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(57)【要約】
【課題】筐体の一面にヒンジ結合されて、その筐体の一
面の開口にパッキンを介し嵌め合わせる電池蓋の先端部
を、前記筐体の一面に対しほぼ面一にロックする構造に
おいて、蓋先端部を指先等で引き上げる必要がなく、防
水蓋を簡単に開放できるようにする。
【解決手段】蓋先端部４ｂの筐体１の一面に対するロッ
クを解除した際に、少なくとも蓋先端部４ｂを筐体１の
一面から離間する方向に付勢する付勢手段２４を備える
。防水蓋は、筐体１の一面にヒンジ結合されて、筐体１
の一面に対しほぼ面一にロックされる蓋先端部４ｂを有
する外蓋４と、筐体１の開口３にパッキン５を介し嵌め
合わされる内蓋２１・２２と、外蓋４と内蓋２１・２２
をヒンジ結合部側で連結する連結部材２３と、を備える
。付勢手段は、外蓋４と内蓋２１・２２との間に介設さ
れて、内蓋２１・２２に対し外蓋４の蓋先端部４ｂが離
間する方向に弾発付勢するバネ２４である。
【選択図】図２３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の一面にヒンジ結合された防水蓋を、前記筐体の一面の開口にパッキンを介し嵌め
合わせて、蓋先端部を前記筐体の一面に対しほぼ面一にロックする防水蓋装置であって、
　前記蓋先端部の前記筐体の一面に対するロックを解除した際に、少なくとも前記蓋先端
部を前記筐体の一面から離間する方向に付勢する付勢手段を備えることを特徴とする防水
蓋装置。
【請求項２】
　前記筐体の一面において、前記ほぼ面一状態の前記蓋先端部の近傍に、前記蓋先端部を
前記筐体の一面に対しロックするロック部材と、前記ロック部材と一体で、前記ロック部
材をロック解除方向に操作するロック解除操作部材と、を備えることを特徴とする請求項
１に記載の防水蓋装置。
【請求項３】
　前記付勢手段は、前記ロック部材と一体で、前記ロック解除操作部材の操作による前記
ロック部材のロック解除方向の動作過程において、前記ほぼ面一状態の前記蓋先端部に当
接して、前記蓋先端部を前記筐体の一面から離間動作させるカム部材であることを特徴と
する請求項２に記載の防水蓋装置。
【請求項４】
　前記蓋先端部は、前記防水蓋の本体に対し前記筐体の一面から離間する方向へスライド
可能に組み付けられていることを特徴とする請求項２に記載の防水蓋装置。
【請求項５】
　前記蓋先端部は、前記防水蓋の本体に対し前記筐体の一面から離間する方向へ揺動可能
に組み付けられていることを特徴とする請求項２に記載の防水蓋装置。
【請求項６】
　前記付勢手段は、前記防水蓋の本体に対し前記蓋先端部を前記筐体の一面から離間する
方向に弾発付勢するバネであることを特徴とする請求項４または５に記載の防水蓋装置。
【請求項７】
　前記防水蓋は、前記筐体の一面にヒンジ結合されて、前記筐体の一面に対しほぼ面一に
ロックされる前記蓋先端部を有する外蓋と、前記筐体の前記開口に前記パッキンを介し嵌
め合わされる内蓋と、前記外蓋と内蓋を前記ヒンジ結合部側で連結する連結部材と、を備
えることを特徴とする請求項２に記載の防水蓋装置。
【請求項８】
　前記付勢手段は、前記外蓋と内蓋との間に介設されて、前記内蓋に対し外蓋の前記蓋先
端部が離間する方向に弾発付勢するバネであることを特徴とする請求項７に記載の防水蓋
装置。
【請求項９】
　前記バネは、前記外蓋と内蓋の一方に一端側を固定されて、他方に他端側が圧接する板
バネであることを特徴とする請求項８に記載の防水蓋装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の防水蓋装置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、筐体の一面にヒンジ結合されて、その筐体の一面の開口にパッキンを介し嵌
め合わせる防水蓋の先端部を、前記筐体の一面にほぼ面一にロックする防水蓋装置と、そ
の防水蓋装置を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　防水カメラの筐体上面の一半部に開口する電池収納部を覆う電池蓋は、筐体上面の中央
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部側にヒンジ結合されており、筐体上面の開口にパッキンを介し嵌め合わせて、蓋先端部
を筐体上面の端部側において、その蓋先端部に設けられたロック爪や係止爪でロックする
構造（例えば特許文献１、２参照）が一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２１９７９号公報
【特許文献２】特開２００３－１４２８４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１、２とは異なり、筐体上面の端部側にヒンジ結合された電池蓋の
先端部を、筐体上面の中間部に組み付けられたロック部材でロックする防水構造の場合、
そのロック部材を操作してロック解除しても、電池蓋は筐体上面とほぼ面一状態に保たれ
る。このため、電池蓋の先端部を指先等で引き上げないと、電池蓋を開放できない。
【０００５】
　本発明の課題は、筐体の一面にヒンジ結合されて、その筐体の一面の開口にパッキンを
介し嵌め合わせる電池蓋の先端部を、前記筐体の一面に対しほぼ面一にロックする構造に
おいて、蓋先端部を指先等で引き上げる必要がなく、防水蓋を簡単に開放できるようにす
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、筐体の一面にヒンジ結合された
防水蓋を、前記筐体の一面の開口にパッキンを介し嵌め合わせて、蓋先端部を前記筐体の
一面に対しほぼ面一にロックする防水蓋装置であって、前記蓋先端部の前記筐体の一面に
対するロックを解除した際に、少なくとも前記蓋先端部を前記筐体の一面から離間する方
向に付勢する付勢手段を備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の防水蓋装置であって、前記筐体の一面にお
いて、前記ほぼ面一状態の前記蓋先端部の近傍に、前記蓋先端部を前記筐体の一面に対し
ロックするロック部材と、前記ロック部材と一体で、前記ロック部材をロック解除方向に
操作するロック解除操作部材と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の防水蓋装置であって、前記付勢手段は、前
記ロック部材と一体で、前記ロック解除操作部材の操作による前記ロック部材のロック解
除方向の動作過程において、前記ほぼ面一状態の前記蓋先端部に当接して、前記蓋先端部
を前記筐体の一面から離間動作させるカム部材であることを特徴とする。
【０００９】
　請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の防水蓋装置であって、前記蓋先端部は、前
記防水蓋の本体に対し前記筐体の一面から離間する方向へスライド可能に組み付けられて
いることを特徴とする。
【００１０】
　請求項５に記載の発明は、請求項２に記載の防水蓋装置であって、前記蓋先端部は、前
記防水蓋の本体に対し前記筐体の一面から離間する方向へ揺動可能に組み付けられている
ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項６に記載の発明は、請求項４または５に記載の防水蓋装置であって、前記付勢手
段は、前記防水蓋の本体に対し前記蓋先端部を前記筐体の一面から離間する方向に弾発付
勢するバネであることを特徴とする。
【００１２】



(4) JP 2011-232412 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

　請求項７に記載の発明は、請求項２に記載の防水蓋装置であって、前記防水蓋は、前記
筐体の一面にヒンジ結合されて、前記筐体の一面に対しほぼ面一にロックされる前記蓋先
端部を有する外蓋と、前記筐体の前記開口に前記パッキンを介し嵌め合わされる内蓋と、
前記外蓋と内蓋を前記ヒンジ結合部側で連結する連結部材と、を備えることを特徴とする
。
【００１３】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の防水蓋装置であって、前記付勢手段は、前
記外蓋と内蓋との間に介設されて、前記内蓋に対し外蓋の前記蓋先端部が離間する方向に
弾発付勢するバネであることを特徴とする。
【００１４】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の防水蓋装置であって、前記バネは、前記外
蓋と内蓋の一方に一端側を固定されて、他方に他端側が圧接する板バネであることを特徴
とする。
【００１５】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１から９のいずれか一項に記載の防水蓋装置を備え
る電子機器を特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、蓋先端部を指先等で引き上げる必要がなく、防水蓋を簡単に開放する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【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、防水カメラの防水
蓋を閉じた状態を示した斜視図（ａ）と、そのロック摘みをスライドさせた図（ｂ）と、
防水蓋が浮き上がった図（ｃ）である。
【図２】図１の防水蓋を開けた状態を示した斜視図である。
【図３】図２の防水蓋を内側から見た斜視図である。
【図４】図３の防水蓋の分解図である。
【図５】図３の防水蓋の拡大断面図である。
【図６】図２の防水蓋及びその周辺の拡大図である。
【図７】図１（ａ）の閉じた状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図である。
【図８】図１（ｂ）のロック摘みをスライドさせた状態の防水蓋及びその周辺を示した拡
大断面図である。
【図９】図１（ｃ）の浮き上がった状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図である
。
【図１０】図２の開けた状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図である。
【図１１】変形例１を示すもので、図７と同様に閉じた状態の防水蓋及びその周辺を示し
た断面図である。
【図１２】変形例２を示すもので、図８と同様にロック摘みをスライドさせた状態の防水
蓋及びその周辺を示した断面図である。
【図１３】図１２の可動部の組付構造例を示した斜視図である。
【図１４】変形例３を示すもので、図９と同様に浮き上がった状態の防水蓋及びその周辺
を示した断面図である。
【図１５】実施形態２を示すもので、防水カメラの防水蓋を閉じた状態を示した斜視図（
ａ）と、そのロック摘みをスライドさせた図（ｂ）と、防水蓋が浮き上がった図（ｃ）で
ある。
【図１６】図１５の防水蓋を開けた状態を示した斜視図である。
【図１７】図１６の防水蓋を内側から見た斜視図である。
【図１８】図１７の防水蓋の分解図である。
【図１９】図１７の防水蓋の拡大断面図である。
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【図２０】図１９の防水蓋のパッキンケースに対し片側が浮き上がった状態を示した図で
ある。
【図２１】図１５（ａ）の閉じた状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図である。
【図２２】図１５（ｂ）のロック摘みをスライドさせた状態の防水蓋及びその周辺を示し
た拡大断面図である。
【図２３】図１５（ｃ）の浮き上がった状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図で
ある。
【図２４】図１６の開けた状態の防水蓋及びその周辺を示した拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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及び図２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防水カメラを示し
たもので、図中、１は筐体、２はモニタ、３は開口、４は防水蓋（電池蓋）、５はパッキ
ン、６はパッキンケース、７はヒンジ軸、８はイジェクト部材、９は付勢手段（コイルバ
ネ）、１２はロック解除操作部材（操作摘み）である。
【００１９】
　図示のように、筐体１には、背面にモニタ２が設けられて、上面の開口３を覆う電池蓋
４が設けられている。筐体１は、フロントケースとリアケースがパッキンを介装して合体
された防水筐体で、図示しない正面に設けられるレンズ部と、図示のモニタ２と電池蓋４
及びその周辺部等を除いて、図示しない外装用のフロントパネル及びリアパネルで覆われ
ている。
【００２０】
　図３は電池蓋４を内側から見たもので、図示のように、電池蓋４は、図４にも分解して
示すように、Ｏリングによるパッキン５を外周溝に保持するパッキンケース６を三本のね
じｎで結合一体化して構成されている。
【００２１】
　図５は電池蓋４の拡大断面を示したもので、図１及び図２に示すように、筐体１の上面
で、開口３の左側において、基端部４ａでヒンジ軸７を介してヒンジ結合されて、先端部
４ｂに内側に平行に突出する係止爪４ｃを有している。
【００２２】
　図６は開けた状態の電池蓋４及びその周辺を拡大したもので、図示のように、筐体１の
上面には、電池蓋４の先端部４ｂ下の係止爪４ｃの下面に当接するイジェクト部材８と、
そのイジェクト部材８を上方に付勢するコイルバネ９が組み込まれるとともに、ロック解
除操作摘み１２が組み込まれている。
【００２３】
　図７は閉じた状態の電池蓋４及びその周辺を断面で示したもので、図中、１１はロック
部材、１３はコイルバネ、Ｂは電池である。
【００２４】
　図示のように、筐体１の上面で、電池Ｂを出し入れする開口３の右側には、電池蓋４の
先端部４ｂ下の係止爪４ｃの上面に当接するロック部材１１と、そのロック部材１１を突
出方向に付勢するコイルバネ１３が組み込まれている。そして、前記ロック解除操作摘み
１２は、ロック部材１１と一体に形成されている。
【００２５】
　以上において、電池蓋４は、図７に示すように、筐体１の上面の開口３にパッキン５を
密着させて嵌め込まれ、これにより防水性が確保されている。このとき、電池蓋４の先端
部４ｂ下の係止爪４ｃの上面には、コイルバネ１３の付勢により突出状態のロック部材１
１が当接して、これにより筐体１の上面にほぼ面一に電池蓋４を閉じた状態が保持されて
いる。
【００２６】
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　電池蓋４を開く際は、矢印で示すように、ロック解除操作摘み１２を指先で図示右側に
スライド操作することで、図１（ｂ）及び図８に示すように、コイルバネ１３を圧縮させ
てロック部材１１を、電池蓋４の先端部４ｂ下の係止爪４ｃから離間させる。
【００２７】
　すると、電池蓋４の先端部４ｂは、その下の係止爪４ｃの下面に当接するイジェクト部
材８を介してコイルバネ９の付勢力により、筐体１の開口３に対するパッキン５の摩擦抵
抗を上回って、図１（ｃ）及び図９に示すように、基端部４ａのヒンジ軸７を支点に浮き
上がる。
【００２８】
　このとき、ロック解除操作摘み１２から指を離しても、コイルバネ１３の付勢により突
出状態のロック部材１１は、係止爪４ｃの下面に当接している。
【００２９】
　従って、電池蓋４の浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて持ち上げることで、筐体１の
上面の開口３に密着して嵌め込まれたパッキン５が上方に外れて、図２及び図１０に示す
ように、ヒンジ軸７を支点に電池蓋４を開放することができる。これにより、開放された
開口３において、電池Ｂを出し入れして交換等することできる。
【００３０】
　以上、実施形態の防水カメラによれば、先端部４ｂを指先等で引き上げる必要がなく、
浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて電池蓋４を簡単に開放することができる。
【００３１】
　すなわち、筐体１の上面にヒンジ結合され、筐体１の上面の開口３にパッキン５を介し
嵌め合わせて、先端部４ｂを筐体１の上面に対しほぼ面一にロックする電池蓋４であって
、その先端部４ｂの筐体１の上面に対するロック部材１１によるロックを、ロック解除操
作摘み１２の操作で解除した際に、先端部４ｂがイジェクト部材８を介しコイルバネ９の
付勢により筐体１の上面から浮き上がるため、先端部４ｂを指先等で引き上げる必要がな
く、浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて電池蓋４を簡単に開放することができる。
【００３２】
（変形例１）
　図１１は変形例１を示すもので、前述した実施形態１において、図中、１４はカム部材
である。
【００３３】
　図示のように、変形例１は、ロック部材１１及びロック解除操作摘み１２と一体に、電
池蓋４の先端部４ｂ下の係止爪４ｃの下面に当接して跳ね上げるカム形状を有するカム部
材１４を形成したものである。
【００３４】
　従って、電池蓋４を開く際、矢印で示すように、ロック解除操作摘み１２を指先で図示
右側にスライド操作すると、前述したように、ロック部材１１が係止爪４ｃから離間する
と同時に、カム部材１４がそのカム形状により係止爪４ｃの下面に当接して、電池蓋４の
先端部４ｂを跳ね上げる。これにより、電池蓋４の浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて
持ち上げることができる。
【００３５】
（変形例２）
　図１２は変形例２を示すもので、前述した実施形態１において、図中、１５はスライド
部材、１６はコイルバネである。
【００３６】
　図示のように、変形例２は、電池蓋４に対し先端部４ｂ及び係止爪４ｃを別体のスライ
ド部材１５として、このスライド部材１５を上方に付勢するコイルバネ１６を設けたもの
である。このコイルバネ１６は、上方へ抜け止めして筐体１に組み付けられている。
【００３７】
　スライド部材１５は、図１３に示すように、電池蓋４の本体に形成した組み込み溝４ｄ
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に上下スライド自在に組み込まれて、上下及び前方へ抜け止めされている。
【００３８】
　従って、電池蓋４を開く際、図１２に示したように、ロック解除操作摘み１２を指先で
図示右側にスライド操作すると、図示のように、ロック部材１１が係止爪４ｃから離間す
ると同時に、スライド部材１５がコイルバネ１６の付勢により上方にスライド移動する。
これにより、電池蓋４の本体に対し浮き上がったスライド部材１５の先端部４ｂに指を掛
けて持ち上げることができる。
【００３９】
（変形例３）
　図１４は変形例３を示すもので、前述した実施形態１において、図中、１７は揺動部材
、１８はヒンジピン、１９はコイルバネである。
【００４０】
　図示のように、変形例３は、電池蓋４に対し先端部４ｂ及び係止爪４ｃを別体の揺動部
材１７として、この揺動部材１７を電池蓋４の本体に対しヒンジピン１８で上下揺動自在
にヒンジ結合し、この揺動部材１７を上方に付勢するコイルバネ１９を設けたものである
。このコイルバネ１９は、上方へ抜け止めして筐体１に組み付けられている。
【００４１】
　従って、仮想線で示すように、揺動部材１７がコイルバネ１９の付勢によりヒンジピン
１８を支点として上方に揺動する。これにより、電池蓋４の本体に対し浮き上がった揺動
部材１７の先端部４ｂに指を掛けて持ち上げることができる。
【００４２】
　なお、ヒンジピン１８に代えて、揺動部材１７を電池蓋４の本体に対し蝶番や板バネで
上下揺動自在に結合してもよい。
【００４３】
（変形例４）
　変形例４は、前述したように、電池蓋４を開く際、ロック解除操作摘み１２をスライド
操作すると、ロック部材１１が係止爪４ｃから離間すると同時に、図示しないが、電池蓋
４の先端部４ｂとロック解除操作摘み１２との間において、筐体１の上面部分が沈下して
、電池蓋４の先端部４ｂに指を掛ける隙間が生じるものである。
【００４４】
　このように構成してもよい。
【００４５】
（実施形態２）
　図１５から図２１は実施形態２を示すもので、図中、前述した実施形態１と同様、１は
筐体、２はモニタ、３は開口、４は電池蓋、４ａは基端部、４ｂは先端部、４ｃは係止爪
、５はパッキン、７はヒンジ軸、１１はロック部材、１２はロック解除操作摘み、１３は
コイルバネであって、２１は上パッキンケース、２２は下パッキンケース、２３はフレー
ム、２４は付勢手段（板バネ）である。
【００４６】
　図示のように、電池蓋４は、上パッキンケース２１及び下パッキンケース２２間のフレ
ーム２３をねじｎ１で結合一体化して、上パッキンケース２１及び下パッキンケース２２
間に板バネ２４を介設するとともに、ねじｎ２で結合した上パッキンケース２１及び下パ
ッキンケース２２により形成される外周溝にパッキン５を保持して構成されている。
【００４７】
　すなわち、図１８から図２０に示すように、電池蓋４の内面に形成した二本のボス４ｅ
を、上パッキンケース２１に形成した二個の貫通孔２１ｅに位置させて、フレーム２３を
二本のねじｎ１でボス４ｅに固定する。このとき、電池蓋４の基端部４ａ側において、板
バネ２４の一端部をねじｎ１で共締め固定する。
【００４８】
　さらに、上パッキンケース２１と下パッキンケース２２を重ねて、ねじｎ１による固定
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部の外側において、二本のねじｎ２で互いに固定する。この状態で、電池蓋４のボス４ｅ
の外側に形成した二本のボス４ｆが、上パッキンケース２１の貫通孔２１ｅの外側に形成
した二個の貫通孔２１ｆに位置している。
【００４９】
　図示例では、電池蓋４の基端部４ａ側において、ボス４ｅとボス４ｆの間にねじｎ２が
位置し、その反対側において、ねじｎ１とねじｎ２の間にボス４ｆが位置している。なお
、上パッキンケース２１の貫通孔２１ｅを、電池蓋４のボス４ｅより少し大きめにして、
ボス４ｅに対し上パッキンケース２１が前後左右に移動するように設計すれば、成形誤差
及び組立誤差を吸収できる。
【００５０】
　そして、上パッキンケース２１と下パッキンケース２２により形成される外周溝にパッ
キン５を装着する。
【００５１】
　以上の電池蓋４と上パッキンケース２１及び下パッキンケース２２は、図１９から図２
０に示すように、電池蓋４の基端部４ａ側にねじｎ１で一端部が固定され、他端部が下パ
ッキンケース２２の反対側に当接する板バネ２４の付勢によって、先端部４ｂ側が互いに
開くようなフローティング状態の組み付け構造となっている。
【００５２】
　以上において、電池蓋４は、図２１に示すように、筐体１の上面の開口３にパッキン５
を密着させて嵌め込まれて、防水性が確保されている。このとき、電池蓋４の先端部４ｂ
下の係止爪４ｃの上面に、コイルバネ１３の付勢により突出状態のロック部材１１が当接
して、筐体１の上面にほぼ面一に電池蓋４を閉じた状態が保持されている。
【００５３】
　電池蓋４を開く際は、矢印で示すように、ロック解除操作摘み１２を指先で図示右側に
スライド操作して、図１５（ｂ）及び図２２に示すように、コイルバネ１３を圧縮させて
ロック部材１１を、電池蓋４の先端部４ｂ下の係止爪４ｃから離間させる。
【００５４】
　すると、電池蓋４の基端部４ａ側にねじｎ１で一端部が固定され、他端部が下パッキン
ケース２２の反対側に当接する板バネ２４の付勢力により、図１５（ｃ）及び図２３に示
すように、基端部４ａのヒンジ軸７を支点にして、上パッキンケース２１及び下パッキン
ケース２２に対し電池蓋４のみ押し上げられ、その先端部４ｂが浮き上がる。
【００５５】
　このとき、ロック解除操作摘み１２から指を離しても、コイルバネ１３の付勢により突
出状態のロック部材１１は、係止爪４ｃの下面に当接している。
　また、筐体１の開口３に対するパッキン５の摩擦抵抗により、上パッキンケース２１及
び下パッキンケース２２は図示の状態に留まる。
【００５６】
　従って、電池蓋４の浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて持ち上げると、筐体１の上面
の開口３に密着して嵌め込まれたパッキン５が上方に外れて、図１６及び図２４に示すよ
うに、ヒンジ軸７を支点に電池蓋４を開放することができる。これにより、開放された開
口３において、電池Ｂを出し入れして交換等することできる。
【００５７】
　以上、実施形態２の防水カメラによれば、先端部４ｂを指先等で引き上げる必要がなく
、浮き上がった先端部４ｂに指を掛けて電池蓋４を簡単に開放することができる。
【００５８】
　すなわち、筐体１の上面にヒンジ結合され、筐体１の上面の開口３にパッキン５を介し
嵌め合わせて、先端部４ｂを筐体１の上面に対しほぼ面一にロックする電池蓋４であって
、その先端部４ｂの筐体１の上面に対するロック部材１１によるロックを、ロック解除操
作摘み１２の操作で解除した際に、基端部４ａ側にねじｎ１で一端部が固定され、他端部
が下パッキンケース２２の反対側に当接する板バネ２４の付勢により、先端部４ｂが筐体
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た先端部４ｂに指を掛けて電池蓋４を簡単に開放することができる。
【００５９】
（他の変形例）
　以上の実施形態においては、カメラとしたが、本発明はこれに限定されるものではなく
、カメラを備える携帯電話などの機器であってもよい。
　また、実施形態では、電池蓋としたが、カード等の電子部品やコネクタの着脱のための
開口部を覆うスロット蓋やコネクタ蓋等の防水蓋であってもよい。
　さらに、防水蓋は、実施形態の筐体上面に限らず、下面など他の面に設けてもよい。
【００６０】
　また、パッキンは、防水蓋に限らず、筐体の開口内に設けてもよい。
　そして、防水蓋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。
【符号の説明】
【００６１】
１　筐体
２　モニタ
３　開口
４　防水蓋（電池蓋）
４ａ　基端部
４ｂ　先端部
４ｃ　係止爪
４ｄ　組み込み溝
４ｅ　ボス
４ｆ　ボス
５　パッキン
６　パッキンケース
７　ヒンジ軸
８　イジェクト部材
９　付勢手段（コイルバネ）
１１　ロック部材
１２　ロック解除操作部材
１３　コイルバネ
１４　付勢手段（カム部材）
１５　スライド部材
１６　付勢手段（コイルバネ）
１７　揺動部材
１８　ヒンジピン
１９　付勢手段（コイルバネ）
２１　内蓋（上パッキンケース）
２１ｅ　貫通孔
２１ｆ　貫通孔
２２　内蓋（下パッキンケース）
２３　連結部材（フレーム）
２４　付勢手段（板バネ）
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