｈに沿って移動する
液体が爪部２５ｈに移動するのが抑制されて、当該液体が挿通孔１８ｐに浸入するのが抑
制される。
【００４１】
　また、一例として、凸部１８ｈの下端部において開口部１８ｖに排出された液体が、傾
斜面１８ｅと保持部材２５の裏面２５ａとの間をある距離だけ上昇して、挿通孔１８ｑの
側方で傾斜面１８ｅと保持部材２５の裏面２５ａとの間に留まる。当該液体は、ある程度
の塊になると重力によって開口部１８ｖから排出される。このとき、開口部１８ｖの縁部
に設けられた凸部１８ｒによって、当該液体が開口部１８ｖに浸入するのが抑制される。
【００４２】
　以上説明したとおり、本実施形態では、プリンタ１の外面であって取付体２６と筐体２
４との境界部分に液体がかかった場合、当該液体は、一例として、凸部１８ｈ，２５ｂ、
空間Ｓ１に沿って下方（前方）に移動して排出される。したがって、プリンタ１（筐体２
４）の内部に液体が浸入することを抑制することができる。
【００４３】
　また、本実施形態では、凸部１８ｈの下端部に開口部１８ｖが設けられているので、凸
部１８ｈ上を流れた液体が開口部１８ｖから排出され、プリンタ１の内部に液体が浸入す
ることを抑制することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、爪部２５ｈの根元部２５ｋが、凸部１８ｈと離間しているので
、当該液体が挿通孔１８ｐに浸入するのが抑制されるので、プリンタ１の内部に液体が浸
入することを抑制することができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、傾斜面１８ｅには、傾斜面１８ｅ側の挿通孔１８ｑの縁部から
裏面２５ａに向けて突出した凸部１８ｒが設けられている。したがって、挿通孔１８ｑか
ら筐体２４内に液体が浸入するのを抑制することができる。
【００４６】
　なお、上記各実施形態では、電子機器としてプリンタを例に説明したが、これに限るも
のではない。例えば、電子機器は、情報記憶媒体に対して情報を読み書きするリーダライ
タ等であってもよい。また、電子機器は、一取引に係る商品の登録、精算処理を行うＰＯ
Ｓ端末やカード支払いによる決算処理が可能なカード処理決済端末等であってもよい。
【００４７】
　本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発明
の範囲を限定することは意図していない。この新規な実施形態は、その他の様々な形態で
実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、
変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとと
もに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４８】
　１…プリンタ（電子機器）、１８ａ…取付壁、１８ｅ…傾斜面、１８ｈ…凸部（第１の
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凸部）、１８ｉ…突出先端部、１８ｊ…側辺部（第１の側辺部）、１８ｋ…上辺部（第１
の上辺部）、１８ｌ…上端部、１８ｐ…挿通孔、１８ｖ…開口部、２４…筐体、２５ｂ…
凸部（第２の凸部）、２５ｄ…突出先端部、２５ｅ…側辺部（第２の側辺部）、２５ｆ…
上辺部（第２の上辺部）、２５ｇ…上端部、２５ｈ…爪部、２５ｋ…根元部、２６…取付
体、２６ａ…覆面。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４９】
【特許文献１】特開２０１１－２４０６４８号公報
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