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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の筐体と他方の筐体とを備え、前記一方の筐体における一の面が前記他方の筐体に
よって覆われる閉状態および前記一の面が開放される開状態に設定されることが可能な折
り畳み型携帯電子機器のクッションであって、
　前記一方の筐体に設置され、前記一の面から突出して前記閉状態において前記他方の筐
体に接する突出部と、
　側面が前記一の面の枠を構成する枠構成部材の外側面と前記一方の筐体における前記一
の面の反対側の面である背面を覆う背面構成部材の内側面とに挟まれて密着する胴部とを
含み、
　前記一方の筐体の前記枠構成部材の外側面には、前記背面構成部材の内側面に設けられ
た凸形状の爪部の底面に当接する上面が形成された凸形状の嵌合部が設けられ、
　クッションには、前記枠構成部材の前記嵌合部が貫通して、前記上面が前記背面構成部
材の前記底面に当接する貫通穴が設けられた
　ことを特徴とする折り畳み型携帯電子機器のクッション。
【請求項２】
　突出部の下側に枠構成部材における一の面側の端部に当接する突出下面と、胴部の下側
に前記枠構成部材における底面に当接する裾部とが設けられ、前記突出下面と前記胴部の
側面と前記裾部とで前記枠構成部材の端部が把持される
　請求項１記載の折り畳み型携帯電子機器のクッション。
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【請求項３】
　表示部が設けられた一方の筐体に設置されている
　請求項１または請求項２記載の折り畳み型携帯電子機器のクッション。
【請求項４】
　直方体状の外形である枠構成部材の一の面側の面および背面側の面に垂直な面であって
、他方の筐体に接続される接続部が設けられていない３つの面を覆うＵ字形状に成形され
ている
　請求項１または請求項２記載の折り畳み型携帯電子機器のクッション。
【請求項５】
　一方の筐体と他方の筐体とを備え、前記一方の筐体における一の面が前記他方の筐体に
よって覆われる閉状態および前記一の面が開放される開状態に設定されることが可能な折
り畳み型携帯電子機器の防水構造であって、
　前記一方の筐体に設置され、前記一の面から突出して前記閉状態において前記他方の筐
体に接する突出部と、側面が前記一の面の枠を構成する枠構成部材の外側面と前記一方の
筐体における前記一の面の反対側の面である背面を覆う背面構成部材の内側面とに挟まれ
て密着する胴部とを含むクッションを備え、
　前記一方の筐体の前記枠構成部材の外側面には、前記背面構成部材の内側面に設けられ
た凸形状の爪部の底面に当接する上面が形成された凸形状の嵌合部が設けられ、
　クッションには、前記枠構成部材の前記嵌合部が貫通して、前記上面が前記背面構成部
材の前記底面に当接する貫通穴が設けられた
　ことを特徴とする折り畳み型携帯電子機器の防水構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り畳み型携帯電子機器のクッションおよび折り畳み型携帯電子機器の防水
構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、防水機能を有する携帯電子機器が増加している。携帯電子機器の防水機能は、筐
体内に組み込まれた防水パッキンが筐体内への水の侵入を防ぐことによって実現されてい
る。
【０００３】
　特許文献１には、表示用開口部の周囲を囲む枠状の防水パッキンを備えた携帯電子機器
が記載されている。
【０００４】
　また、一方の筐体と他方の筐体とが端部で接続された折り畳み型携帯電子機器がある。
そのような折り畳み型携帯電子機器は、ユーザによって折り畳み動作が行われた場合に、
互いの筐体が接触して傷つくことがある。
【０００５】
　特許文献２には、一方の筐体における他方の筐体との接触部分に衝撃吸収用クッション
が設置された折り畳み型携帯電子機器が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－３３３２９０号公報（段落００２４～００３２、図１）
【特許文献２】特開２００５－１５９５６６号公報（段落００３２～００５０、図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、筐体内への水の侵入を防ぐことを目的として電子機器に防水パッキンを設置し
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、さらに、折り畳み動作時の衝撃を吸収することとを目的として、電子機器に衝撃吸収用
クッションを設置した場合に、電子機器の部品点数および組み立て工数が増加し、製造コ
ストが増加するという問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、製造コストの増加を防ぎ、筐体内への水の侵入と折り畳み動作時に
筐体が傷つくこととを防ぐことができる折り畳み型携帯電子機器のクッションおよび折り
畳み型携帯電子機器の防水構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明による折り畳み型携帯電子機器のクッションは、一方の筐体と他方の筐体とを備
え、一方の筐体における一の面が他方の筐体によって覆われる閉状態および一の面が開放
される開状態に設定されることが可能な折り畳み型携帯電子機器のクッションであって、
一方の筐体に設置され、一の面から突出して閉状態において他方の筐体に接する突出部と
、側面が一の面の枠を構成する枠構成部材の外側面と一方の筐体における一の面の反対側
の面である背面を覆う背面構成部材の内側面とに挟まれて密着する胴部とを含み、一方の
筐体の枠構成部材の外側面には、背面構成部材の内側面に設けられた凸形状の爪部の底面
に当接する上面が形成された凸形状の嵌合部が設けられ、クッションには、枠構成部材の
嵌合部が貫通して、上面が背面構成部材の底面に当接する貫通穴が設けられたことを特徴
とする。
【００１０】
　本発明による折り畳み型携帯電子機器の防水構造は、一方の筐体と他方の筐体とを備え
、一方の筐体における一の面が他方の筐体によって覆われる閉状態および一の面が開放さ
れる開状態に設定されることが可能な折り畳み型携帯電子機器の防水構造であって、一方
の筐体に設置され、一の面から突出して閉状態において他方の筐体に接する突出部と、側
面が一の面の枠を構成する枠構成部材の外側面と一方の筐体における一の面の反対側の面
である背面を覆う背面構成部材の内側面とに挟まれて密着する胴部とを含むクッションを
備え、一方の筐体の枠構成部材の外側面には、背面構成部材の内側面に設けられた凸形状
の爪部の底面に当接する上面が形成された凸形状の嵌合部が設けられ、クッションには、
枠構成部材の嵌合部が貫通して、上面が背面構成部材の底面に当接する貫通穴が設けられ
たことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、クッションの突出部が閉状態において他方の筐体に接するので、筐体
が傷つくことを防ぐことができる。また、クッションの胴部が枠構成部材の外側面と背面
構成部材の内側面とに挟まれて密着するので、筐体内への水の侵入を防ぐことができる。
また、クッションが突出部と胴部とを含むので、部品点数や組み立て工数の増加を防ぎ、
折り畳み型携帯電子機器の製造コストの増加を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】折り畳み型携帯電子機器のクッションの外観を示す斜視図である。
【図２】折り畳み型携帯電子機器を示す分解斜視図である。
【図３】防水突き当てクッションの外観を示す斜視図である。
【図４】防水突き当てクッションの断面図である。
【図５】上部リアケースの外観を示す斜視図である。
【図６】上部フロントケースの外観を示す斜視図である。
【図７】上部筐体において、防水突き当てクッションの貫通穴、上部リアケースの爪部、
および上部フロントケースの嵌合部が設けられていない部分の断面図である。
【図８】上部筐体において、防水突き当てクッションの貫通穴、上部リアケースの爪部、
および上部フロントケースの嵌合部が設けられている部分の断面図である。
【図９】本発明の概要を示す断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明による折り畳み型携帯電子機器のクッションの実施形態について、図面を参照し
て説明する。図１は、折り畳み型携帯電子機器の外観を示す斜視図である。
【００１４】
　本発明による折り畳み型携帯電子機器のクッションは、表示部１１が設けられた上部筐
体１０を含み、上部筐体１０に、ヒンジ９を介して操作部２１が設けられた下部筐体２０
が接続された図１に示す折り畳み型携帯電子機器に設置される。折り畳み型携帯電子機器
は、上部筐体１０がヒンジ９によって下部筐体２０に接続された端部を軸に回転し、表示
部１１が下部筐体２０の操作部２１によって覆われる閉状態および表示部１１が開放され
る開状態に設定されることが可能なように構成されている。なお、図１には、開状態にさ
れた折り畳み型携帯電子機器が示されている。
【００１５】
　図２は、折り畳み型携帯電子機器を示す分解斜視図である。図２には、上部筐体１０が
、スクリーン８、防水突き当てクッション７、上部フロントケース１、上部回路基板５、
および上部リアケース２を含むことが示されている。また、図２には、下部筐体２０が、
下部フロントケース３、下部回路基板６、および下部リアケース４を含むことが示されて
いる。
【００１６】
　図２に示すように、上部フロントケース１は、中空部が設けられた薄板状の直方体状に
成形されている。そして、上部フロントケース１における一の側面にヒンジ９を介して下
部筐体２０を接続するための接続部が設けられている。
【００１７】
　防水突き当てクッション７は、上部フロントケース１において接続部が設けられた一の
側面を除く他の側面を覆うＵ字状に成形されたゴム等の樹脂である。そして、防水突き当
てクッション７は、上部フロントケース１の外側面と、上部リアケース２の内壁（内側面
）との間に設置される。
【００１８】
　図３は、防水突き当てクッション７の外観を示す斜視図である。図３に示すように、防
水突き当てクッション７は互いに平行な２つの長辺と２つの長辺の一方の端部をそれぞれ
接続する１つの短辺を含むＵ字状に成形されている。
【００１９】
　図４は、防水突き当てクッション７の断面図である。図４に示すように、防水突き当て
クッション７は、上部に設けられた頭部７ａ、下部に設けられた裾部７ｃ、頭部７ａと裾
部７ｃとを接続する胴部７ｂを含む形状に成形されている。図４に示すように、頭部７ａ
の幅は胴部７ｂの幅よりも広い。また裾部７ｃは、Ｕ字状の防水突き当てクッション７の
内側の向きに傾けられて胴部７ｂに接続されている。
【００２０】
　そして、胴部７ｂには、上部フロントケース１および上部リアケース２と嵌合するため
の穴である貫通穴１０ａ～１０ｇが設けられている。図３に示すように、貫通穴１０ａ～
１０ｃは、防水突き当てクッション７の一方の長辺に設けられている。また、貫通穴１０
ｄ～１０ｆは、防水突き当てクッション７の他方の長辺に設けられている。貫通穴１０ｇ
は、防水突き当てクッション７の短辺に設けられている。
【００２１】
　また、裾部７ｃにおける各貫通穴１０ａ～１０ｇの近傍の部分は、他の部分よりも長く
なるように成形されている。
【００２２】
　図５は、上部リアケース２の外観を示す斜視図である。図５に示すように、上部リアケ
ース２の内壁における防水突き当てクッション７の貫通穴１０ａ～１０ｇに対応する位置
に、凸形状の爪部１２ａ～１２ｇが設けられている。
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【００２３】
　図６は、上部フロントケース１の外観を示す斜視図である。図６に示すように、上部フ
ロントケース１の外側面における防水突き当てクッション７の貫通穴１０ａ～１０ｇに対
応する位置に、凸形状の嵌合部１１ａ～１１ｇが設けられている。
【００２４】
　図７は、上部筐体１０において、防水突き当てクッション７の貫通穴１０ａ～１０ｇ、
上部リアケース２の爪部１２ａ～１２ｇ、および上部フロントケース１の嵌合部１１ａ～
１１ｇが設けられていない部分の断面図である。
【００２５】
　図７に示すように、上部筐体１０の防水突き当てクッション７の胴部７ｂが、上部リア
ケース２の内壁と上部フロントケース１の外側面とによって挟まれ、密着しているので、
上部筐体１０の外部から内部に水が侵入することを防ぐことができる。
【００２６】
　また、図７に示すように、上部筐体１０の防水突き当てクッション７の頭部７ａの先端
は、上部フロントケース１、上部リアケース２およびスクリーン８よりも上方に突出して
いる。従って、折り畳み型携帯電子機器が開状態から閉状態に遷移した場合に、下部筐体
２０は、ゴム等の樹脂によって成型された防水突き当てクッション７の頭部７ａの先端に
接し、上部フロントケース１、上部リアケース２およびスクリーン８に接触することがな
いので、下部筐体２０および上部筐体１０が傷つくことを防ぐことができる。
【００２７】
　図７に示すように、上部筐体１０において、防水突き当てクッション７の頭部７ａの下
部の下面、胴部７ｂの側面、および裾部７ｃの上面が上部フロントケース１の端部を抱え
込む形状に成形されているので、上部筐体１０の組み立て過程において防水突き当てクッ
ション７が上部フロントケース１から脱落することを防ぐことができる。従って、上部筐
体１０の組み立て作業を容易にすることができる。
【００２８】
　図８は、上部筐体１０において、防水突き当てクッション７の貫通穴１０ａ、上部リア
ケース２の爪部１２ａ、および上部フロントケース１の嵌合部１１ａが設けられている部
分の断面図である。なお、防水突き当てクッション７の貫通穴１０ａ、上部リアケース２
の爪部１２ａ、および上部フロントケース１の嵌合部１１ａが設けられている部分を例に
説明するが、上部筐体１０において、防水突き当てクッション７の貫通穴１０ｂ～１０ｇ
、上部リアケース２の爪部１２ｂ～１２ｇ、および上部フロントケース１の嵌合部１１ｂ
～１１ｇが設けられている部分も同様な構成である。
【００２９】
　図８に示すように、上部リアケース２の爪部１２ａの下側に面（以下、爪部底面という
）が設けられている。上部フロントケース１の嵌合部１１ａは、上部フロントケース１の
外側面の下端に接続されている。そして、上部フロントケース１の嵌合部１１ａの上側に
は、上部リアケース２の爪部１２ａの爪部底面に当接する面が設けられている。上部フロ
ントケース１の嵌合部１１ａは、防水突き当てクッションの貫通穴１０ａの内部で上部リ
アケース２の爪部１２ａの爪部底面に当接する。
【００３０】
　本実施形態によれば、防水突き当てクッション７の頭部７ａが折り畳み型携帯電子機器
の閉状態において下部筐体２０に接するので、上部筐体１０および下部筐体２０が傷つく
ことを防ぐことができる。また、防水突き当てクッション７の胴部７ｂが上部フロントケ
ース１の外側面と上部リアケース２の内側面とに挟まれて密着するので、上部筐体１０内
への水の侵入を防ぐことができる。また、防水突き当てクッション７が頭部７ａと胴部７
ｂとを含むので、部品点数および組み立て工数が増加することなく折り畳み型携帯電子機
器の防水と第１の筐体１０および第２の筐体２０の傷つき防止とを実現することができる
。
【００３１】
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　次に、本発明の概要について説明する。図９は、本発明の概要を示す断面図である。図
９に示すように、本発明によるクッション１０７は、一方の筐体１１０（図１に示す上部
筐体１０に相当）に設置され、一の面（図２に示す上部リアケース１およびスクリーン８
によって構成される面であって、閉状態で下部筐体２０に向かい合う面）から突出して閉
状態において他方の筐体（図１に示す下部筐体２０）に接する突出部１０７ａ（図４、図
７および図８に示す頭部７ａに相当）と、側面が一の面の枠を構成する枠構成部材１０１
（図２、図６、図７および図８に示す上部フロントケース１に相当）の外側面と一方の筐
体における一の面の反対側の面である背面を覆う背面構成部材１０２（図２、図５、図７
および図８に示す上部リアケース２に相当）の内側面とに挟まれて密着する胴部１０７ｂ
とを含む。
【００３２】
　そのような構成によれば、クッション１０７の突出部１０７ａが折り畳み型携帯電子機
器の閉状態において他方の筐体に接するので、一方の筐体１１０および他方の筐体が傷つ
くことを防ぐことができる。また、クッション１０７の胴部１０７ｂが枠構成部材１０１
の外側面と背面構成部材１０２の内側面とに挟まれて密着するので、一方の筐体１１０内
への水の侵入を防ぐことができる。また、クッション７が突出部１０７ａと胴部１０７ｂ
とを含むので、部品点数および組み立て工数が増加することなく折り畳み型携帯電子機器
の防水と一方の筐体１１０および他方の筐体の傷つき防止とを実現することができる。
【００３３】
　また上記の実施形態では、以下の（１）～（４）に示すような折り畳み型携帯電子機器
のクッションも開示されている。
【００３４】
（１）一方の筐体１１０の枠構成部材１０１の外側面には、背面構成部材１０２の内側面
に設けられた凸形状の爪部の底面に当接する上面が形成された凸形状の嵌合部が設けられ
、枠構成部材１０１の嵌合部が貫通して、上面が背面構成部材１０２の底面に当接する貫
通穴を含む折り畳み型携帯電子機器のクッション１０７。そのような構成によれば、クッ
ション１０７は、枠構成部材１０１と背面構成部材１０２との凸形状部の嵌め合いによっ
て設置されるので、クッション１０７を圧入によって嵌め込む場合に比べて、クッション
１０７を容易に一方の筐体１１０に組み込むことができる。また、両面接着テープを用い
て一方の筐体１１０にクッション１０７を張り付けた場合に生じる当該クッション１０７
を剥がすことが困難になり、一方の筐体１１０の分解が困難になるという問題や、クッシ
ョン１０７の再利用が困難になるという問題の発生を防ぐことができる。つまり、本構成
によれば、両面接着テープを用いて一方の筐体１１０にクッション１０７を張り付けた場
合に比べて、一方の筐体１１０の分解を容易にし、さらに、クッション１０７を再利用可
能にすることができる。
【００３５】
（２）突出部１０７ａの下側に枠構成部材１０１における一の面側の端部に当接する突出
下面と、胴部１０７ｂの下側に枠構成部材１０１における底面の端部に当接する裾部とが
設けられ、突出下面と胴部の側面と裾部とで枠構成部材１０１の端部が把持される折り畳
み型携帯電子機器のクッション１０７。そのような構成によれば、一方の筐体１１０の組
み立て過程において、クッション１０７が枠構成部材１０１から脱落することを防ぐこと
ができる。従って、一方の筐体１１０の組み立て作業を容易にすることができる。
【００３６】
（３）表示部（図１に示す表示部１１に相当）が設けられた一方の筐体に設置されている
折り畳み型携帯電子機器のクッション１０７。
【００３７】
（４）直方体状の外形である枠構成部材の一の面側の面および背面側の面に垂直な面であ
って、他方の筐体に接続される接続部が設けられていない３つの面を覆うＵ字形状に成形
されている折り畳み型携帯電子機器のクッション１０７。
【００３８】
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　この出願は、２０１０年５月１０日に出願された日本特許出願２０１０－１０８０１０
を基礎とする優先権を主張する。
【００３９】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記の実施形態に限定さ
れるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し
得る様々な変更をすることができる。
【産業上の利用の可能性】
【００４０】
　本発明を、折り畳み型携帯電子機器に適用可能である。
【符号の説明】
【００４１】
　１　上部フロントケース
　２　上部リアケース
　３　下部フロントケース
　４　下部リアケース
　５　上部回路基板
　６　下部回路基板
　７　防水突き当てクッション
　７ａ　頭部
　７ｂ　胴部
　７ｃ　裾部
　８　スクリーン
　９　ヒンジ
　１０　上部筐体
　１０ａ～１０ｇ　貫通穴
　１１　表示部
　１１ａ～１１ｇ　嵌合部
　１２ａ～１２ｇ　爪部
　２０　下部筐体
　１００　クッション
　１０１　枠構成部材
　１０２　背面構成部材
　１０７ａ　突出部
　１０７ｂ　胴部
　１１０　一方の筐体
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