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(57)【要約】
【課題】　部品点数の増加や組み付け工数の増大を回避
して製造コストのアップを招かないようにする。
【解決手段】　本体ケース（２１）の側面に押しボタン
式の操作部（２３、２４）を有する携帯機（２０）であ
って、本体ケースは、第１ケース（３０）と第２ケース
（３１）の二分割構造をなし、第１ケースは、主体部（
３３）の四方側端からそれぞれ主体部と略直交する方向
に延設する側壁部（３４、３５）を有し、その側壁部と
第２ケースとの間を分離可能に結合すると共に、第１ケ
ースの主体部と側壁部の内側に防水ラバー（４０）を装
着し、防水ラバーの内側に少なくとも操作部に対応する
スイッチ（４７、４８）を実装した電子回路基板（４９
）を収容し、防水ラバーは、第１ケースと第２ケースの
結合部に挟み込まれる挟持部（４４、４５）、及び、操
作部とスイッチとの間に介在する側壁部（４２、４３）
を有する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケースの側面に押しボタン式の操作部を有する携帯機であって、
　前記本体ケースは、第１ケースと第２ケースの二分割構造をなし、
　前記第１ケースは、前記両ケースの分割面に対して略平行な面を持つ主体部と該主体部
の四方側端からそれぞれ主体部と略直交する方向に延設する側壁部とを有し、その側壁部
と前記第２ケースとの間を分離可能に結合すると共に、
　前記第１ケースの主体部と側壁部の内側に防水ラバーを装着し、
　前記防水ラバーの内側に少なくとも前記操作部に対応するスイッチを実装した電子回路
基板を収容し、
　前記防水ラバーは、前記第１ケースと第２ケースの結合部に挟み込まれる挟持部、及び
、前記操作部と前記スイッチとの間に介在する側壁部を有することを特徴とする携帯機。
【請求項２】
　前記操作部と前記スイッチとの間に介在する防水ラバーの側壁部の厚みが、前記操作部
の繰り返し操作に伴う防水ラバーの耐久性低下を生じないように大きめに設定されている
ことを特徴とする請求項１記載の携帯機。
【請求項３】
　前記防水ラバーの内側且つ挟持部の近くに、当該防水ラバーの内倒れ防止のための部材
を収容したことを特徴とする請求項１記載の携帯機。
【請求項４】
　前記内倒れ防止のための部材は、電池収容基板であることを特徴とする請求項３記載の
携帯機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯機に関し、詳細には、屋外で使用される携帯機の防水構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特にそれに限定されないが、屋外で使用される携帯機の一例として、たとえば、自動車
等車両のリモートキーレスエントリシステムなどにおけるリモコン装置がある。このリモ
ートキーレスエントリシステムは、携帯機（リモコン装置）の押しボタンを操作するだけ
で、メカニカルキーを使用することなく、ドアの施解除等を行うことができる便利なシス
テムである。
【０００３】
　ところで、このような携帯機は、屋外で使用されることから雨天等における防水対策が
不可欠であり、その防水構造に関する従来技術として、たとえば、下記の特許文献１に記
載された「携帯端末」が知られている。
【０００４】
　図６は、従来技術の防水構造を示す図である。この図において、（ａ）は携帯端末の外
観斜視図、（ｂ）はその要部断面図、（ｃ）は防水用のパッキンを示すその断面図である
。
【０００５】
　（ａ）に示すように、この従来技術の携帯端末１は、前面に液晶ディスプレイパネル２
を備えた本体ケース３の側面全周を覆って、弾性素材からなる外装ラバー４が取り付けら
れており、この外装ラバー４の要部に押しボタン状の操作部５が形成されている。なお、
操作部５の形成箇所は、外装ラバー４の右側面Ａ、上面Ｂ及び左側面Ｃの三箇所であるが
、説明の都合上、右側面Ａについてのみ説明する。
【０００６】
　（ｂ）に示すように、本体ケース３には、操作部５に対向して開口６が形成されており
、この開口６から、基板７に取り付けられたスイッチ８の操作子９が覗いている。一方、
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操作部５の裏面（開口６を臨む面）には突起１０が形成されており、この突起１０の先端
が、開口６を閉鎖する防水用のパッキン１１を介して、スイッチ８の操作子９の先端に間
接的に当接するようになっている。
【０００７】
　（ｃ）に示すように、パッキン１１は、略皿形状の断面を有し、底部１２と、この底部
１２の周囲より起立した側壁部１３とで構成されている。底部１２と側壁部１３は一体形
成されているものの、両者の肉厚は互いに相違しており、詳細には側壁部１３の肉厚に対
して底部１２の肉厚が薄くなっている。
【０００８】
　このような構成において、外装ラバー４の操作部５を押圧操作すると、その操作力が、
外装ラバー４の突起１０→パッキン１１の底部１２→スイッチ８の操作子９へと伝えられ
、これにより、スイッチ８の操作子９が押し込まれ、スイッチ８がオン又はオフ状態に遷
移するようになっている。
【０００９】
　一方、本体ケース３と外装ラバー４との隙間から入った雨水等の水分は、本体ケース３
の開口６を介して本体ケース３の内部に侵入しようとするが、この開口６がパッキン１１
で閉鎖されているため、それ以上の水分侵入はなく、したがって、防水対策が図られてい
る。
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－４８０９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記の従来技術にあっては、操作部５（開口６）と同数のパッキン１１
が必要（たとえば、従来技術では三つの操作部を有するため、三個のパッキン１１が必要
）であり、部品点数の増加や組み付け工数の増大を招き、結局、製造コストのアップを免
れないという問題点がある。
【００１２】
　そこで本発明の目的は、部品点数の増加や組み付け工数の増大を回避し、製造コストの
アップを招かない防水構造を有する携帯機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１記載の発明は、本体ケースの側面に押しボタン式の操作部を有する携帯機であ
って、前記本体ケースは、第１ケースと第２ケースの二分割構造をなし、前記第１ケース
は、前記両ケースの分割面に対して略平行な面を持つ主体部と該主体部の四方側端からそ
れぞれ主体部と略直交する方向に延設する側壁部とを有し、その側壁部と前記第２ケース
との間を分離可能に結合すると共に、前記第１ケースの主体部と側壁部の内側に防水ラバ
ーを装着し、前記防水ラバーの内側に少なくとも前記操作部に対応するスイッチを実装し
た電子回路基板を収容し、前記防水ラバーは、前記第１ケースと第２ケースの結合部に挟
み込まれる挟持部、及び、前記操作部と前記スイッチとの間に介在する側壁部を有するこ
とを特徴とする携帯機である。
　請求項２記載の発明は、前記操作部と前記スイッチとの間に介在する防水ラバーの側壁
部の厚みが、前記操作部の繰り返し操作に伴う防水ラバーの耐久性低下を生じないように
大きめに設定されていることを特徴とする請求項１記載の携帯機である。
　請求項３記載の発明は、前記防水ラバーの内側且つ挟持部の近くに、当該防水ラバーの
内倒れ防止のための部材を収容したことを特徴とする請求項１記載の携帯機である。
　請求項４記載の発明は、前記内倒れ防止のための部材は、電池収容基板であることを特
徴とする請求項３記載の携帯機である。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明では、第１ケースと第２ケースとの間の防水が防水ラバーによって図られ、且つ
、本体ケース側面の操作部とスイッチとの間の防水も当該防水ラバーの側壁部によって図
られる。したがって、本発明によれば、操作部（スイッチ）の数にかかわらず、防水ラバ
ーを一つにすることができるから、部品点数の増加や組み付け工数の増大を回避し、製造
コストのアップを招かない防水構造を有する携帯機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を、リモートキーレスエントリシステムのリモコン装置（以
下、携帯機という。）への適用を例にして、図面に基づいて説明する。
【００１６】
　まず、本実施形態に係る携帯機２０の外観を説明する。
　図１は、携帯機２０の外観図である。なお、（ａ）は携帯機２０を右斜め方向から見た
外観図、（ｂ）は携帯機２０を左斜め方向から見た外観図であり、いずれの図も同じ携帯
機２０の外観斜視図である。
【００１７】
　携帯機２０は、本体ケース２１の前面２１ａと左右側面２１ｂ、２１ｃにそれぞれ設け
られた押しボタン式の操作部（以下、第１～第３操作部２２～２４）を有しており、これ
らの第１～第３操作部２２～２４を選択的に押圧操作することによって、この携帯機２０
と対の（同一のＩＤ識別情報を有する）受信機を搭載した自動車等車両のドアの施解錠や
スライドドアの開閉を行うことができるようになっている。
【００１８】
　なお、図示の携帯機２０は、前面２１ａに設けられた一つの操作部（第１操作部２２）
と、左側面２１ｂに設けられた一つの操作部（第２操作部２３）と、右側面２１ｃに設け
られた一つの操作部（第３操作部２４）とを有している、つまり、全部で三つの操作部（
第１～第３操作部２２～２４）を有しているが、これは、操作部配置の一例を示している
に過ぎない。たとえば、各面の操作部は一つに限らず、二つ以上の複数個であってもよい
。
【００１９】
　図示の三つの操作部（第１～第３操作部２２～２４）は、特にそれに限定されないが、
説明の便宜上、それぞれ次の用途に用いられるものとする。すなわち、前面２１ａの第１
操作部２２はドアの施解錠に用いられ、左側面２１ｂの第２操作部２３は左スライドドア
の開閉に用いられ、右側面２１ｃの第３操作部２４は右スライドドアの開閉に用いられる
ものとする。
【００２０】
　次に、携帯機２０の構造を説明する。
　図２は、携帯機２０の断面図（図１のＡ－Ａ断面図）である。携帯機２０の本体ケース
２１は、図面に向かって上側（ドア施解錠用の第１操作部２２が設けられた上面２１ａ側
）のケース（以下、第１ケース３０という。）と、下側のケース（以下、第２ケース３１
という。）とからなる上下二分割構造になっている。
【００２１】
　第１ケース３０は、ドア施解錠用の第１操作部２２を取り付けるための取り付け穴３２
を有する、前記両ケース（第１ケース３０及び第２ケース３１）の分割面に対して略平行
な面を持つ主体部３３と、その主体部３３の四方側端からそれぞれ主体部３３と略直交す
る方向（図では下方）に突出し、且つ、主体部３３の側端の全周にわたって延設する側壁
部３４、３５（なお、図では左右の側壁部３４、３５しか描かれていないが、これは図示
の都合であり、実際には、図面奥方向のケース上端側と図面手前方向のケース下端側にも
それぞれ側壁部が設けられている。）とを一体形成して構成されており、さらに、左右の
側壁部３４、３５に各々開口３６、３７を形成すると共に、左右の側壁部３４、３５の外
側に、それぞれ第２操作部２３と第３操作部２４を装着するための凹部３８、３９を形成
している。
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【００２２】
　第２ケース３１は、第１ケース３０の四方の側壁部３４、３５に囲まれた空間を閉鎖す
る「蓋」の役割を担うものであり、この第２ケース３１と第１ケース３０との間は分離可
能な結合方式（たとえば、嵌合式）になっている。
【００２３】
　一方、第１ケース３０の内側には、弾性素材で形成された防水ラバー４０が装着されて
おり、この防水ラバー４０は、第１ケース３０の内面をほぼ覆う凹状の形状をなしている
。すなわち、防水ラバー４０は、第１ケース３０の主体部３３と略平行な主体部４１と、
この主体部４１の四方側端からそれぞれ主体部４１と略直交する方向（図では下方）に延
設する側壁部４２、４３（なお、図では左右の側壁部４２、４３しか描かれていないが、
これは図示の都合であり、実際には、図面奥方向のケース上端側と図面手前方向のケース
下端側にもそれぞれ側壁部が設けられている。）と、四方の側壁部４２、４３の縁部に、
外側に若干飛び出すようにして形成された挟持部４４、４５とを一体形成して構成されて
いる。
【００２４】
　防水ラバー４０の内側には、図面の上から順に、上面に一つのスイッチ（以下、第１ス
イッチ４６という。）と左右端にそれぞれ一つずつのスイッチ４７、４８（以下、第２ス
イッチ４７、第３スイッチ４８という。）とを備えると共に、不図示の電子回路を実装し
た電子回路実装基板４９と、電池（典型的にはボタン型の電池）５０を装着するための電
池装着部５０ａを有する電池収容基板５１とが収容されている。
【００２５】
　第１スイッチ４６は、第１ケース３０の主体部３３に取り付けられたドア施解錠用の第
１操作部２２の下側に位置し、この第１操作部２２を押圧操作することによってオンオフ
するものである。したがって、この第１スイッチ４６はドア施解錠用のスイッチとして機
能するものである。また、電子回路実装基板４９の左側に位置する第２スイッチ４７は、
左の側壁部３４の外側に装着された第２操作部２３に、防水ラバー４０の左の側壁部４２
を介して対向しており、この第２操作部２３を押圧操作することによってオンオフするも
のである。したがって、この第２スイッチ４７は左スライドドア開閉用のスイッチとして
機能するものである。また、電子回路実装基板４９の右側に位置する第３スイッチ４８は
、右の側壁部３５の外側に装着された第３操作部２４に、防水ラバー４０の右の側壁部４
３を介して対向しており、この第３操作部２４を押圧操作することによってオンオフする
ものである。したがって、この第３スイッチ４８は右スライドドア開閉用のスイッチとし
て機能するものである。
【００２６】
　ここで、本実施形態の携帯機２０の特徴的な構成を列挙する。
（１）第１ケース３０と第２ケース３１との結合箇所に防水ラバー４０の挟持部４４、４
５が挟み込まれている点。これにより、両ケース間が防水ラバー４０の挟持部４４、４５
によって密閉され、第１ケース３０と第２ケース３１との間の防水体策が施される。
【００２７】
（２）ドア施解錠用スイッチ（第１スイッチ４６）とドア施解錠用の操作部（第１操作部
２２）との間に防水ラバー４０の主体部４１が介在している点。これにより、万が一、第
１ケース３０のドア施解錠用の第１操作部２２を取り付けるための取り付け穴３２から雨
水等が侵入した場合でも、防水ラバー４０の主体部４１で阻止することができ、ドア施解
錠用スイッチ（第１スイッチ４６）に対する防水対策を講じることができる。
【００２８】
（３）左スライドドア開閉用スイッチ（第２スイッチ４７）と左スライドドア開閉用の操
作部（第２操作部２３）との間に防水ラバー４０の左の側壁部４２が介在している点。こ
れにより、万が一、第１ケース３０の左の側壁部３４の開口３６から雨水等が侵入した場
合でも、防水ラバー４０の側壁部４２で阻止することができ、左スライドドア開閉用スイ
ッチ（第２スイッチ４７）に対する防水対策を講じることができる。
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【００２９】
（４）右スライドドア開閉用スイッチ（第３スイッチ４８）と右スライドドア開閉用の操
作部（第３操作部２４）との間に防水ラバー４０の右の側壁部４３が介在している点。こ
れにより、万が一、第１ケース３０の右の側壁部３５の開口３７から雨水等が侵入した場
合でも、防水ラバー４０の側壁部４５で阻止することができ、右スライドドア開閉用スイ
ッチ（第３スイッチ４８）に対する防水対策を講じることができる。
【００３０】
　図３は、携帯機２０の組み立て状態を示す断面図である。なお、この図は、図２の断面
図を上下逆さまにしたものである。すなわち、第１ケース３０を下に、第２ケース３１を
上にして描いたものである。
【００３１】
　＜図３（ａ）＞
　携帯機２０を組み立てる際には、まず、防水ラバー４０を上向き開放の状態にし、その
防水ラバー４０の中に、第１～第３スイッチ４６～４８と不図示の電子回路を実装した電
子回路実装基板４９を収容する。防水ラバー４０の底には基板保持用の複数の突起５２～
５５が立設されており、防水ラバー４０に収容された電子回路実装基板４９は、これらの
突起５２～５５の上に着座する。
【００３２】
　次に、電池５０を装着した電池収容基板５１を防水ラバー４０の中に入れる。防水ラバ
ー４０の側壁部４２、４３には段差５６、５７が形成されており、防水ラバー４０に収容
された電池収容基板５１は、この段差５６、５７に引っかかってそれ以上下方向（電子回
路実装基板４９の方向）に移動しないようになっている。
【００３３】
　＜図３（ｂ）＞
　このように、防水ラバー４０の内側に電子回路実装基板４９と電池収容基板５１とを収
容すると、次に、この防水ラバー４０を、上向き開放状態にした第１ケース３０に収容す
る。第１ケース３０の底には防水ラバー保持用の複数の突起５８、５９が立設されており
、第１ケース３０に収容された防水ラバー４０は、これらの突起５８、５９の上に着座す
る。
【００３４】
　次に、第１ケース３０の左右の側壁部３４、３５に形成されている開口３６、３７に、
外側からそれぞれ第２操作部２３と第３操作部２４を装着する。この装着により、第２操
作部２３及び第３操作部２４と、電子回路実装基板４９の二つのスイッチ（第２スイッチ
４７、第３スイッチ４８）との間が、防水ラバー４０の側壁部４２、４３を介して間接的
に対向することになる。
【００３５】
　＜図３（ｃ）＞
　最後に、第１ケース３０の開放面側から第２ケース３１を差し入れ、両ケース間を嵌合
して、第１ケース３０の開放面を閉鎖する。このとき、防水ラバー４０の挟持部４４、４
５が第１ケース３０と第２ケース３１との結合面に挟み込まれる。
【００３６】
　以上のとおり構成したから、本実施形態の携帯機２０によれば、防水ラバー４０により
、第１ケース３０と第２ケース３１との間の防水対策を講じることができる他、以下の特
有の効果を奏することができる。
【００３７】
（ア）本体ケース２１の側面に設けた第２操作部２３及び第３操作部２４と、電子回路実
装基板４９に実装した第２スイッチ４７及び第３スイッチ４８との間に、防水ラバー４０
の側壁部４２及び側壁部４３が介在するので、万が一、第２操作部２３の取り付け穴（開
口３６）又は第３操作部２４の取り付け穴（開口３７）から雨水等が侵入した場合でも、
これらの側壁部４２又は側壁部４３によって阻止することができ、確実な防水対策を講じ
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ることができる。
【００３８】
（イ）しかも、本実施形態の防水ラバー４０は、第１～第３操作部２２～２４やスイッチ
（第１～第３スイッチ４６～４８）の数にかかわらず、一つで済むため、前記の従来技術
の欠点、つまり、部品点数の増加や組み付け工数の増大を招き、結局、製造コストのアッ
プを免れないという問題点を生じることがない。
【００３９】
　また、前記の実施形態は、以下のとおりの付加的効果も得ることができる。
　図４は、第１の付加効果を示す要部断面図である。この図に示すように、本体ケース２
１の側面に設けられた操作部（図では便宜上、一方の第２操作部２３を例にする。）を押
圧操作すると、第２操作部２３の根本の突起２３ａによって、防水ラバー４０の側壁部４
２が図面左方向に押し込まれ、それに伴って、電子回路実装基板４９に実装された第２ス
イッチ４７がオンする。このとき、防水ラバー４０の側壁部４２に対して押圧方向の応力
が加わるため、この押圧操作が繰り返されることによって、防水ラバー４０の側壁部４２
の破損といったトラブルを招くおそれが考えられる。このトラブルに対処するため、本実
施形態では、防水ラバー４０の側壁部４２の厚み（詳細には第２操作部２３の突起２３ａ
が当接する部分の厚みＤ）を若干量大きくした。適切な厚みＤは一概には言えないが、厚
みＤを大きくしすぎると第２操作部２３の操作感を損なうことになるので、防水ラバー４
０の耐久性と良好な操作感との妥協点を求めて試行錯誤的に設定すればよい。
【００４０】
　図５は、第２の付加効果を示す要部断面図である。本実施例の防水ラバー４０は、凹部
形状を有しており、その四方の側壁部４２、４３の高さＨが大きなものになっている。こ
のため、携帯機２０の組み立て完了後に、第２操作部２３と第３操作部２４の押圧操作に
伴って、防水ラバー４０の側壁部４２，４３に“内倒れ”が生じるおそれがある。このよ
うな内倒れが生じたときには、最悪の場合、防水ラバー４０の挟持部４４、４５が第１ケ
ース３０と第２ケース３１との結合部から外れてしまうことが考えられるが、このような
場合には防水効果が失われてしまうから、何らかの対策が必要である。この対策として、
本実施形態では、防水ラバー４０の挟持部４４、４５の近くに電池収容基板５１を配置す
るようにした。つまり、側壁部３４、３５と電池収容基板５１とによって挟持部４４、４
５が挟持されるようにした。これにより、内倒れを防止し、防水効果の喪失を回避するこ
とができる。
【００４１】
　なお、以上の説明では、リモートキーレスエントリシステムのリモコン装置への適用を
例にしたが、これに限定されない。要は、側面に押しボタン式の操作部を有する携帯機で
あって、特に防水対策が必要なものであればよく、たとえば、屋外等で用いられる可能性
がある携帯情報端末などの電子機器であってもよい。また、以上の説明では、雨水等の防
水対策について解説したが、“防水対策”に限らず、たとえば、細かな塵の侵入を阻止す
るための“防塵対策”にも応用できることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】実施形態に係る携帯機２０の外観図である。
【図２】携帯機２０の断面図（図１のＡ－Ａ断面図）である。
【図３】携帯機２０の組み立て状態を示す断面図である。
【図４】第１の付加効果を示す要部断面図である。
【図５】第２の付加効果を示す要部断面図である。
【図６】従来技術の防水構造を示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　２０　携帯機
　２１　本体ケース
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　２３　第２操作部（操作部）
　２４　第３操作部（操作部）
　３０　第１ケース
　３１　第２ケース
　３３　主体部
　３４　側壁部
　３５　側壁部
　４０　防水ラバー
　４２　側壁部
　４３　側壁部
　４４　挟持部
　４５　挟持部
　４７　第２スイッチ（スイッチ）
　４８　第３スイッチ（スイッチ）
　４９　電子回路基板
　５１　電池収容基板（部材）

【図１】 【図２】
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