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(57)【要約】
【課題】電子機器においてバッテリー収納部分を防水す
ると共に小型化を図る。
【解決手段】携帯電話１０００は、本体１００と、本体
１００に取り付け可能なバッテリーカバー２００とを備
え、本体１００とバッテリーカバー２００との間にバッ
テリー３００を保持する。バッテリーカバー２００は、
弾性体２２３を有する環状の突起部２２１を備え、本体
１００は、環状の突起部２２１に対応し、且つ、前記弾
性体が圧入される構造を取る溝１１１を備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリー装着部と、前記バッテリー装着部に取り付け可能なバッテリーカバーとを備
え、前記バッテリー装着部と前記バッテリーカバーとの間にバッテリーを保持するバッテ
リー保持装置であって、
　前記バッテリーカバーは、弾性体を有する環状の突起部を備え、
　前記バッテリー装着部は、前記環状の突起部に対応し、且つ、前記弾性体が圧入される
構造を取る溝を備える、
　ことを特徴とするバッテリー保持装置。
【請求項２】
　前記溝の両側面に前記弾性体が密着し、外部から異物が入り込むことを防止する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のバッテリー保持装置。
【請求項３】
　前記バッテリーカバーは、当該バッテリーカバーを前記バッテリー装着部に取り付ける
ためのカバー部材と、前記環状の突起部を備える防水パッキンと、から構成される、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のバッテリー保持装置。
【請求項４】
　前記防水パッキンは、インサート成形により、環状の突起を備えた樹脂又は金属の構造
体の当該突起を前記弾性体に埋め込み、成形される、
　ことを特徴とする請求項３に記載のバッテリー保持装置。
【請求項５】
　前記弾性体は、シリコンゴムである、
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載のバッテリー保持装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載のバッテリー保持装置を備えることを特徴とする携
帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バッテリーを電源とする電子機器におけるバッテリー保持装置、及び、これ
を備えた携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯電話等の電子機器において、その電源となるバッテリーを防水するための防
水構造を備えるものが市販されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１における電子機器の防水構造は、バッテリーカバーと一体となった
バッテリーを電池装着部に装着するようにしたものであり、バッテリーの下面に設けられ
たバッテリー端子と電池装着部に設けられた電源端子との接続部の周囲をパッキンで覆う
ことによって防水するようになっている。
【特許文献１】特開２００７－３５２７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の技術は、パッキンをバッテリーの下面で押圧し圧縮することによ
って防水性を確保する構成であり、バッテリーカバーには圧縮されたパッキンの反発力に
よって大きな力が掛かっている。そのため、特許文献１では、バッテリーカバーと一体と
なったバッテリーを電池装着部にロックノブによって押さえ込んでおり、そのことは機器
の小型化を図る上で障害となっていた。
【０００５】
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　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、小型化を図ることができ、確実に防水
することのできるバッテリー保持装置、及び、これを備えた携帯電子機器を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係るバッテリー保持装置は、
　バッテリー装着部と、前記バッテリー装着部に取り付け可能なバッテリーカバーとを備
え、前記バッテリー装着部と前記バッテリーカバーとの間にバッテリーを保持するバッテ
リー保持装置であって、
　前記バッテリーカバーは、弾性体を有する環状の突起部を備え、
　前記バッテリー装着部は、前記環状の突起部に対応し、且つ、前記弾性体が圧入される
構造を取る溝を備えることを特徴とする。
【０００７】
　例えば、前記溝の両側面に前記弾性体が密着し、外部から異物が入り込むことを防止し
てもよい。
【０００８】
　例えば、前記バッテリーカバーは、当該バッテリーカバーを前記バッテリー装着部に取
り付けるためのカバー部材と、前記環状の突起部を備える防水パッキンと、から構成され
てもよい。
【０００９】
　例えば、前記防水パッキンは、インサート成形により、環状の突起を備えた樹脂又は金
属の構造体の当該突起を前記弾性体に埋め込み、成形されてもよい。
【００１０】
　例えば、前記弾性体は、シリコンゴムであってもよい。
【００１１】
　本発明の第２の観点に係る携帯電子機器は、
　請求項１乃至５の何れか１項に記載のバッテリー保持装置を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、バッテリー保持装置の小型化を図ることができ、且つ確実に防水する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態を携帯電話を例に挙げて説明する。携帯電話１０００は、通話
等の機能を実現するための電源であるバッテリーを保持し、その防水を可能にする。
【００１４】
　携帯電話１０００は、図１に示すように、本体１００と、バッテリーカバー２００と、
バッテリー３００と、から構成される。
【００１５】
　本体１００は、バッテリー装着部１１０を備える。バッテリーカバー２００は、バッテ
リー装着部１１０に取り付け可能であり、バッテリー装着部１１０とバッテリーカバー２
００との間にバッテリー３００を保持するようになっている。なお、バッテリー保持装置
は、バッテリー装着部１１０と、バッテリーカバー２００と、から構成される。
【００１６】
　バッテリー装着部１１０は、図２に示すように、バッテリー収納部１１１と、電源端子
１１２と、溝１１３と、引掛部１１４～１２１と、を備える。
【００１７】
　バッテリー収納部１１１は、バッテリー３００を収納するように凹部として形成されて
いる。
　電源端子１１２は、バッテリー収納部１１１に収納されたバッテリー３００の端子３０
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１（図１参照）に弾接する端子であり、バッテリー収納部１１２の内壁に設置されている
。
【００１８】
　また、バッテリー収納部１１２には、その底部に、ＳＩＭ（Subscriber Identity Modu
le）カードやＵＩＭ（User Identity Module）カードのような加入者を識別するための識
別カード１４１が装着される識別カード装着部１４２、メモリカード１４３が装着される
メモリカード装着部１４４が設けられている。
【００１９】
　溝１１１は、バッテリー収納部１１１を囲繞するように形成された環状四角形の連続し
た溝であり、後述する防水パッキン２２０の弾性体２２３を圧入される。
【００２０】
　引掛部１１４～１２１は、それぞれ後述するカバー部材２１０のフック部２１３，２１
２，２１１，２１８，２１７，２１６，２１５，２１４に対応して設けられたもので、各
引掛部及び対応するフック部は、フック部を引掛部に引っ掛けることができるように設計
されている。
【００２１】
　バッテリーカバー２００は、バッテリー装着部１１０に着脱可能である。バッテリーカ
バー２００は、図３，４に示すように、カバー部材２１０と、防水パッキン２２０と、か
ら構成される。カバー部材２１０と防水パッキン２２０とは、両面テープ又は接着剤等に
より接着される。バッテリーカバー２００をバッテリー装着部１１０に取り付けた際に、
防水パッキン２２０が内側に来るように設計される。
【００２２】
　カバー部材２１０は、バッテリー装着部１１０に着脱可能である。カバー部材２１０は
、図５に示すように、フック部２１１～２１８を備える。
【００２３】
　フック部２１１～２１８をそれぞれ引掛部１１６，１１５，１１４，１２１，１２０，
１１９，１１８，１１７に引掛けることにより、カバー部材２１０をバッテリー装着部１
１０に固定することができる。
【００２４】
　防水パッキン２２０は、防水性を有し、カバー部材２１０とバッテリー装着部１１０と
の間に保持されることにより、バッテリー収納部１１１の内部に水その他の異物が入り込
むのを防止する。防水パッキン２２０は、弾性体を備えた突起部２２１を備える。
【００２５】
　突起部２２１は、環状四角形の連続した突起であり、溝１１１に圧入されることにより
、バッテリー収納部１１１の内部に水その他の異物が入り込むのを防止する。
【００２６】
　防水パッキン２２０は、図７に示すように、支持部材２２２と、弾性体２２３とから構
成される。支持部材２２２は、環状四角形の連続した突起を有し、この突起が溝１１１に
嵌め込まれるように設計される。弾性体２２３は、シリコンゴム等の弾性物質から構成さ
れ、支持部材２２２における環状四角形の突起の尾根状先端近傍及び外周側面を覆ってい
る。そして、突起部２２１を溝１１１に嵌め込んだ際に、弾性体２２３は、溝１１１に圧
入され、溝１１１の両側面に密着し、バッテリー収納部１１２の内部に水その他の異物が
入り込めないように設計される。
【００２７】
　支持部材２２２、すなわち、弾性体２２３を除いた防水パッキン２２０を構成する構造
体は、樹脂又は金属で構成される。防水パッキン２２０は、インサート成形により、上記
の樹脂又は金属で構成される支持部材２２２を弾性体２２３に埋め込むことによって成形
される。
【００２８】
　バッテリー３００は、携帯電話１０００が通話等の機能を実現するための電源である。
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【００２９】
　以下、図６，７を参照しながら、上記構成の携帯電話１０００において、実際に本体１
００にバッテリーカバー２００とバッテリー３００とを装着した際の態様に関する説明を
行う。
【００３０】
　ここで、図６は、本体１００とバッテリーカバー２００との正面図である。図７は、本
体１００にバッテリー３００を収納し、バッテリーカバー２００を取り付けた時の、図６
のＡ－Ａ線における模式的な矢視断面図である。ただし、Ａ－Ａ線は、引掛部１１７，１
２１とフック部２１４，２１８とを通過するように設定されている。
【００３１】
　図７（ａ）（ｂ）に示すように、本体１００にバッテリー３００を収納し、バッテリー
カバー２００を取り付けた際、引掛部１２１，１１７は、それぞれ、フック部２１４，２
１８に引掛けられ、環状四角形の突起部２２１は環状四角形の溝１１１に圧入される。図
７（ｂ）に示すように、その際に溝１１１の両側面に弾性体２２３が密着し、防水パッキ
ン２２０はバッテリー３００を収納したバッテリー収納部１１２を覆うので、バッテリー
収納部１１２の内部に水その他の異物が入り込めないようになる。
【００３２】
　以上、このようにして、本発明の実施形態に係る携帯電話１０００によれば、バッテリ
ー収納部分を防水すると共にバッテリー収納部分の小型化を図ることができる。
【００３３】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されず、種々の変形及び応用が可能である。
【００３４】
　上記実施形態においては、支持部材２２２の突起部のみを弾性体２２３で覆う構成した
が、支持部材２２２の全体を覆う構成にしてもよい。
【００３５】
　上記実施形態においては、携帯電子機器として携帯電話を例示したが、これに限定され
るものではなく、ノート型パーソナルコンピュータ、デジタルカメラ、ＰＤＡ（Personal
 Digital Assistant）、電子手帳、携帯型無線機、その他の電子機器であってもよい。
【００３６】
　また、電子機器に限定されるものでもなく、他のカバー着脱機構を有するものに本発明
の実施形態のカバー着脱機構を応用してもよい。
【００３７】
　また、防水パッキンを構成する弾性体や樹脂や金属等の材料も任意であり、その他、具
体的な細部構造等についても適宜変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯電話の斜視図である。
【図２】図１の携帯電話におけるバッテリー装着部の拡大図である。
【図３】図１の携帯電話におけるバッテリーカバーの斜視図である。
【図４】図３のバッテリーカバーの分解図である。
【図５】図３のバッテリーカバーの正面図である。
【図６】本発明の実施形態に係る携帯電話の正面図である。
【図７】図６のＡ－Ａ線における模式的な矢視断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
１００・・・本体、１１０・・・バッテリー装着部、１１１・・・バッテリー収納部、１
１２・・・電源端子、１１３・・・溝、１１４～１２１・・・引掛部、２００・・・バッ
テリーカバー、２１０・・・カバー部材、２１１～２１８・・・フック部、２２０・・・
防水パッキン、２２１・・・突起部、２２２・・・支持部材、２２３・・・弾性体、３０
０・・・バッテリー、１０００・・・携帯電話
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【図５】 【図６】
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