
JP 5155492 B2 2013.3.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
略筒状の筐体と、前記筐体内に壁状に設けられる支持部と、前記支持部で支持されるコン
タクト端子及び電源端子と、前記筐体の内側に装着されるシェルと、前記筐体の接続端子
挿入側の端部近傍に設けられ、前記筐体の外周に周設されるシール材と、を備えることを
特徴とする電子機器の接続器具。
【請求項２】
樹脂製の前記筐体に前記筐体の樹脂より軟らかい樹脂製の前記シール材を溶着することを
特徴とする請求の範囲第１項記載の電子機器の接続器具。
【請求項３】
前記筐体の奥側の周壁と前記支持部とで形成される奥側凹部に別のシール材を設けること
を特徴とする請求の範囲第１項又は第２項記載の電子機器の接続器具。
【請求項４】
前記シール材を前記筐体の前記接続端子挿入側の端部よりも前記接続端子挿入側に突出し
て設け、前記筐体が内装されるケースの前記接続端子挿入側の面に前記シール材を圧接可
能であることを特徴とする請求の範囲第１項～第３項の何れかに記載の電子機器の接続器
具。
【請求項５】
前記筐体の前記接続端子挿入側の端部近傍で周囲に突出して設けられ、前記シール材の奥
側の端部と当接する突条と、前記突条の奥側の面に形成される突起と、前記筐体側に押し
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込まれて前記突起に当接することにより、前記筐体を前記接続端子挿入側に付勢可能な楔
部と、を備えることを特徴とする請求の範囲第４項記載の電子機器の接続器具。
【請求項６】
前記筐体の前記接続端子挿入側の端部近傍で周囲に突出して設けられ、前記シール材の奥
側の端部と当接する突条を備え、前記突条の接続端子挿入側の面の一部に係合凹部を形成
し、前記係合凹部に前記シール材を係合するようにして溶着すると共に、前記シール材を
前記筐体の前記接続端子挿入側の端部よりも前記接続端子挿入側に突出して設け、前記筐
体が内装されるケースの前記接続端子挿入側の面に前記シール材を圧接可能であることを
特徴とする請求の範囲第２項記載の電子機器の接続器具。
【請求項７】
請求の範囲第４項記載の電子機器の接続器具と、前記ケースを構成する一方のケース及び
他方のケースとを備え、前記接続器具に、前記筐体の前記接続端子挿入側の端部近傍で周
囲に突出して設けられ、前記シール材の奥側の端部と当接する突条と、前記突条の奥側の
面に形成される突起とを設け、前記一方のケースに、当接する前記突条を傾斜面で前記接
続端子挿入側に案内して収納凹部に導く案内部を設け、前記他方のケースに、前記筐体側
に押し込まれて前記突起に当接することにより、前記筐体を前記接続端子挿入側に付勢可
能な楔部を設けることを特徴とする電子機器の接続装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防水機能を有する携帯電話機の充電コネクタに用いられるコネクタ組立体な
ど、防水機能を有する電子機器の接続器具及び接続装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、防水機能を有する電子機器の接続器具として、特許文献１の携帯電話機のコネク
タ組立体がある。特許文献１のコネクタ組立体は、樹脂製の筐体内にコンタクト端子及び
接地端子をインサート成形し、この筐体の前部にシェルを取り付け、筐体の外周に形成さ
れている接続溝に小判形で鍔状のシール材を外嵌めするものである。コネクタ組立体の後
部に配置されたシール材には、その外周に沿って気密溝が形成されており、コネクタ組立
体が内装されるボトムケースの気密突起とトップケースの気密突起が気密溝に嵌合するよ
うになっている。このコネクタ組立体のシェルの外側に侵入した水はシール材で防水され
、シェルの内側に侵入した水はインサート成形で防水される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１７６７３４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のコネクタ組立体は、筐体の前部にシェルが取り付けられるもの
であるため、長さが長くなって占有面積が大きくなる。そのため、携帯電話機のレイアウ
トが制約される、小型化が難しいという問題がある。また、このコネクタ組立体は、シー
ル材がコネクタ組立体の後部に配置されているため、ボトムケース及びトップケースとコ
ネクタ組立体との間に水が深く入り込んで溜まり、その水がシール材の嵌合部分を通過し
て回路基板に入り込む可能性が高くなる。
　本発明は上記課題に鑑みて提案するものであって、接続器具の長さを短くして占有面積
を小さくし、使用可能部分を増やすことが可能であり、電子機器のより自由なレイアウト
設計の実現、電子機器の小型化を図ることができる電子機器の接続器具及び接続装置を提
供することを目的とする。また、本発明の他の目的は、ケースと接続器具との間に水が深
く入り込むことを防止でき、回路基板への水の浸入をより一層防止することができる電子
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機器の接続器具及び接続装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の電子機器の接続器具は、略筒状の筐体と、前記筐体内に壁状に設けられる支持
部と、前記支持部で支持されるコンタクト端子及び電源端子と、前記筐体の内側に装着さ
れるシェルと、前記筐体の接続端子挿入側の端部近傍に設けられ、前記筐体の外周に周設
されるシール材とを備えることを特徴とする。
　前記構成では、接続器具の長さを短くして占有面積を小さくし、使用可能部分を増やす
ことが可能であり、電子機器のより自由なレイアウト設計の実現、電子機器の小型化を図
ることができる。また、接続器具の奥側に携帯電話機の回路基板を設置する場合には、電
子機器の回路基板の占有面積を確実に確保することができる。また、シール材を筐体の接
続端子挿入側の端部近傍に設けることにより、ケースと接続器具との間に水が深く入り込
むことを防止でき、回路基板への水の浸入をより確実に防止することができる。
　本発明の電子機器の接続器具は、樹脂製の前記筐体に前記筐体の樹脂より軟らかい樹脂
製の前記シール材を溶着することを特徴とする。
　前記構成では、筐体とシール材を溶着することにより、筐体とシール材の間から水が浸
入することを完全に防止することができる。また、筐体の樹脂を硬質樹脂、シール材の樹
脂をそれより柔らかい軟質樹脂とすることにより、筐体の形状を維持し、取付作業等の作
業性を向上することができると共に、シール材の弾性でケースとシール材との間から水が
浸入することをより確実に防止することができる。
　本発明の電子機器の接続器具は、前記筐体の奥側の周壁と前記支持部とで形成される奥
側凹部に別のシール材を設けることを特徴とする。
　前記構成では、例えばコンタクト端子や電源端子を筐体にインサート成形しない場合等
に、接続器具の奥側に設けられる回路基板に水が浸入することをより確実に防止すること
ができる。更に、インサート成形せずに別のシール材を設ける場合には、複雑な金型が不
要になりコスト低減できると共に、不良化率を低減することができ、又、接続器具の形状
の自由度を高めることもできる。
　本発明の電子機器の接続器具は、前記シール材を前記筐体の前記接続端子挿入側の端部
よりも前記接続端子挿入側に突出して設け、前記筐体が内装されるケースの前記接続端子
挿入側の面に前記シール材を圧接可能であることを特徴とする。
　前記構成では、シール材とケースとの間の空間への水の浸入をなくし、回路基板への水
の浸入を一層確実に防止することができる。また、接続端子挿入側の面にシール材を圧接
することにより、少ない部品点数で、例えばボトムケースに接続器具を実装した基板を上
から挿入して配置する等の上下方向の容易な取付作業で取り付けを行うことができる。
　本発明の電子機器の接続器具は、前記筐体の前記接続端子挿入側の端部近傍で周囲に突
出して設けられ、前記シール材の奥側の端部と当接する突条と、前記突条の奥側の面に形
成される突起と、前記筐体側に押し込まれて前記突起に当接することにより、前記筐体を
前記接続端子挿入側に付勢可能な楔部とを備えることを特徴とする。
　前記構成では、楔部によりシール材を簡単にケース面に圧接することができる。また、
より確実な圧接を確保し、防水性を一層高めることができる。また、ケースに楔部がない
場合にも確実にシール材の圧接を行うことができる。
　本発明の電子機器の接続器具は、前記筐体の前記接続端子挿入側の端部近傍で周囲に突
出して設けられ、前記シール材の奥側の端部と当接する突条を備え、前記突条の接続端子
挿入側の面の一部に係合凹部を形成し、前記係合凹部に前記シール材を係合するようにし
て溶着すると共に、前記シール材を前記筐体の前記接続端子挿入側の端部よりも前記接続
端子挿入側に突出して設け、前記筐体が内装されるケースの前記接続端子挿入側の面に前
記シール材を圧接可能であることを特徴とする。
　前記構成では、係合凹部にシール材を係合して溶着することにより、筐体である突条と
シール材との固定強度を高めることができる。また、ケースにシール材が圧接された際に
、シール材の奥側を安定して保持することにより、シール材の圧接による防水効果の安定
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性を高めることができる。また、一部に形成される係合凹部は、金型内にシール材を充填
して形成する際の充填口として使用することが可能であり、製造工程の簡易化、効率化を
図ることができる。
　本発明の電子機器の接続装置は、本発明の電子機器の接続器具と、前記ケースを構成す
る一方のケース及び他方のケースとを備え、前記接続器具に、前記筐体の前記接続端子挿
入側の端部近傍で周囲に突出して設けられ、前記シール材の奥側の端部と当接する突条と
、前記突条の奥側の面に形成される突起とを設け、前記一方のケースに、当接する前記突
条を傾斜面で前記接続端子挿入側に案内して収納凹部に導く案内部を設け、前記他方のケ
ースに、前記筐体側に押し込まれて前記突起に当接することにより、前記筐体を前記接続
端子挿入側に付勢可能な楔部を設けることを特徴とする。
　前記構成では、ケース取付時に楔部によりシール材を簡単にケース面に圧接することが
できる。また、より確実な圧接を確保し、防水性を一層高めることができる。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の電子機器の接続器具或いは電子機器の接続装置は、接続器具の長さを短くして
占有面積を小さくし、使用可能部分を増やすことが可能であり、電子機器のより自由なレ
イアウト設計の実現、電子機器の小型化を図ることができる。また、接続器具の奥側に携
帯電話機の回路基板を設置する場合には、電子機器の回路基板の占有面積を確実に確保す
ることができる。また、ケースと接続器具との間に水が深く入り込むことを防止でき、回
路基板への水の浸入をより一層防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　図１は本発明による第１実施形態の電子機器の接続器具を正面側から見た状態の斜視図
、
　図２は第１実施形態の電子機器の接続器具に回路基板を取り付けて背面側から見た状態
の斜視図、
　図３は本発明による第１実施形態の電子機器の接続器具を示す正面図、
　図４は本発明による第１実施形態の電子機器の接続器具を示す側面図、
　図５は本発明による第１実施形態の電子機器の接続器具を示す平面図、
　図６は図３の一部の平面視の断面図、
　図７は図３のＡ－Ａ線断面図、
　図８は回路基板を取り付けた第１実施形態の接続器具にボトムケース及びトップケース
を配置した状態を示す斜視説明図、
　図９は図８の状態の正面説明図、
　図１０は図８の状態の平面説明図、
　図１１は図９の状態の一部断面側面説明図、
　図１２（ａ）は回路基板を取り付けた第１実施形態の接続器具にボトムケースを取り付
けてトップケースを配置した状態を示す正面説明図、図１２（ｂ）は同図（ａ）の状態の
一部断面側面説明図、
　図１３（ａ）は回路基板を取り付けた第１実施形態の接続器具にボトムケース及びトッ
プケースを取り付けた状態を示す正面説明図、図１３（ｂ）は同図（ａ）の状態の一部断
面側面説明図、
　図１４は第１実施形態の電子機器の接続装置を携帯電話機本体に取り付けた状態を示す
斜視図、
　図１５は本発明による第２実施形態の電子機器の接続器具に回路基板を取り付けて背面
側から見た状態の斜視図、
　図１６は本発明による第２実施形態の電子機器の接続器具を示す正面図、
　図１７は本発明による第２実施形態の電子機器の接続器具を示す側面図、
　図１８は本発明による第２実施形態の電子機器の接続器具を示す平面図、
　図１９（ａ）は回路基板を取り付けた第２実施形態の接続器具にボトムケース及びトッ
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プケースを配置した状態を示す正面説明図、図１９（ｂ）は同図（ａ）の状態の一部断面
側面説明図、
　図２０（ａ）は回路基板を取り付けた第２実施形態の接続器具にボトムケースを取り付
けてトップケースを配置した状態を示す正面説明図、図２０（ｂ）は同図（ａ）の状態の
一部断面側面説明図、
　図２１（ａ）は図１９の状態から楔材を押し込んだ状態の正面説明図、図２１（ｂ）は
同図（ａ）の状態の一部断面側面説明図、
　図２２（ａ）は回路基板を取り付けた第２実施形態の接続器具にボトムケース及びトッ
プケースを取り付けた状態を示す正面説明図、図２２（ｂ）は同図（ａ）の状態の一部断
面側面説明図、
　図２３は本発明による第３実施形態の電子機器の接続器具を正面側から見た状態の斜視
図、
　図２４（ａ）は回路基板を取り付けた第３実施形態の接続器具にボトムケース及びトッ
プケースを取り付けた状態を示す正面説明図、図２４（ｂ）は同図（ａ）の状態の一部断
面側面説明図、
　図２５は本発明による第４実施形態の電子機器の接続器具を正面側から見た状態の斜視
図、
　図２６（ａ）は回路基板を取り付けた第４実施形態の接続器具にボトムケース及びトッ
プケースを取り付けた状態を示す正面説明図、図２６（ｂ）は同図（ａ）の状態の一部断
面側面説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　〔第１実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置〕
　本発明による第１実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置について説明する。図１
～図７は第１実施形態の電子機器の接続器具を示す図、図８～図１３は第１実施形態の電
子機器の接続装置に関する図、図１４は第１実施形態の電子機器の接続装置を携帯電話機
本体に取り付けた状態を示す図である。
　第１実施形態の電子機器の接続器具１は、図１～図７に示すように、携帯電話機の充電
コネクタ等に用いられるコネクタ組立体であり、略筒状の筐体２と、筐体２内に配設され
、筐体２の奥側に導出されるコンタクト端子３及び電源端子４と、筐体２の内側に装着さ
れるシェル５と、筐体２の接続端子挿入側の端部近傍に設けられ、筐体２の外周に周設さ
れるシール材６とを備える。
　筐体２は、正面視略長方形の略四角筒形であり、ポリアミド樹脂等の硬質樹脂で形成さ
れている。筐体２内の奥側寄りには、筐体２内を略閉塞するようにして支持部２１が壁状
に設けられている。支持部２１には貫通孔２２、２３が形成されており、貫通孔２２、２
３に挿入してコンタクト端子３及び電源端子４が配置されており、コンタクト端子３及び
電源端子４は支持部２１で支持されている。支持部２１で支持されているコンタクト端子
３及び電源端子４は、それぞれ筐体２の奥側に導出される。
　筐体２の接続端子挿入側の端部近傍には、突条２４が周囲に突出して周状に形成されて
おり、左右に位置する突条２４の奥側の面には、少なくとも上部に傾斜面或いは曲面を有
するなだらかな山形の突起２４１が後方に突出してそれぞれ形成されている。突条２４の
接続端子挿入側の面には、後述するシール材６の奥側の端部が当接するようになっている
と共に、左右に位置する突条２４の接続端子挿入側の面の一部には係合凹部２４２が形成
され、係合凹部２４２にシール材６の一部が入り込んで固着されるようになっている。
　シェル５は、金属製の略四角筒形であり、その外形寸法は筐体２の内形寸法と同一か僅
かに小さくなっており、筐体２内に内装される。支持部２１の接続端子挿入側の周縁には
嵌合溝２４３が形成されており、シェル５の奥側の端部は嵌合溝２４３に嵌合されて取り
付けられるようになっている。
　シール材６は、筐体２の樹脂よりも軟らかい軟質樹脂、例えばエラストマー等で形成さ
れており、筐体２に溶着され、その筐体２との境界面は溶け合って一体化されている。シ
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ール材６は、筐体２の接続端子挿入側の端部近傍において筐体２の外周に溶着されている
と共に、筐体２の接続端子挿入側の端部よりも接続端子挿入側に突出して設けられている
。このシール材６の突出部分は、筐体２が内装されるケースの接続端子挿入側の面に圧接
可能になっている。また、シール材６の奥側の端部は、突条２４の接続端子挿入側の面に
当接して溶着され、その一部が係合凹部２４２に入り込んで溶着されている。
　また、図８の二点鎖線で示すように、筐体２の奥側の周壁と支持部２１とで形成される
奥側凹部２５には、ボンドなどの接着剤等である別のシール材７が充填して設けられる。
尚、コンタクト端子３及び電源端子４等を筐体２にインサート成形して設ける場合等には
、別のシール材７を設けないことが可能である。
　接続器具１の奥側には、図２及び図８～図１３に示すように、回路基板８が配設され、
筐体２の奥側から導出されるコンタクト端子３及び電源端子４が回路基板８にそれぞれ電
気的に接続される。本実施形態の回路基板８は平面視略コ字形であり、筐体２の奥側とそ
の近傍の左右両側に亘って配置されている。
　そして、接続器具１は、図８～図１３に示すように、ケースに内装されて接続装置１０
０を構成する。本実施形態のケースは、一方のケースであるボトムケース１１０と他方の
ケースであるトップケース１２０とから構成され、接続器具１はボトムケース１１０とト
ップケース１２０との間に大部分が収容される。
　ボトムケース１１０は、断面視略Ｌ字形で板状の本体１１１と、本体１１１の前面に形
成されている接続端子挿入用開口１１２と、接続器具１の突条２４とシール材６の下部が
収納される収納凹部１１３と、本体１１１の左右両側寄りの位置に形成され、当接する突
条２４を傾斜面で接続端子挿入側（前面側）に案内して収納凹部１１３に導く一対の案内
部１１４・１１４とから構成される。また、トップケース１２０は、平面視略矩形の板状
の本体１２１と、本体１２１の下面の左右両側寄りの位置で下方に突出して設けられてい
る一対の楔部１２２・１２２とから構成される。
　接続器具１は、図１２に示すように、突条２４を案内部１１４の下方に向かうに従って
前方へ傾斜する傾斜面に当接して滑らせることにより、突条２４とシール材６を収納凹部
１１３に収納し、ボトムケース１１０に取り付けられる。そして、図１３に示すように、
トップケース１２０を上から筐体２側に押し込み、一対の案内部１１４・１１４及び一対
の突起２４１・２４１に対応する位置にある一対の楔部１２２・１２２を、それぞれ案内
部１１４と突起２４１との間に入り込ませ、楔部１２２を突起２４１に当接して押圧する
。この楔部１２２の突起２４１への当接、押圧により、筐体２は接続端子挿入側に付勢さ
れ、シール材６の接続端子挿入側の端部がボトムケース１１０の前面に圧接される。前記
構成では、接続端子挿入用開口１１２の全体がボトムケース１１０の前面の開口として連
続的に形成されており、例えばトップケースの凹部とボトムケースの凹部とを合わせて開
口が形成されている場合にはその合わせ部分から水が浸入する可能性があるのに対し、本
発明では一方のケース或いは他方のケースに接続端子挿入用開口の全体を形成し且つ前記
圧接の構成により、防水効果を確実にしている。
　この電子機器の接続装置１００は、例えば図１４に示す携帯電話機本体２００の充電コ
ネクタ等として用いられる。
　第１実施形態の電子機器の接続器具１及び接続装置１００では、シール材６を筐体２の
接続端子挿入側の端部近傍に設ける等により、接続器具１の長さを短くして占有面積を小
さくし、使用可能部分を増やすことが可能であり、奥側に配置する回路基板８の占有面積
の確実な確保、電子機器のより自由なレイアウト設計の実現、電子機器の小型化を図るこ
とができる。また、ケースと接続器具１との間に水が入り込むこと自体を防止でき、回路
基板８への水の浸入をより確実に防止することができる。
　また、筐体２とシール材６を溶着することにより、筐体２とシール材６の間から水が浸
入することを完全に防止することができる。また、筐体２の樹脂を硬質樹脂、シール材６
の樹脂をそれより柔らかい軟質樹脂とすることにより、筐体２の形状を維持し、取付作業
等の作業性を向上することができると共に、シール材６の弾性でケースとシール材６との
間から水が浸入することをより確実に防止することができる。また、別のシール材７を設
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けることにより、例えばコンタクト端子や電源端子を筐体２にインサート成形しない場合
等に、接続器具１の奥側に設けられる回路基板８に水が浸入することをより確実に防止で
きる。更に、インサート成形せずに別のシール材７を設ける場合には、複雑な金型が不要
になりコスト低減できると共に、不良化率を低減することができ、又、接続器具１の形状
の自由度を高めることもできる。
　また、係合凹部２４２にシール材６を係合して溶着することにより、筐体２である突条
２４とシール材６との固定強度を高めることができる。また、ケースにシール材６が圧接
された際に、シール材６の奥側を安定して保持することにより、シール材６の圧接による
防水効果の安定性を高めることができる。また、一部に形成される係合凹部２４２は、金
型内にシール材６を充填して形成する際の充填口として使用することが可能であり、製造
工程の簡易化、効率化を図ることができる。また、ケース取付時に楔部によりシール材６
を簡単にケース面に圧接することができると共に、より確実な圧接を確保し、防水性を一
層高めることができる。また、接続端子挿入側の面にシール材６を圧接することにより、
少ない部品点数で、ボトムケース１１０に接続器具を実装した基板を上から挿入して配置
する等の上下方向の容易な取付作業で取り付けを行うことができる。
　〔第２実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置〕
　本発明による第２実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置について説明するが、特
に言及しない箇所は第１実施形態と同様である。図１５～図１８は第２実施形態の電子機
器の接続器具を示す図、図１９～図２２は第２実施形態の電子機器の接続装置に関する図
である。
　第２実施形態の電子機器の接続器具１ａは、図１５～図１８に示すように、第１実施形
態と同一構成である筐体２、コンタクト端子３及び電源端子４、シェル５、シール材６、
別のシール材７を備え、第１実施形態と同一構成であるの回路基板８が取り付けられるも
のであるが、ケースとは別体の正面視略コ字形の楔材９ａが、突条２４の奥側で上側から
筐体２に係合して設けられている。楔材９ａは、棒状の基体９１ａの両端に楔部９２ａが
それぞれ形成されている形状であり、楔部９２ａ・９２ａは両側の突起２４１・２４１に
対応する位置に配置されている。
　そして、接続器具１ａは、図１９～図２２に示すように、ケースに内装されて接続装置
１００ａを構成する。本実施形態のケースは、第１実施形態と同一構成のボトムケース１
１０と他方のケースであるトップケース１２０ａとから構成され、トップケース１２０ａ
は第１実施形態のトップケース１２０から楔部１２２を除去した形状になっている。
　接続器具１ａは、第１実施形態と同様に、突条２４を案内部１１４の下方に向かうに従
って前方へ傾斜する傾斜面に当接して滑らせることにより、突条２４とシール材６を収納
凹部１１３に収納し、ボトムケース１１０に取り付けられる（図１９、図２０参照）。そ
して、図２１に示すように、楔材９ａを上から筐体２側に押し込み、一対の案内部１１４
・１１４及び一対の突起２４１・２４１に対応する位置にある一対の楔部９２ａ・９２ａ
を、それぞれ案内部１１４と突起２４１との間に入り込ませ、楔材９ａの楔部９２ａを突
起２４１に当接して押圧する。この突起２４１への当接、押圧により、筐体２は接続端子
挿入側に付勢され、シール材６の接続端子挿入側の端部がボトムケース１１０の前面に圧
接される。
　更に、トップケース１２０ａを筐体２の上面側に配置して接続装置１００ａとなる。尚
、この楔材９の押し込みによる突起２４１への当接、押圧は、トップケース１２０ａを上
から筐体２側に押し込んで、トップケース１２０ａで楔材９２ａを押し込むことにより行
うことも可能である。
　第２実施形態では、別体の楔材９ａによりシール材６を簡単にケース面に圧接すること
ができる。また、より確実な圧接を確保し、防水性を一層高めることができる。また、ケ
ースに楔部１２２がない場合にも確実にシール材６の圧接を行うことができる。また、第
１実施形態と同一構成に基づく対応する効果を奏する。
　〔第３実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置〕
　本発明による第３実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置について説明するが、特
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に言及しない箇所は第１実施形態と同様である。図２３は第３実施形態の電子機器の接続
器具を示す図、図２４は第３実施形態の電子機器の接続装置に関する図である。
　第３実施形態の電子機器の接続器具１ｂは、図２３及び図２４に示すように、携帯電話
機の充電コネクタ等に用いられるコネクタ組立体であり、略筒状の筐体２ｂと、筐体２ｂ
内に配設され、筐体２ｂの奥側に導出されるコンタクト端子３ｂ及び電源端子４ｂと、筐
体２ｂの内側に装着されるシェル５ｂと、筐体２ｂの接続端子挿入側の端部近傍に設けら
れ、筐体２ｂの外周に周設されるシール材６ｂとを備える。
　筐体２ｂの接続端子挿入側の端部近傍には、突条２４ｂが周囲に突出して周状に形成さ
れているが、第１実施形態の突条２４よりも奥側に寄った位置に形成され、突条２４ｂよ
りも接続端子挿入側に位置する筐体２ｂの端部の長さが長くなっている。突条２４ｂには
、第１実施形態の突起２４１、係合凹部２４２は形成されておらず、又、突条２４ｂの接
続端子挿入側の面には、後述するシール材６ｂの奥側の端部が当接するようになっている
。その他の筐体２ｂの構成は第１実施形態の筐体２と同一である。また、シェル５ｂは、
接続端子挿入側で外広がりに曲がる曲片５１ｂを有する以外は第１実施形態のシェル５と
同一である。
　シール材６ｂは、筐体２ｂの樹脂よりも軟らかい軟質樹脂、例えばエラストマー等で形
成されており、筐体２ｂに溶着され、その筐体２ｂとの境界面は溶け合って一体化されて
いる。シール材６ｂは、筐体２ｂの接続端子挿入側の端部近傍において筐体２ｂの外周に
溶着され、その接続端子挿入側の端部は筐体２ｂの端部の略先端まで延び、その奥側の端
部は突条２４ｂの接続端子挿入側の面に当接して溶着されている。更に、シール材６ｂに
は外方に突出する周状突起６１ｂが離間して複数（本例では２つ）設けられている。また
、接続器具１ｂの上側には、平面視略矩形の回路基板８ｂが配設され、筐体２ｂの奥側か
ら導出されるコンタクト端子３ｂ及び電源端子４ｂが回路基板８ｂにそれぞれ電気的に接
続される。また、必要に応じて第１実施形態の別のシール材７を設けることも可能である
。
　接続器具１ｂは、ケースに内装されて接続装置１００ｂを構成する。本実施形態のケー
スは、一方のケースであるボトムケース１１０ｂと他方のケースであるトップケース１２
０ｂとから構成され、接続器具１ｂはボトムケース１１０ｂとトップケース１２０ｂとの
間に大部分が収容される。
　ボトムケース１１０ｂは、断面視略Ｌ字形で板状の本体１１１ｂと、本体１１１ｂの前
面に形成されている接続端子挿入用開口１１２ｂと、本体１１１ｂの前面から奥側に向か
って周状に突出形成されているシール受部１１５ｂとから構成される。また、トップケー
ス１２０ｂは、平面視略矩形の板状に形成されている。
　接続器具１ｂは、シール材６ｂをシール受部１１５ｂに挿入され、シール材６ｂ、特に
周状突起６１ｂをシール受部１１５ｂの内面に圧接するようにして配置され、ボトムケー
ス１１０ｂに取り付けられる。そして、トップケース１２０ｂを上から被せて接続装置１
００ｂとされる。接続装置１００ｂも、携帯電話機本体の充電コネクタ等として用いるこ
とが可能である。
　第３実施形態の電子機器の接続器具１ｂ及び接続装置１００ｂでは、シール材６ｂを筐
体２ｂの接続端子挿入側の端部近傍に設ける等により、接続器具１ｂの長さを短くして占
有面積を小さくすることが可能であり、電子機器のより自由なレイアウト設計の実現、電
子機器の小型化を図ることができる。また、ケースと接続器具１ｂとの間に水が深く入り
込むことを防止でき、回路基板８ｂへの水の浸入をより確実に防止することができる。
　また、筐体２ｂとシール材６ｂを溶着することにより、筐体２ｂとシール材６ｂの間か
ら水が浸入することを完全に防止することができる。また、筐体２ｂの樹脂を硬質樹脂、
シール材６ｂの樹脂をそれより柔らかい軟質樹脂とすることにより、筐体２ｂの形状を維
持し、取付作業等の作業性を向上することができると共に、シール材６ｂの弾性でケース
とシール材６ｂとの間から水が浸入することをより確実に防止することができる。特に、
シール材６ｂの周状突起６１ｂを二重に設けることにより、ケースとシール材６ｂとの間
の防水効果は非常に高いものとなる。
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　〔第４実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置〕
　本発明による第４実施形態の電子機器の接続器具及び接続装置について説明するが、特
に言及しない箇所は第３実施形態と同様である。図２５は第４実施形態の電子機器の接続
器具を示す図、図２６は第４実施形態の電子機器の接続装置に関する図である。
　第４実施形態の電子機器の接続器具１ｃは、図２５及び図２６に示すように、筐体２ｃ
の接続端子挿入側の端部近傍に、突条２４ｃが周囲に突出して周状に形成され、突条２４
ｃの接続端子挿入側には隣接して凹溝２６ｃが形成されている。凹溝２６ｃにはオーリン
グ１０ｃが嵌めこまれており、このオーリング１０ｃがボトムケース１１０ｂのシール受
部１１５ｂの内面に圧接され、接続装置１００ｃを構成している。その他の構成は第３実
施形態と同一である。
　第４実施形態の電子機器の接続器具１ｃ及び接続装置１００ｃでは、シール材であるオ
ーリング１０ｃを筐体２ｃの接続端子挿入側の端部近傍に設ける等により、接続器具１ｃ
の長さを短くして占有面積を小さくすることが可能であり、電子機器のより自由なレイア
ウト設計の実現、電子機器の小型化を図ることができる。また、第３実施形態と同一構成
に基づく対応する効果を奏する。
　〔実施形態の変形例等〕
　本明細書開示の発明には、各発明や実施形態等の構成の他に、これらの部分的な構成を
本明細書開示の他の構成に変更して特定したもの、或いはこれらの構成に本明細書開示の
他の構成を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な構成を部分的な作用効果が得
られる限度で削除して特定した上位概念化したものも含まれ、下記のような変形例も包含
される。
　例えば上記実施形態の接続器具１、１ａ、１ｂ、１ｃ及び接続装置１００、１００ａ、
１００ｂ、１００ｃは、携帯電話機の接続以外にも各種の電子機器の接続に使用すること
が可能であり、例えばパーソナルコンピュータ、携帯端末、デジタルカメラ等の各種電子
機器の接続に使用することができる。また、楔部１２２、９２ａ、突起２４１、案内部１
１４を設ける位置は本発明の趣旨の範囲内で適宜である。また、ケースも本発明の趣旨の
範囲内で適宜であり、例えば筐体２等の上下ではなく左右に設ける左ケースと右ケースで
ケースを構成してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０００９】
　本発明は、例えば携帯電話機の充電コネクタのコネクタ組立体など各種電子機器の接続
器具に利用することができる。
【符号の説明】
【００１０】
１、１ａ、１ｂ、１ｃ…電子機器の接続器具　２、２ｂ…筐体　２１…支持部　２２、２
３…貫通孔　２４、２４ｂ、２４ｃ…突条　２４１…突起　２４２…係合凹部　２４３…
嵌合溝　２５…奥側凹部　２６ｃ…凹溝　３、３ｂ…コンタクト端子　４、４ｂ…電源端
子　５、５ｂ…シェル　５１ｂ…曲片　６、６ｂ…シール材　６１ｂ…周状突起　７…別
のシール材　８、８ｂ…回路基板　９ａ…楔材　９１ａ…基体　９２ａ…楔部　１０ｃ…
オーリング　１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ…接続装置　１１０、１１０ｂ…ボ
トムケース　１１１、１１１ｂ…本体　１１２、１１２ｂ…接続端子挿入用開口　１１３
…収納凹部　１１４…案内部　１１５ｂ…シール受部　１２０、１２０ａ、１２０ｂ…ト
ップケース　１２１…本体　１２２…楔部
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