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(57)【要約】
【課題】蓋の開閉構造において、フラットな筐体形状を
実現しながら、蓋のロック解除動作と開動作を同時に行
わせて、蓋の開放操作を良好にする。
【解決手段】筐体１に着脱可能に装着される蓋２と、筐
体１にスライド可能に組み付けられるスライド部材３と
、を備える蓋の開閉構造であって、スライド部材３に、
蓋２を閉じ状態にロックするロック部３２と、スライド
部材３のロック解除方向へのスライド操作で蓋２を押し
上げる押し上げ部３３と、を設ける。具体的には、ロッ
ク部３２は、スライド部材３の基部３１からスライド方
向に延びる棒状部材であって、蓋２の内側には、棒状部
材３２が挿入されるロック穴２４を設けた突部２３を備
える。そして、蓋２の内側に、押し上げ部３３が当接す
る傾斜面２６を設けた突起部２５を備える。押し上げ部
３３は、蓋２の傾斜面２６に面接触する傾斜面３４を有
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体に着脱可能に装着される蓋と、
　前記筐体にスライド可能に組み付けられるスライド部材と、を備え、
　前記スライド部材に、前記蓋を閉じ状態にロックするロック部と、前記スライド部材の
ロック解除方向へのスライド操作で前記蓋を押し上げる押し上げ部と、を設けたことを特
徴とする蓋の開閉構造。
【請求項２】
　前記ロック部は、前記スライド部材の基部からスライド方向に延びる棒状部材であって
、
　前記蓋の内側には、前記棒状部材が挿入されるロック穴を設けた突部を備えたことを特
徴とする請求項１に記載の蓋の開閉構造。
【請求項３】
　前記蓋の内側に、前記押し上げ部が当接する傾斜面を設けた突起部を備えたことを特徴
とする請求項１または２に記載の蓋の開閉構造。
【請求項４】
　前記押し上げ部は、前記傾斜面に面接触する傾斜面を有することを特徴とする請求項３
に記載の蓋の開閉構造。
【請求項５】
　前記蓋は、段差部を有し、
　前記スライド部材は、段差の幅に合わせた外面部と、前記外面部の内面に前記ロック部
と押し上げ部とを設けた基部が形成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か一項に記載の蓋の開閉構造。
【請求項６】
　前記押し上げ部は弾性部であり、
　前記蓋の内側に、前記弾性部に圧接する突部を設けたことを特徴とする請求項１または
２に記載の蓋の開閉構造。
【請求項７】
　前記押し上げ部は前記ロック部であって、
　前記スライド部材に横方向突部を設け、
　前記筐体の内部に、前記横方向突部が挿入される傾斜ガイドを設けたことを特徴とする
請求項１または２に記載の蓋の開閉構造。
【請求項８】
　筐体に、請求項１から７のいずれか一項に記載の蓋の開閉構造を備えることを特徴とす
る電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蓋の開閉構造と、その開閉構造を持った蓋を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電子機器において、電池蓋が着脱可能に嵌め付けられた筐体に形成した溝に指先を
入れ、その指先を電池蓋に設けた爪に引っ掛けて電池蓋を開けたり、筐体にスライド可能
に組み付けられた電池蓋に設けた凸部や凹部に指先を掛けて電池蓋を開けたりする開閉構
造が採用されていた。
　しかし、筐体に溝を形成したり、電池蓋に爪または凸部や凹部を形成したりする構造で
は、フラットな筐体形状を実現できない問題がある。
【０００３】
　最近では、ロック機構が弱まりにくく、電池蓋を容易に着脱できるロック機構が特許文
献１に提案される。このロック機構は、電池蓋を筐体にロックするために用いられ、筐体
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に装着されるスライド部材と、押圧部材と、電池蓋に設けられるフックと、を備える。ス
ライド部材には、フックに係合される係止用ブロックが設けられる。押圧部材は、スライ
ド部材のスライド方向に直交する方向に沿って移動可能にスライド部材に装着される。押
圧部材を押圧すると、スライド部材が押圧部材に押圧されて電池蓋から離れるようにスラ
イドすることによって、電池蓋のフックと係止用ブロックとの係合が解除される。
【０００４】
　また、ロック部材がロック位置に移動された状態で電池蓋が収納部に装着された場合に
、ロック部材と係合部が破損することを防ぐロック機構が特許文献２に提案される。この
ロック機構は、電池蓋にスライド移動可能に設けられ、電池収納部の開口に装着された電
池蓋をロックするロック位置と、電池収納部の開口に対して電池蓋を着脱可能にするロッ
ク解除位置とに移動されるロック部材を備える。さらに、電池収納部内に設けられロック
位置に移動されたロック部材が係合する係合部と、ロック部材と一体的に設けられ、電池
蓋が電池収納部の開口を閉じるときにロック部材が係合部に当接した場合に、ロック部材
によって弾性変形させられるとともに弾性力を、ロック部材をロック解除位置側に向かっ
て移動させる力に変換する弾性体と、を備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－３３４８９号公報
【特許文献２】特開２０１２－５４１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１・２のロック機構によれば、何れもフラットな筐体形状を実現でき
るが、スライド部材やロック部材のスライド操作によるロック解除操作後に、蓋端部を手
で持ち上げて電池蓋を開けたり、蓋表面を押しながらスライドさせて電池蓋を開けたりす
る必要があり、蓋の開放操作が面倒なものとなっていた。
【０００７】
　本発明の課題は、蓋の開閉構造において、フラットな筐体形状を実現しながら、蓋のロ
ック解除動作と開動作を同時に行わせて、蓋の開放操作を良好にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するため、本発明は、
　筐体に着脱可能に装着される蓋と、
　前記蓋に沿って前記筐体にスライド可能に組み付けられるスライド部材と、を備え、
　前記スライド部材に、前記蓋を閉じ状態にロックするロック部と、前記スライド部材の
ロック解除方向へのスライド操作で前記蓋を押し上げる押し上げ部と、を設けた、蓋の開
閉構造を特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、フラットな筐体形状を実現しながら、蓋のロック解除動作と開動作が
同時に行えて、蓋の開放操作を良好にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明を適用した電子機器の一実施形態の構成を示すもので、関数電卓の電池蓋
部分を示した概略斜視図である。
【図２】図１の矢印Ａ－Ａ線に沿った断面図（ａ）と、その電池蓋の取り外しを示した図
（ｂ）である。
【図３】スライド部材の斜視図である。
【図４】電池蓋を内側から見た斜視図である。
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【図５】電池蓋を取り外した筐体のスライド部材部分の拡大斜視図である。
【図６】実施形態２を示すもので、スライド部材の斜視図である。
【図７】電池蓋を内側から見た斜視図（ａ）と、その突部の拡大図（ｂ）である。
【図８】電池蓋を取り外した筐体のスライド部材部分の拡大斜視図である。
【図９】実施形態３を示すもので、図２と同様の断面図（ａ）と、その電池蓋のポップア
ップ時を示す図（ｂ）である。
【図１０】スライド部材の斜視図である。
【図１１】電池蓋を内側から見た斜視図である。
【図１２】図９（ａ）の矢印Ｂ－Ｂ線に沿って断面で示した要部斜視図（ａ）と、図９（
ｂ）の矢印Ｃ－Ｃ線に沿って断面で示した要部斜視図（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図を参照して本発明を実施するための形態を詳細に説明する。
（実施形態１）
　図１は本発明を適用した電子機器の一実施形態の構成として関数電卓の電池蓋部分を示
したもので、１は筐体、２は電池蓋、３はスライド部材である。
【００１２】
　図示のように、筐体１の背面側には、その略一半部に電池蓋２が着脱可能に装着されて
、この電池蓋２の上辺部に沿ってスライド部材３が横方向にスライド可能に組み付けられ
ている。図示例では、電池蓋２の上辺部は中央付近で段差が形成されており、上辺部の右
半部に形成された段差部２１にスライド部材３が配置されて、外面がフラットな筐体形状
となっている。
【００１３】
　電池蓋２の内側には、図２及び図４に示すように、下辺部に沿って一対の差込爪２２が
形成される一方、上辺部の段差部２１の近傍に突部２３が形成されて、段差部２１の中央
に突起２５が形成されるとともに、両側辺部に沿ってリブ２７が形成されている。突部２
３には、段差部２１に向かって開口するロック穴２４が形成されて、突起２５には、突部
２３に向かって傾斜面２６が形成されている。
【００１４】
　スライド部材３は、図２及び図３に示すように、電池蓋２に設けられた段差の深さと同
じ幅の外面部が段差部２１に合わせて形成されており、外面部の内側には、基部３１が設
けられ、基部３１から左方向（ロック時の操作方向）に突出した四角棒状のロック部３２
が形成されている。また、基部３１には、外面部に隣接して、上方に突出した押し上げ部
３３が形成されている。押し上げ部３３には、ロック部３２と反対側に向かって傾斜面３
４が形成されている。この傾斜面３４は、電池蓋２の傾斜面２６に面接触する。また、ロ
ック部３２は、電池蓋２のロック穴２４に挿入される。
【００１５】
　筐体１の背面には、図２及び図５に示すように、蓋収容凹部１１に、スライド部材３の
ロック部３２に対応する位置に電池蓋２の突部２３が進入する開口１２が形成されるとと
もに、スライド部材３の押し上げ部３３に対応する位置に電池蓋２の突起２５が進入する
開口１３が形成されている。
　なお、筐体１の背面下辺部には、電池蓋２の差込爪２２が各々差し込まれる一対の図示
しない差込穴が形成されている。
【００１６】
　以上の構造において、筐体１の差込穴に電池蓋２の差込爪２２を差し込んで、スライド
部材３を左側にスライドさせた電池蓋２の装着状態では、図２（ａ）に示すように、電池
蓋２の突部２３のロック穴２４にスライド部材３のロック部３２が挿入されたロック状態
にあると同時に、電池蓋２の突起２５の傾斜面２６にスライド部材３の押し上げ部３３の
傾斜面３４が面接触状態にある。
【００１７】
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　次に、図２（ｂ）に示すように、スライド部材３を右にスライド操作すると、そのロッ
ク部３２が電池蓋２のロック穴２４から抜け始めるとともに、押し上げ部３３の傾斜面３
４により突起２５の傾斜面２６が押し上げられる結果、ロック解除と同時に、電池蓋２の
上辺部及び右辺部が少し押し上げられたポップアップ状態になる。従って、電池蓋２を手
で簡単に取り外すことができる。
【００１８】
　以上、実施形態の電池蓋２の開閉構造によれば、フラットな筐体形状を実現しながら、
電池蓋２のロック解除動作と開くポップアップ動作が同時に行えて、電池蓋２の開放操作
を良好にすることができる。
【００１９】
（実施形態２）
　図６は実施形態２のスライド部材３を示すもので、前述した実施形態１と同様、３１は
基部、３２はロック部であって、３５は弾性部（押し上げ部）、３６は傾斜面である。
【００２０】
　図示のように、スライド部材３の内側には、基部３１、ロック部３２の他、実施形態１
の押し上げ部３３に代えて、基部３１に押し上げ部として機能するブリッジ状の弾性部３
５が形成されている。この弾性部３５の上部には、そのブリッジ状の縁部に沿って傾斜面
３６が形成されている。
【００２１】
　図７は電池蓋２を示すもので、前述した実施形態１と同様、２１は段差部、２２は差込
爪、２３は突部、２４はロック穴、２７はリブであって、２８は突部、２９は傾斜面であ
る。
【００２２】
　図示のように、電池蓋２の内側には、段差部２１、差込爪２２、突部２３、ロック穴２
４、リブ２７の他、実施形態１の突起２５に代えて、突部２８が形成されている。この突
部２８の先端には、その縁部に沿ってＬ字状の傾斜面２９が形成されている。この傾斜面
２９は、スライド部材３の弾性部３５の傾斜面３６に所定の圧力を持って接触、つまり、
圧接する。
【００２３】
　図８は電池蓋２を取り外した筐体１のスライド部材３部分を示すもので、前述した実施
形態１と同様、１１は蓋収容凹部、１２は電池蓋２の突部２３が進入する開口、１３はス
ライド部材３の基部３１が移動するための開口である。
【００２４】
　図示のように、筐体１の蓋収容凹部１１には、開口１２・１３に加えて、スライド部材
３の弾性部３５に対応する位置に電池蓋２の突部２８が進入する開口１４が形成されてい
る。
【００２５】
　以上の構造において、電池蓋２の装着状態では、図８に示したように、電池蓋２の突部
２３のロック穴２４にスライド部材３のロック部３２が挿入されたロック状態にあると同
時に、電池蓋２の突部２８の傾斜面２９にスライド部材３の弾性部３５の傾斜面３６が圧
接状態にある。
【００２６】
　そして、スライド部材３を右にスライド操作すると、そのロック部３２が電池蓋２のロ
ック穴２４から抜け始めるとともに、弾性部３５により傾斜面３６・２９を介して突部２
８が押し上げられる結果、実施形態１と同様、ロック解除と同時に、電池蓋２の上辺部及
び右辺部が少し押し上げられたポップアップ状態になる。従って、電池蓋２を手で簡単に
取り外すことができる。
【００２７】
（実施形態３）
　図９は実施形態３を示すもので、前述した実施形態１と同様、１は筐体、１１は蓋収容
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凹部、１２は開口、２は電池蓋、２１は段差部、２３は突部、２４はロック穴、２７はリ
ブ、３はスライド部材、３２はロック部であって、１７は傾斜ガイド、３７は横方向突部
である。
【００２８】
　すなわち、スライド部材３の内側には、図１０にも示すように、基部３１、ロック部３
２の他、基部３１に一対の高さが異なる横方向突部３７が形成されている。図示例では、
横方向突部３７は右側に対し左側が高い位置にある。なお、ロック部３２は、上部が傾斜
面となった断面台形に形成されている。
【００２９】
　また、電池蓋２の内側には、図１１にも示すように、段差部２１、差込爪２２、突部２
３、ロック穴２４、リブ２７が形成されている。なお、ロック穴２４は、上部が傾斜面と
なった台形に形成されている。
【００３０】
　そして、筐体１の内部には、溝による傾斜ガイド１７が形成されている。この傾斜ガイ
ド１７は、右上がりとなっていて、スライド部材３の一対の横方向突部３７が挿入されて
いる。
【００３１】
　以上において、電池蓋２の装着状態では、図９（ａ）及び図１２（ａ）に示すように、
電池蓋２の突部２３のロック穴２４にスライド部材３のロック部３２が挿入されたロック
状態にあると同時に、筐体１内部の傾斜ガイド１７の溝内において、スライド部材３の横
方向突部３７が左側に位置した状態にある。
【００３２】
　そして、図９（ｂ）に示すように、スライド部材３を右にスライド操作すると、そのロ
ック部３２が電池蓋２のロック穴２４から抜け始めるとともに、筐体１内部の傾斜ガイド
１７の溝内をスライド部材３の横方向突部３７が右側に移動して、スライド部材３が少し
浮き上がると同時に、図１２（ｂ）に示すように、ロック部３２により上部の傾斜面を介
してロック穴２４が押し上げられる。つまり、突部２３が押し上げられ、その結果、実施
形態１と同様、ロック解除と同時に、電池蓋２の上辺部及び右辺部が少し押し上げられた
ポップアップ状態になる。従って、電池蓋２を手で簡単に取り外すことができる。
【００３３】
（変形例）
　以上の実施形態においては、関数電卓としたが、本発明はこれに限定されるものではな
く、カメラや携帯電話など他の電子機器であってもよい。
　また、実施形態では、電池蓋としたが、他の部品用の蓋であってもよい。
　さらに、蓋、スライド部材、ロック部、及び押し上げ部の形状等も任意であり、その他
、具体的な細部構造等についても適宜に変更可能であることは勿論である。
【００３４】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、本発明の範囲は、上述の実施の形態
に限定するものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲とその均等の範囲を含
む。
　以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。
　付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通
りである。
〔付記〕
＜請求項１＞
　筐体に着脱可能に装着される蓋と、
　前記筐体にスライド可能に組み付けられるスライド部材と、を備え、
　前記スライド部材に、前記蓋を閉じ状態にロックするロック部と、前記スライド部材の
ロック解除方向へのスライド操作で前記蓋を押し上げる押し上げ部と、を設けたことを特
徴とする蓋の開閉構造。
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＜請求項２＞
　前記ロック部は、前記スライド部材の基部からスライド方向に延びる棒状部材であって
、
　前記蓋の内側には、前記棒状部材が挿入されるロック穴を設けた突部を備えたことを特
徴とする請求項１に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項３＞
　前記蓋の内側に、前記押し上げ部が当接する傾斜面を設けた突起部を備えたことを特徴
とする請求項１または２に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項４＞
　前記押し上げ部は、前記傾斜面に面接触する傾斜面を有することを特徴とする請求項３
に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項５＞
　前記蓋は、段差部を有し、
　前記スライド部材は、段差の幅に合わせた外面部と、前記外面部の内面に前記ロック部
と押し上げ部とを設けた基部が形成されていることを特徴とする請求項１から３のいずれ
か一項に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項６＞
　前記押し上げ部は弾性部であり、
　前記蓋の内側に、前記弾性部に圧接する突部を設けたことを特徴とする請求項１または
２に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項７＞
　前記押し上げ部は前記ロック部であって、
　前記スライド部材に横方向突部を設け、
　前記筐体の内部に、前記横方向突部が挿入される傾斜ガイドを設けたことを特徴とする
請求項１または２に記載の蓋の開閉構造。
＜請求項８＞
　筐体に、請求項１から７のいずれか一項に記載の蓋の開閉構造を備えることを特徴とす
る電子機器。
【符号の説明】
【００３５】
１　筐体
１１　蓋収容凹部
１２　開口
１３　開口
１４　開口
１７　傾斜ガイド
２　蓋
２１　段差部
２２　差込爪
２３　突部
２４　ロック穴
２５　突起
２６　傾斜面
２７　リブ
２８　突部
２９　傾斜面
３　スライド部材
３１　基部
３２　ロック部
３３　押し上げ部
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３４　傾斜面
３５　弾性部（押し上げ部）
３６　傾斜面
３７　横方向突部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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