
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交換用部材を収納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子
機器において、
　防水蓋は、
　着脱操作を行うための操作ケースであって、収納部の開口の内周壁部に接触する防水パ
ッキング部材を外周に備えるベース板と、ベース板に積層して取り付けられ収納部の開口
の周囲に設けられるはめ込み段差に沿ってはめ込まれるカバー板とを含み、ベース板とカ
バー板との間に可動空間を形成する操作ケースと、
　操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通して可動空間内
でその位置を変更操作できる可動部材であって、可動部材の位置の変更に連動して収納部
の開口の内周壁部に設けられる係止溝に対しはまり込み又は外れる出入り爪部を有する可
動部材と、
　を
　

ことを特徴とする収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の収納部と防水着脱蓋とを有する電子機器において、

10

20

JP 3928967 B2 2007.6.13

含み、
収納部の開口の周辺に設けられるくぼみであって、棒状の先端形状を有する操作具を受

け入れる形状の蓋起こしくぼみを備え、出入り爪部が収納部の係止溝から外れているとき
に操作具の先端を蓋起こしくぼみに挿入して防水蓋を収納部の開口から起こすことで防水
蓋を取り外す



　可動部材の位置を、出入り爪部が収納部の係止溝にはまり込む蓋着装位置と、出入り爪
部が収納部の係止溝から外れる蓋外し位置との間で変更可能で、位置の変更後は、蓋着装
位置又は蓋外し位置でロックする位置決め手段を備えることを特徴とする電子機器の一部
に設けられる収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項３】
　請求項１に記載の収納部と防水着脱蓋とを有する電子機器において、
　カバー板の操作穴に対応して可動部材に設けられるくぼみであって、棒状の先端形状を
有する操作具を受け入れる形状の操作用くぼみを備え、操作具の先端を操作用くぼみに押
し当てて移動させることで可動部材の位置を変更させることを特徴とする収納部とその開
口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項４】
　請求項１に記載の収納部と防水着脱蓋とを有する電子機器において、
　
　
　

　

　 ことを特徴とする収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項５】
　

　
　

　

　
　収納部は長方形の開口を有し、
　可動部材は、
　操作ケースの可動空間内に保持され、

　

　

　
こ

とを特徴とする収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項６】
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収納部は長方形の開口を有し、
可動部材は、
操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を

変更できるスライド板であって、ベース板とカバー板との協働により形成されるスライド
ガイドに沿い、長方形開口の長手軸方向に沿ってベース板の上面に平行な面内でスライド
してその位置を変更するスライド板と、

スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であって、ベース
板とカバー板との協働により形成される姿勢ガイドで規制される範囲内で、爪板の先端部
がスライド板の位置変更に応じて根元部の回転中心周りに回転し、収納部の長方形開口の
内周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、

を有する

交換用部材を収納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子
機器において、

防水蓋は、
着脱操作を行うための操作ケースであって、収納部の開口の内周壁部に接触する防水パ

ッキング部材を外周に備えるベース板と、ベース板に積層して取り付けられ収納部の開口
の周囲に設けられるはめ込み段差に沿ってはめ込まれるカバー板とを含み、ベース板とカ
バー板との間に可動空間を形成する操作ケースと、

操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通して可動空間内
でその位置を変更操作できる可動部材であって、可動部材の位置の変更に連動して収納部
の開口の内周壁部に設けられる係止溝に対しはまり込み又は外れる出入り爪部を有する可
動部材と、

を備え、

一対の左右爪板と、左右爪板の各中央部に設けら
れる両軸支部の間を接続するビームとが一体として構成される略Ｈ字形状を有し、

両軸支部は、ベース板又はカバー板の長手方向の両端側に設けられる両回転中心にそれ
ぞれ軸支され、

ビームは、自然状態の両軸支部間の距離が両回転中心間の距離より長い弾性体で構成さ
れ、可動空間内で両軸支部が両回転中心に軸支されるときは弓なりの形状を有し、カバー
板に設けられる操作穴を通してビームの中心部を長方形開口の短手軸方向に移動させるこ
とで弓なり形状の弓なり方向を変更操作でき、

左右爪板の各先端部は、ビームの弓なり方向の変更に応じて両軸支部周りに回転し、収
納部の長方形開口の内周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる



　

　
　

　

　
　収納部は 形の開口を有し、
　可動部材は、
　操作ケースの可動空間内に保持され、

　

　 ことを特徴とする収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【請求項７】
　

　
　

　

　
　収納部は略円形の開口を有し、
　可動部材は、
　操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を
変更できるスライド板であって、

　

収納部の略円形開口の
内周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、
　を有することを特徴とする収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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交換用部材を収納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子
機器において、

防水蓋は、
着脱操作を行うための操作ケースであって、収納部の開口の内周壁部に接触する防水パ

ッキング部材を外周に備えるベース板と、ベース板に積層して取り付けられ収納部の開口
の周囲に設けられるはめ込み段差に沿ってはめ込まれるカバー板とを含み、ベース板とカ
バー板との間に可動空間を形成する操作ケースと、

操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通して可動空間内
でその位置を変更操作できる可動部材であって、可動部材の位置の変更に連動して収納部
の開口の内周壁部に設けられる係止溝に対しはまり込み又は外れる出入り爪部を有する可
動部材と、

を備え、
略円

カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を
変更できるスライド板であって、ベース板とカバー板との協働により形成されるスライド
ガイドに沿い、略円形開口の中心を通る直進軸方向に沿ってベース板の上面に平行な面内
でスライドしてその位置を変更するスライド板と、

スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であって、中央部
がベース板又はカバー板に設けられる回転中心に軸支され、ベース板とカバー板との協働
により形成される姿勢ガイドに規制される範囲内で、爪板の先端部がスライド板のスライ
ドに応じて爪板中央部の回転中心周りに回転し、収納部の略円形開口の内周壁部に設けら
れる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、

を有する

交換用部材を収納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子
機器において、

防水蓋は、
着脱操作を行うための操作ケースであって、収納部の開口の内周壁部に接触する防水パ

ッキング部材を外周に備えるベース板と、ベース板に積層して取り付けられ収納部の開口
の周囲に設けられるはめ込み段差に沿ってはめ込まれるカバー板とを含み、ベース板とカ
バー板との間に可動空間を形成する操作ケースと、

操作ケースの可動空間内に保持され、カバー板に設けられる操作穴を通して可動空間内
でその位置を変更操作できる可動部材であって、可動部材の位置の変更に連動して収納部
の開口の内周壁部に設けられる係止溝に対しはまり込み又は外れる出入り爪部を有する可
動部材と、

を備え、

ベース板とカバー板との協働により形成されるスライド
ガイドに沿い、ベース板の上面に平行な面内で略円形開口の中心軸周りに回転スライドし
てその位置を変更するスライド板と、

スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であって、ベース
板とカバー板との協働により形成される姿勢ガイドに規制される範囲内で、爪板の先端部
がスライド板のスライドに応じて根元部の回転中心周りに回転し、



【０００１】
　本発明は、収納部とその開口を覆う蓋とを有する電子機器に係り、特に交換用部材を収
納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯用電子機器には電池等の消耗交換部品があり、これらをユーザが簡単に交換できる
ように、電池等の収納部に着脱可能な蓋が設けられる。ユーザは、電池等を交換したいと
きにこの蓋を外し、収納部に収納されている古い電池等を取り外し、新しい電池等に交換
し、再び蓋を取り付けて、電子機器をその機能に従って使用することができる。
【０００３】
　このような電子機器の収納部の開口に対する蓋の着脱方法としては、ネジ締め等の固定
手段を用いてしっかり蓋を電子機器に固定する方法をとることができる。しかし、一般ユ
ーザを対象とする携帯用電子機器では、ユーザが簡単に消耗交換部品を交換できるように
、蓋の簡単着脱を行うことが好ましい。
【０００４】
　収納部の開口に対して蓋を簡単に着脱できるものとして、以下のものが周知である。例
えば、筒型電池の収納のように収納部の開口が矩形の場合には、開口の周辺に引っ掛け溝
を設け、これに対応する矩形の蓋に引っ掛け爪を設けて、蓋をプラスチック製とする。そ
して蓋を収納部に対し着装するには、蓋の弾性を利用し、蓋を押さえて蓋の引っ掛け爪を
収納部の引っ掛け溝に滑り込ませその後蓋の押さえを止めて爪を溝に係止する。逆に着装
されている蓋を外すには、蓋を押さえて引っ掛け爪と引っ掛け溝の係止を外してそのまま
蓋を手前に引く。このように蓋の弾性を利用した爪部と溝との間の係止が用いられている
。
【０００５】
　あるいは、ボタン電池の収納のように収納部の開口が円形の場合には、開口の内周とこ
れに対応する円形の蓋の外周にネジを刻み、蓋の表面にコインの縁がはまり込める程度の
操作溝を設ける。そして、コイン等を用いて蓋を時計方向あるいは反時計方向に回すこと
で蓋の着脱を行う。このように蓋自体をネジとして利用することが用いられている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　蓋の簡単着脱法についての従来技術のうち、蓋の弾性を利用して爪と溝との係止及びそ
の解除を行うものは、蓋に力を加えることを要するので、蓋、特に爪部の変形や破損が生
ずることがある。一旦変形や破損が生ずると、収納部の開口を蓋でしっかり覆うことが困
難となり、場合によっては蓋の機能を果たせないことも生ずる。
【０００７】
　また、爪と溝との係止を用いるものは密閉性が不十分であり、防水性等を必要とする携
帯用電子機器には不向きである。例えば野外で使用することの多いストップウオッチ等の
計時装置や、携帯型の尿成分検査機器や排水成分検査機器等の検体検査機器等では防水性
が要求される。また、電池以外の交換消耗部品でも外気の影響を受けないように密閉して
保管したものもある。例えば、上記の携帯用検体検査機器では成分試験紙を消耗するので
、未使用成分試験紙のための収納部が設けられることがある。成分試験紙は湿度等の外気
の影響を受けやすいので、収納部は密閉性が要求される。
【０００８】
　また、蓋自体をネジとして用いるものは、コイン等の縁のような特殊な形状の操作具を
利用して蓋を回転させる必要があり、コイン等を持ち合わせないときは蓋の着脱を行うこ
とができず不便である。
【０００９】
　本発明の目的は、特殊な形状の操作具を用いることなく蓋の着脱を簡単に行える収納部
とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器を提供することである。本発明の他の目
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的は、蓋の着脱に伴う変形や破損を抑制できる収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有
する電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器は、交換用部材を
収納する収納部と、収納部の開口を覆い着脱可能な防水蓋とを有する電子機器において、
防水蓋は、着脱操作を行うための操作ケースであって、収納部の開口の内周壁部に接触す
る防水パッキング部材を外周に備えるベース板と、ベース板に積層して取り付けられ収納
部の開口の周囲に設けられるはめ込み段差に沿ってはめ込まれるカバー板とを含み、ベー
ス板とカバー板との間に可動空間を形成する操作ケースと、操作ケースの可動空間内に保
持され、カバー板に設けられる操作穴を通して可動空間内でその位置を変更操作できる可
動部材であって、可動部材の位置の変更に連動して収納部の開口の内周壁部に設けられる
係止溝に対しはまり込み又は外れる出入り爪部を有する可動部材と、を

ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器において、
可動部材の位置を、出入り爪部が収納部の係止溝にはまり込む蓋着装位置と、出入り爪部
が収納部の係止溝から外れる蓋外し位置との間で変更可能で、位置の変更後は、蓋着装位
置又は蓋外し位置でロックする位置決め手段を備えることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明に係る収納部とその開口を覆う防水着脱蓋とを有する電子機器において、
カバー板の操作穴に対応して可動部材に設けられるくぼみであって、棒状の先端形状を有
する操作具を受け入れる形状の操作用くぼみを備え、操作具の先端を操作用くぼみに押し
当てて移動させることで可動部材の位置を変更させることが好ましい。
【００１４】
　また、収納部は長方形の開口を有し、可動部材は、操作ケースの可動空間内に保持され
、カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を変更できるスライド板であって、ベー
ス板とカバー板との協働により形成されるスライドガイドに沿い、長方形開口の長手軸方
向に沿ってベース板の上面に平行な面内でスライドしてその位置を変更するスライド板と
、スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であって、ベース
板とカバー板との協働により形成される姿勢ガイドで規制される範囲内で、爪板の先端部
がスライド板の位置変更に応じて根元部の回転中心周りに回転し、収納部の長方形開口の
内周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、を有すること
が好ましい。
【００１５】
　また、収納部は長方形の開口を有し、可動部材は、操作ケースの可動空間内に保持され
、一対の左右爪板と、左右爪板の各中央部に設けられる両軸支部の間を接続するビームと
が一体として構成される略Ｈ字形状を有し、両軸支部は、ベース板又はカバー板の長手方
向の両端側に設けられる両回転中心にそれぞれ軸支され、ビームは、自然状態の両軸支部
間の距離が両回転中心間の距離より長い弾性体で構成され、可動空間内で両軸支部が両回
転中心に軸支されるときは弓なりの形状を有し、カバー板に設けられる操作穴を通してビ
ームの中心部を長方形開口の短手軸方向に移動させることで弓なり形状の弓なり方向を変
更操作でき、左右爪板の各先端部は、ビームの弓なり方向の変更に応じて両軸支部周りに
回転し、収納部の長方形開口の内周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れること
ができることが好ましい。
【００１６】
　また、収納部は略円形の開口を有し、可動部材は、操作ケースの可動空間内に保持され
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含み、収納部の開
口の周辺に設けられるくぼみであって、棒状の先端形状を有する操作具を受け入れる形状
の蓋起こしくぼみを備え、出入り爪部が収納部の係止溝から外れているときに操作具の先
端を蓋起こしくぼみに挿入して防水蓋を収納部の開口から起こすことで防水蓋を取り外す



、カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を変更できるスライド板であって、ベー
ス板とカバー板との協働により形成されるスライドガイドに沿い、略円形開口の中心を通
る直進軸方向に沿ってベース板の上面に平行な面内でスライドしてその位置を変更するス
ライド板と、スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であっ
て、中央部がベース板又はカバー板に設けられる回転中心に軸支され、ベース板とカバー
板との協働により形成される姿勢ガイドに規制される範囲内で、爪板の先端部がスライド
板のスライドに応じて爪板中央部の回転中心周りに回転し、収納部の略円形開口の内周壁
部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、を有することが好ま
しい。
【００１７】
　また、収納部は略円形の開口を有し、可動部材は、操作ケースの可動空間内に保持され
、カバー板に設けられる操作穴を通してその位置を変更できるスライド板であって、ベー
ス板とカバー板との協働により形成されるスライドガイドに沿い、ベース板の上面に平行
な面内で略円形開口の中心軸周りに回転スライドしてその位置を変更するスライド板と、
スライド板の外周部に根元部が回転自在に取り付けられる複数の爪板であって、ベース板
とカバー板との協働により形成される姿勢ガイドに規制される範囲内で、爪板の先端部が
スライド板のスライドに応じて根元部の回転中心周りに回転し、収納部の略円形開口の内
周壁部に設けられる係止溝にはまり込み又は外れることができる爪板と、を有することが
好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　上記構成により、防水蓋は、可動空間を有する操作ケースと、可動空間内で位置を変更
できる可動部材とを有し、可動部材には、可動部材の位置の変更に連動して開口の内周壁
部の係止溝をはまり込み又は外れる出入り爪部を有する。そして可動部材はカバー板の操
作穴を通してその位置を変更操作できる。したがって、可動部材の位置を変更操作するこ
とで出入り爪部を出し入れして、操作ケース、すなわち蓋を収納部の係止溝に対して着装
あるいは外すことができる。そして、可動部材の位置の変更には蓋を押す等の動作は特に
必要ではなく、蓋の着脱に伴う変形や破損を抑制することができる。
【００１９】
　また、操作ケースは、防水パッキング部材を外周に備えるベース板に、操作穴を有する
カバー板が積層され、可動部材はベース板とカバー板との間の可動空間内で位置を変更す
る。つまり、可動部材の操作及び出入り爪部の動作は、収納部に対し防水パッキングの上
部で行われる。したがって、防水性能は防水パッキングと収納部の開口内周壁との密閉性
で決まり、可動部材の操作や出入り爪部の動作に左右されることがなく、安定した防水性
能を得ることができる。また、防水パッキングと収納部の開口内周壁との間の摩擦等で、
出入り爪部が係止溝から外されただけではまだ蓋は開口から離脱しない。したがって、蓋
を外すには、蓋の離脱動作が必要であるので、蓋が自然に外れ行方不明になるという事故
の発生を防ぐことができる。
【００２０】
　また、可動部材の位置をロックする位置決め手段を備えるので、可動部材の操作及び出
入り爪部と係止溝との間のはまり込み又は外し動作が確実となる。
【００２１】
　また、先端が棒状の操作具を受け入れる操作用くぼみを可動部材に備えるので、特殊な
操作具を必要とせず、例えばボールペンの先、鉛筆の先、爪楊枝、その他身近にある細い
棒状のものをそのまま用いて可動部材を容易に操作できる。したがって、ドライバーやコ
インの縁のような特殊な形状の操作具を用いることなく蓋の着脱を簡単に行うことができ
る。
【００２２】
　また、先端が棒状の操作具を受け入れる蓋起こしくぼみを収納部の開口付近に備えるの
で、蓋の離脱動作のために特殊な形状の操作具を要しない。また、身近にあるものではあ
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るが棒状のものを用いて蓋起こし動作を行わない限り、防水パッキングと収納部の開口内
周壁との間の摩擦等で、蓋が開口から自然に外れることはない。つまり、手や指先では蓋
を開口から離脱させることは通常では難しい。したがって、幼児等の手のいたずら等で蓋
が外されるという事故を防ぐことができる。
【００２３】
　また、収納部が長方形の開口を有するとき、可動部材は、長方形の長手軸方向に沿いス
ライドして位置を変更操作できるスライド板と、スライド板の外周部に根元部が回転自在
で取り付けられる爪板を有する。そして、爪板の先端部は、スライド板のスライドに連動
して根元部の回転中心周りに回転し、長方形開口の内周壁部の係止溝にはまり込み又は外
れる。つまり、スライド板を長方形の長手軸方向に沿って移動させる操作を行うことで、
爪板の動作を制御できる。したがって、可動部材の位置の変更には蓋を押す等の動作は特
に必要ではなく、蓋の着脱に伴う変形や破損を抑制することができる。
【００２４】
　また、収納部が長方形の開口を有するとき、可動部材は、左右爪板とその間を接続する
ビームとが一体で構成される略Ｈ字型形状を有する。そして、ビームの両端の両軸支部は
、ベース板又はカバー板に設けられる両回転中心にそれぞれ軸支されるが、両回転中心間
の距離は、ビームの自然長である両軸支部間の距離より短い。つまり、可動部材がベース
板又はカバー板に取り付けられて可動空間にあるときは、ビームは弓なり形状となり、そ
れに伴い、ビームの両端の左右爪板は軸支部周りに回転する。
【００２５】
　例えば紙面をベース板の上面とし、左右方向が長方形の長手方向とすると、両回転中心
は左右方向に離隔して配置される。この両回転中心に可動部材の両軸支部をそれぞれ軸支
すると、ビームは紙面の上方に凸の弓なり形状となるか、紙面の下方に凸の弓なり形状と
なる。そして、左右爪板はビームと一体構成であるので、ビームの弓なり形状が上方に凸
か下方に凸かにより、自然状態から見て左右爪板は両軸支部を中心として回転する。つま
り、ビームの弓なり形状が上方に凸のときは、右爪板が時計方向に回転し、左爪板が反時
計方向に回転する。ビームの弓なり形状が下方に凸のときは、左爪板が時計方向に回転し
、右爪板が反時計方向に回転する。ビームの弓なり形状の変更は、ビームの中心部を長方
形の短手軸方向に移動させることで行うことができる。つまり、ビームの中央部を長方形
の短手軸方向に沿って移動させる操作を行うことで、爪板の動作を制御できる。したがっ
て、可動部材の位置の変更には蓋を押す等の動作は特に必要ではなく、蓋の着脱に伴う変
形や破損を抑制することができる。
【００２６】
　また、収納部が略円形の開口を有するとき、可動部材は、略円形開口の中心を通る直進
軸方向に沿いスライドして位置を変更操作できるスライド板と、スライド板の外周部に根
元部が回転自在で取り付けられる爪板を有する。そして、爪板の先端部は、スライド板の
スライドに連動して爪板中央部の回転中心周りに回転し、略円形開口の内周壁部の係止溝
にはまり込み又は外れる。つまり、スライド板を直進軸方向に沿って移動させる操作を行
うことで、爪板の動作を制御できる。したがって、可動部材の位置の変更には蓋を押す等
の動作は特に必要ではなく、蓋の着脱に伴う変形や破損を抑制することができる。
【００２７】
　また、収納部が略円形の開口を有するとき、可動部材は、略円形開口の中心軸周りに回
転スライドして位置を変更操作できるスライド板と、スライド板の外周部に根元部が回転
自在で取り付けられる爪板を有する。そして、爪板の先端部は、スライド板のスライドに
連動して根元部の回転中心周りに回転し、略円形開口の内周壁部の係止溝にはまり込み又
は外れる。つまり、スライド板を回転スライドさせる操作を行うことで、爪板の動作を制
御できる。したがって、可動部材の位置の変更には蓋を押す等の動作は特に必要ではなく
、蓋の着脱に伴う変形や破損を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　以下に図面を用いて本発明の実施の形態につき詳細に説明する。以下では、収納部と蓋
とを備える電子機器として防水性を必要とするストップウオッチを取上げ、収納部には電
池が収納され、電池を交換したいとき等に蓋の着脱を行うものについて説明する。これは
説明のための１例であって、ストップウオッチ以外の電子機器で電池交換を必要とするも
のであってもよく、また交換するのは電池以外のもので、外気から密閉されることが好ま
しい交換用部材であってもよい。例えば、電子機器が尿成分検査機器や排水成分検査機器
等の検体検査機器等の場合で、交換用部材が検体成分試験紙又は成分試験片等であって、
収納部にこれらの未使用試験紙あるいは未使用試験片を保管収納するものであってもよい
。成分試験紙以外の電子機器は携帯型のものである必要はなく、収納部の気密性が必要で
、蓋の着脱が簡単に行えることが要求されるものであればよい。
【実施例１】
【００２９】
　図１は、電子機器としてのストップウオッチ９００の裏面斜視図である。ストップウオ
ッチ９００は、円筒型単５等の電池９０２を収納する収納部９１０と、収納部９１０の開
口９１２を覆い着脱可能な防水蓋９３０を有し、図１では防水蓋９３０をストップウオッ
チ９００の本体から防水蓋９３０を外し、収納部９１０の内部を見えるように図示してあ
る。
【００３０】
　ストップウオッチ９００の収納部９１０は、長方形すなわち矩形の開口９１２を有し、
収納部９１０の内部は、表面の開口９１２より一段下がった段差９１４を備え、段差９１
４よりも底部側、すなわちストップウオッチ９００本体の内部側は、開口９１２の平面寸
法よりやや小さ目の平面寸法を有する。この段差９１４は防水蓋９３０をはめ込むときに
収納部９１０の内部に落ち込まないようにするためのもので、防水蓋９３０には後述する
ようにカバー板９４０の部分にこれに対応する段差が設けられる。この段差９１４から底
部、すなわちストップウオッチ９００本体の内部側の空間が、電池９０２を収納する収納
空間として利用される。この収納空間の平面寸法は、図１において内周壁部９１６で囲ま
れる大きさとして示される。
【００３１】
　収納空間の内周壁部９１６には、係止溝９１８が段差９１４に平行に設けられる。この
係止溝９１８は防水蓋９３０が開口９１２から外れないように係止するためのもので、こ
れに対応して防水蓋９３０には後に詳述するように出入り爪部９３６が設けられる。
【００３２】
　収納部９１０の開口９１２の周辺に設けられるくぼみ９２０は、防水蓋９３０を開口９
１２から起して外すために用いられる蓋起こしくぼみである。くぼみ９２０の開口９１２
周辺における平面寸法は、棒状の先端形状を有する操作具を受け入れる程度の大きさが好
ましく、その深さは、段差９１４よりやや底部側に達するように設定される。棒状の先端
形状を有する操作具としては、特殊なものでなく、身近にありふれたものであることが好
ましいので、例えば、ボールペンの先、鉛筆の先、爪楊枝、その他身近にある細い棒状の
ものをそのまま用いることができるように、くぼみ９２０の形状寸法を定める。一例とし
ては、開口９１２周辺の平面寸法を直径１～２ｍｍの半円又は部分円とし、その深さを１
～３ｍｍ程度とすることがよい。
【００３３】
　防水蓋９３０は、つば部を有する略直方体の形状を有し、収納部９１０の開口９１２を
十分に覆い、また、収納部９１０の構造と協働して、収納部９１０の内部を外気から密閉
する機能を有する。具体的には、防水蓋９３０は、収納部９１０の開口９１２からの着脱
操作を行うための操作ケース９３２と、操作ケース９３２の内部に設けられる可動空間内
で可動できる可動部材９３４とから構成される。可動部材９３４には出入り爪部９３６が
設けられ、可動部材９３４が可動空間内で移動するのに連動して、操作ケース９３２の側
壁に設けられた出入り窓から出入り爪部９３６が出たり引っ込んだりする機能を有する。
したがって、この出入り爪部９３６が出た状態でこれを収納部９１０の内周壁部９１６に
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設けられた係止溝９１８にはまり込ませれば、操作ケース９３２を収納部９１０にしっか
り固定できることになる。
【００３４】
　図２は、操作ケース９３２の平面図及び２方向からの側面図を用いて可動空間の様子を
示す図である。実際には、操作ケース９３２の可動空間内に可動部材９３４が配置される
のであるが、可動空間の様子を示すため、図２では可動部材９３４を省略してある。図２
に示すように、操作ケース９３２は段差を有する板状のベース板９３８と、底面側に開口
を有し、上面につば部を有するカバー板９４０とを積層し、可動空間９４２を形成する。
具体的には、カバー板９４０のつば部を有する上面板部９４４の内側壁と、上面板部９４
４の下部にめぐらされる側壁部９４６の内側壁と、ベース板９３８の上面とで囲まれるよ
うにして可動空間９４２が形成される。カバー板９４０の側壁部９４６には、出入り爪部
９３６が出たり引っ込んだりする出入り窓９４８が設けられる。またカバー板９４０の上
面板部９４４には、可動部材９３４の移動を操作するための操作窓９５０が設けられる。
出入り窓９４８と操作窓９５０とは、可動空間９４２と接続される。
【００３５】
　図２に示すように、カバー板９４０の上面板部９４４はつば部を有しており、その下部
の側壁部９４６との間に段差がある。この段差は、上記のように、収納部９１０の表面の
開口９１２より一段下がって設けられる段差９１４に対応するものである。したがって、
カバー板９４０の上面板部９４４の平面寸法は、収納部９１０における表面の開口９１２
の平面寸法よりやや小さめに設定し、つば部の厚みは、収納部９１０における段差９１４
の大きさとほぼ同じにすることが好ましい。また、カバー板９４０における側壁部９４６
の外形の平面寸法は、収納部９１０の内周壁部９１６で囲まれる収納空間の平面寸法より
やや小さめに設定される。
【００３６】
　ベース板９３８の外形の平面寸法は、カバー板９４０における側壁部９４６の外形の平
面寸法とほぼ同じである。つまり、カバー板９４０の開口をベース板９３８の上面にかぶ
せると、ちょうど同じ平面寸法で接続される。また、ベース板９３８の底面側には、電池
９０２の外形に合わせたくぼみ９５２を設けることが好ましい。
【００３７】
　また、図２に示すように、ベース板９３８の側面には気密保持のためのオーリング（Ｏ
－ｒｉｎｇ）９５４が配置される。オーリング９５４の配置のためにベース板９３８の側
壁には適当な案内溝を設けることが好ましい。オーリング９５４を配置したときの外形の
平面寸法は、収納部９１０の内周壁部９１６で囲まれる平面寸法よりやや大きく設定する
。これにより、防水蓋９３０を収納部９１０にはめこんだとき、オーリング９５４の弾性
により、防水蓋９３０と収納部の内周壁部９１６との間が気密に封止される。そして、オ
ーリング９５４と内周壁部９１６との間の摩擦により、防水蓋９３０は、そのまま何もし
なければ抜け落ちることがなく保持される。
【００３８】
　図３は、防水蓋９３０の分解図で、操作ケース９３２のベース板９３８とカバー板９４
０とを分離し、その間に可動部材９３４を配置する様子を示す図である。ベース板９３８
とカバー板９４０の構成は、可動部材９３４を移動可能に保持し、可動部材９３４の位置
変更に連動して出入り爪部９３６をカバー板９４０の出入り窓９４８から出たり引っ込め
たりするために適したものとなっている。そこで最初に可動部材９３４の構成を説明し、
続いて、可動部材９３４の構成に合わせたベース板９３８とカバー板９４０の構成を説明
する。
【００３９】
　可動部材９３４は、スライド板９６０と、スライド板９６０の外周部の４隅に回転自在
に取り付けられる４つの出入り爪部９３６を含んで構成される。出入り爪部９３６は、先
端が半円形等の滑らかな爪状形状を有する爪板である。スライド板９６０は、略直方形の
板で、長手方向の両端側にそれぞれ２つづつの出入り爪部９３６が取り付けられ、長手方
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向に平行な２辺の１つは直線的な辺であるが、もう一方の辺には、短手方向に弾性変形可
能な形状のループ部９６２が設けられる。スライド板９６０と各出入り爪部９３６とは、
軸支部９６４で軸支される。例えば、スライド板９６０に回転穴を設け、各出入り爪部９
３６の根元部に軸を設けて、軸と回転穴との組合せで各出入り爪部９３６の根元部を回転
自在に支持し、各出入り爪部９３６の先端を根元部の回転中心周りにそれぞれ回転させる
ことができる。図３の例では、スライド板９６０の下面側に各出入り爪部９３６が配置さ
れる積層構造がとられている。
【００４０】
　スライド板９６０の上面側に設けられる操作ボス９６６は、可動部材９３４を移動操作
するためのもので、操作ボス９６６には、操作用のくぼみ９６８が設けられる。操作用の
くぼみ９６８の形状及び寸法は、上記の蓋起こし用のくぼみ９２０と同様に、棒状の先端
形状を有する操作具を受け入れる程度のものが好ましい。こうすることで、特殊な形状の
操作具を用いることなく、身近にありふれたもの、例えば、ボールペンの先、鉛筆の先、
爪楊枝、その他身近にある細い棒状のものをそのまま用いて可動部材９３４を移動操作す
ることができる。
【００４１】
　また、スライド板９６０のループ部９６２のほぼ中央部に設けられる凸部９７０は、可
動部材９３４を移動操作したときに、その位置決めを行うために用いられるものである。
詳しくは、カバー板９４０の構成に関連させて後述する。
【００４２】
　次に、ベース板９３８とカバー板９４０の構成について説明する。ベース板９３８とカ
バー板９４０とを積層して可動空間９４２を形成するとき、カバー板９４０の開口の内部
形状とベース板９３８の上面形状とは、互いに協働して可動部材９３４の運動を規制する
機能を有する。図３について具体的に述べれば、可動部材９３４をベース板９３８又はカ
バー板９４０の長手方向の移動操作に連動して、可動部材９３４を図３の紙面の最も左側
に寄せたときに出入り爪部９３６がカバー板９４０の出入り窓９４８から内部に引っ込み
、可動部材９３４を図３の紙面の最も右側に寄せたときに出入り爪部９３６がカバー板９
４０の出入り窓９４８から外部に突き出るように規制する機能を有する。そのために、以
下に述べるように、ベース板９３８は段差構造を有し、カバー板９４０開口の内部に幾つ
かのガイド部を有する。
【００４３】
　ベース板９３８は、３段の段差構造を有する階段状の板部材である。この階段状構造の
部分を底面側から上面側に向かって、底面部９７２、中間部９７４、上面部９７６と呼ぶ
ことにすると、底面部９７２は、上記のようにオーリング９５４が配置される部分であり
、中間部９７４はカバー板９４０をベース板９３８にかぶせるときの支持部となるもので
、上面部９７６は可動部材９３４のスライド板９６０の下面をスライド可能に支持する機
能を有する部分である。
【００４４】
　そして、中間部９７４の上面で上面部９７６が存在しないところは、可動部材９３４の
４つの出入り爪部９３６が移動できるための空間を形成するためのものである。したがっ
て、上面部９７６の平面寸法は、スライド板９６０が上面部９７６の上をスライド移動す
る範囲において、各出入り爪部９３６の運動を妨げない大きさに設定される。また、中間
部９７４と上面部９７６の間の段差は、出入り爪部９３６の厚みよりやや大きめに設定さ
れる。
【００４５】
　中間部９７４の平面寸法は、カバー板９４０の底面における側壁部９４６の内側平面寸
法よりやや小さめに設定される。したがって、カバー板９４０をベース板９３８にかぶせ
たときに、カバー板９４０の底面における側壁部９４６の内壁側がベース板９３８の中間
部９７４の側面に沿ってはまり込み、カバー板９４０の側壁部９４６の底面はベース板９
３８の底面部９７２の上面に突き当たる。このように、カバー板９４０をベース板９３８
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にかぶせることで操作ケース９３２の外形を得ることができる。
【００４６】
　カバー板９４０は、上記のようにつば部を有する上面板部９４４と、つば部の下部の側
壁部９４６とを有し、下方に開口を有する部材である。上面板部９４４には、可動部材９
３４の操作ボス９６６に対応して長手方向に沿った長穴である操作窓９５０が設けられる
。操作窓９５０の範囲内で操作ボス９６６を移動操作することで、カバー板９４０の外側
から可動部材９３４を長手方向に移動させることができる。
【００４７】
　側壁部９４６の内側は、２段階の段差を有しており、側壁部９４６の底面から一段下が
った突き当て面９８０は、ベース板９３８の中間部９７４の上面に突き当たる部分である
。したがって、カバー板９４０をベース板９３８にかぶせたときに、上記のようにカバー
板９４０の底面はベース板９３８の底面部９７２の上面に突き当たるが、それとともに、
突き当て面９８０はベース板９３８の中間部９７４の上面に突き当たる。いずれの突き当
たりが先に生じてもよい。このように２段階の突き当て構成をとることで、ベース板９３
８とカバー板９４０との組み立てにおいて、接着面積を増やすことができ、しっかりした
固定を行うことができる。
【００４８】
　突き当て面９８０からさらに上面板部９４４の底面側壁９８２との間にも段差がある。
この段差は、可動部材９３４を移動可能に保持するために設けられるもので、この段差の
大きさは可動部材９３４のスライド板９６０の厚みと、出入り爪部９３６の厚みとを加算
した値より若干大きめに設定される。上記のように、突き当て面９８０はベース板９３８
の中間部９７４の上面に突き当てられ、ベース板９３８の上面部９７６はスライド板９６
０の下面をスライド可能に支持し、ベース板９３８の上面部９７６と中間部９７４との間
の段差は出入り爪部９３６の厚みより若干大きめに設定される。したがって、ベース板９
３８の上面部９７６の上にスライド板９６０の下面をあてがって可動部材９３４を配置し
、カバー板９４０をかぶせると、カバー板９４０の上面板部９４４の底面側壁９８２とス
ライド板９６０の上面との間に若干隙間を持たせることができる。
【００４９】
　すなわち、カバー板９４０の上面板部９４４の底面側壁９８２と、ベース板９３８の上
面部９７６とは、可動部材９３４が可動空間９４２の中で移動するときに、ベース板９３
８の上面に平行な面でスライドするように案内するスライドガイドの機能を有する。
【００５０】
　カバー板９４０の上面板部９４４の底面側壁９８２と、突き当て面９８０との間の段差
壁の平面形状は、スライド板９６０及び出入り爪部９３６の運動を規制するように形成さ
れている。
【００５１】
　この段差壁のうち、カバー板９４０の長手方向に平行に設けられる長手方向段差壁９８
４と、長手方向段差壁９８４に平行であるが一部をはまり込み部として平面形状を波形と
した波形段差壁９８６は、スライド板９６０の長手方向の２辺をそれぞれ案内する機能を
有する。すなわち、長手方向段差壁９８４は、図３におけるスライド板９６０における長
手方向の２辺のうち、直線的な辺を案内し、波形段差壁９８６はスライド板９６０のルー
プ部９６２を有する辺を案内する。したがって、長手方向段差壁９８４と、波形段差壁９
８６とは、可動部材９３４が可動空間９４２の中で移動するときに、カバー板９４０又は
ベース板９３８の長手軸方向に移動するように案内する直線移動ガイドの機能を有する。
【００５２】
　また、波形段差壁９８６に２つ設けられるはまり込み部は、可動部材９３４がスライド
ガイド及び直線移動ガイドに沿って可動空間内を移動するときに、決められた２つの位置
の間の位置変更のみを行うように規制する位置決め手段としての機能を有する。すなわち
、２つのはまり込み部は、スライド板９６０のループ部９６２のほぼ中央部に設けられる
凸部９７０に対応して設けられる。したがって、凸部９７０は、通常は２つのはまり込み
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部の一方にはまり込んでおり、スライド板９６０はその位置でロックされる。その状態か
らスライド板９６０を他方のはまり込み部の方向に移動させようとすると、凸部９７０は
、２つのはまり込み部の間における山を越えようとし、ループ部９６２の弾性によりスラ
イド板９６０の短手方向に移動する。そして、山を越えるとループ部９６２の弾性により
短手方向の移動が元に戻り、他方のはまり込み部にはまり込み、スライド板９６０はその
位置にロックされる。このようにして、波形段差壁９８６の２つのはまり込み部は、スラ
イド板９６０の凸部９７０と協働し、スライド板９６０を２つの位置の間における位置変
更のみを可能とし、位置変更の後はその位置でロックする位置決め手段の機能を有する。
【００５３】
　カバー板９４０の上面板部９４４の底面側壁９８２と、突き当て面９８０との間の段差
壁のうち、カバー板９４０の長手方向の両端部に設けられる両端部段差壁９８８は、４つ
の出入り爪部９３６の回転運動を規制する姿勢ガイドの機能を有する。両端部段差壁９８
８は、図３に示されるように、１つの出入り爪部９３６の両側面に対応して、カバー板９
４０の短手方向に直線状に延びる直線状段差壁９９０と、カバー板９４０の長手方向に対
し傾斜した方向に延びる斜行段差壁９９２としてそれぞれ配置される。そして、この直線
状段差壁９９０と、斜行段差壁９９２との間に、出入り窓９４８が設けられる。
【００５４】
　図３の例で、スライド板９６０が紙面の右手方向に移動するときには、各出入り爪部９
３６の右側面がカバー板９４０の直線状段差壁９９０に当接し、各出入り爪部９３６はカ
バー板９４０の短手方向に平行な姿勢をとる。この姿勢をとるとき、各出入り爪部９３６
は出入り窓９４８よりカバー板９４０の外側に突き出る。これにより、収納部９１０の係
止溝９１８に各出入り爪部９３６ははまり込み、防水蓋９３０を収納部９１０にしっかり
着装することができる。そこでこの姿勢を、蓋着装姿勢と呼ぶことができ、そのときの可
動部材９３４の位置を蓋着装位置と呼ぶことができる。
【００５５】
　スライド板９６０が紙面の左手方向に移動するときには、各出入り爪部９３６の左側面
が斜行段差壁９９２に当接し、各出入り爪部９３６はカバー板９４０の長手方向に対し傾
斜した姿勢をとる。この姿勢をとるとき、各出入り爪部９３６は出入り窓９４８よりカバ
ー板９４０の内側に引っ込む。これにより、収納部９１０の係止溝９１８から各出入り爪
部９３６は外れ、防水蓋９３０を収納部９１０から外せる状態にすることができる。そこ
でこの姿勢を、蓋外し姿勢と呼ぶことができ、そのときの可動部材９３４の位置を蓋外し
位置と呼ぶことができる。
【００５６】
　このように、カバー板９４０の長手方向の両端部に設けられる両端部段差壁９８８は、
各出入り爪部９３６姿勢を蓋着装姿勢と蓋外し姿勢とするように案内する姿勢ガイドの機
能を有する。
【００５７】
　このようなベース板９３８、カバー板９４０、可動部材９３４は、それぞれ適当な樹脂
材料を成形加工すること等で得ることができる。その際に、ベース板９３８のオーリング
９５４を取り付ける部分には、凹凸ができないようにすることが好ましい。例えば、ベー
ス板９３８を成形加工するときに、金型の合わせ目がオーリング９５４を取り付ける部分
に来ないようにすることが好ましい。また、可動部材９３４の出入り爪部９３６は、薄い
金属板を加工したものを用いてもよい。
【００５８】
　上記のベース板９３８とカバー板９４０と可動部材９３４を組み立てて防水蓋９３０と
するには次のようにする。まずカバー板９４０の開口を上に向けて作業台の上にセットす
る。そして、カバー板９４０の長手方向と可動部材９３４の長手方向とを合わせて、可動
部材９３４をカバー板９４０の中にセットする。このとき、各出入り爪部９３６は斜行段
差壁９９２の傾斜に合わせてやや斜めにしておく。そして可動部材９３４の操作ボス９６
６をカバー板９４０の操作窓９５０に合わせ、さらにループ部９６２の凸部９７０を、カ
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バー板９４０の波形段差壁９８６における２つのはめ込み部の中で、図３において左側の
方のはめ込み部に合わせる。つまり、可動部材９３４をカバー板９４０の可動範囲の中で
最も左側に寄せた位置にしてセットを行う。このとき、各出入り爪部９３６は斜行段差壁
９９２に沿った姿勢で、出入り窓９４８より突き出さずにカバー板９４０の内部に収まっ
ている。
【００５９】
　このようにしてカバー板９４０の開口の内部に可動部材９３４がセットされると、次に
ベース板９３８を上下逆にしてカバー板９４０にかぶせる。このとき、カバー板９４０の
底面における側壁部９４６の内壁側と、ベース板９３８の中間部９７４の側面とを合わせ
てはめこむとよい。こうして、カバー板９４０とベース板９３８がしっかりはめ込まれる
と、その接続部を適当な接着材により固定し、ベース板の底面部９７２にオーリング９５
４を配置して、防水蓋９３０の組み立てが終了する。これを上下逆にしてひっくり返すと
、カバー板９４０の操作窓９５０の最も左に寄った状態で操作ボス９６６が見える。操作
ボス９６６を操作窓９５０の中で最も右に寄せると、出入り爪部９３６が出入り窓９４８
から突き出て、図１に示す防水蓋９３０の状態となる。
【００６０】
　上記構成のストップウオッチ９００について、収納部９１０とその開口９１２を覆う防
水蓋９３０の作用を説明する。以下においては、図１～図３で用いた符号を用いる。図４
と図５は、防水蓋９３０を収納部９１０の開口に合わせてはめ込んだときにおける可動部
材９３４の動作の様子を示す図である。可動部材９３４の全体は、実際にはカバー板９４
０に隠されて目視できないのであるが、図４、図５においては、理解しやすいように可動
部材９３４全体を実線で示してある。
【００６１】
　図４は、操作ボス９６６を紙面において最も右側に寄せたときの可動部材９３４の状態
を示す。このとき、可動部材９３４のループ部９６２の凸部９７０は、カバー板９４０の
波形段差壁９８６における右側のはまり込み部にはまり込み、そこでロックされている。
この位置は、蓋着装位置であり、出入り爪部９３６の姿勢は蓋着装姿勢となり、出入り窓
９４８から各出入り爪部９３６の先端部がカバー板９４０の外側に突き出て、収納部９１
０の内周壁部９１６の係止溝９１８にはまり込む。こうして、防水蓋９３０は、収納部９
１０の開口９１２を覆い、しっかりと係止される。また、オーリング９５４と収納部９１
０の内周壁部とにより密閉性が確保される。
【００６２】
　図５は、操作ボス９６６に設けられた操作用のくぼみ９６８にボールペン等の先を挿入
し、操作窓９５０に沿って最も左側に寄せたときの可動部材９３４の状態を示す図である
。このとき、可動部材９３４のループ部９６２の凸部９７０は、カバー板９４０の波形段
差壁９８６における右側のはまり込み部から左側のはまり込み部に移り、そこでロックさ
れる。この位置は、蓋外し位置であり、出入り爪部９３６の姿勢は蓋外し姿勢となり、各
出入り爪部９３６の先端部はカバー板９４０の内側に引っ込む。この状態においても、オ
ーリング９５４と収納部９１０の内周壁部との摩擦により、防水蓋９３０は自然に抜け落
ちることはない。そこで、蓋起こしくぼみ９２０にボールペン等の先を挿入し、防水蓋９
３０を収納部９１０の開口９１２から起こし、防水蓋９３０を外すことができる。
【００６３】
　このように、操作ケース９３２の可動空間９４２の中に保持される可動部材９３４を操
作ケース９３２の長手方向に移動させて位置を変更し、その位置の変更に連動させて出入
り爪部９３６を操作ケース９３２から出入りさせて、収納部９１０の係止溝９１８にはま
り込ませあるいは外すことができる。これにより、防水蓋９３０を収納部９１０から簡単
操作で着脱することができる。
【実施例２】
【００６４】
　操作ケースからの爪部の出し入れの機構は、可動部材と操作ケース内の案内ガイドとの
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組合せにより、他の構成をとることができる。図６から図８は、矩形開口を有する収納部
に対し、矩形の短手方向の操作により、爪板の出し入れを制御できる防水蓋を説明するも
のである。収納部の構成、操作ケースの外形等は、図１～図５に述べたものと同様である
ので、相違点のみ説明する。
【００６５】
　この実施の形態では、図６に示す形状の可動部材３４を用いる。可動部材３４は、一対
の左右爪板３６と、左右爪板３６の各中央部に設けられる両軸支部６４の間を接続するビ
ーム６０とが一体として構成される略Ｈ字形状を有する。可動部材３４のうち、すくなく
ともビーム６０部分は弾性体で構成される。そして、ビーム６０の中心部には操作ボス６
６が設けられる。
【００６６】
　操作ケースのベース板又はカバー板の長手方向の両端側には、可動部材３４の両軸支部
６４に対応して両回転中心６５が設けられるが、両回転中心６５間の距離は、ビーム６０
の自然長である両軸支部６４間の距離Ｌより短く設定される。換言すれば、ビーム６０は
、自然状態の両軸支部６４間の距離が両回転中心６５間の距離より長い弾性体で構成され
ている。つまり、可動部材３４がベース板又はカバー板に取り付けられて可動空間にある
ときは、ビーム６０は弓なり形状となり、それに伴い、ビーム６０の両端の左右爪板３６
は軸支部６４周りに回転するので、これを用いて左右爪板３６の先端を操作ケースの出入
り窓から出し入れすることができる。
【００６７】
　図７と図８は、略Ｈ字形状の可動部材３４の両軸支部６４を操作ケースの回転中心６５
に軸支して構成した防水蓋を収納部の開口に合わせてはめ込み、可動部材３４の操作ボス
６６の操作により左右爪板３６の先端を操作ケースから出し入れする様子を示す図である
。可動部材３４全体は、図４、図５と同様に実線で示してある。これらの図において、操
作ケースのカバー板には、その短手方向に延びる長穴の操作窓５０が設けられ、操作ボス
６６はその中で移動操作することができる。
【００６８】
　図７は、操作ボス６６を紙面において最も下側に移動させたときで、このときビーム６
０は紙面の下方に凸の弓なり形状となる。そして左右爪板３６はビーム６０と一体構成で
あるので、ビーム６０の弓なり形状が下方に凸になることにより、左右爪板３６が両軸支
部６４を中心として回転する。具体的には、図６の自然状態より左爪板３６が時計方向に
回転し、右爪板３６が反時計方向に回転し、いずれの爪板３６も操作ケースの長手方向に
略垂直の姿勢となる。このとき、左右爪板３６の先端を出入り窓から突き出させることが
でき、これにより、収納部の係止溝に左右爪板３６の先端をはめ込ませることができる。
【００６９】
　図８は、操作ボス６６を紙面において最も上側に移動させたときで、このときビーム６
０は紙面の上方に凸の弓なり形状となる。そして左右爪板３６はビーム６０と一体構成で
あるので、ビーム６０の弓なり形状が上方に凸になることにより、左右爪板３６が両軸支
部６４を中心として回転する。具体的には、図６又は図７の状態より左爪板３６が反時計
方向に回転し、右爪板３６が時計方向に回転し、いずれの爪板３６も操作ケースの長手方
向から傾斜した姿勢となる。このとき、左右爪板３６の先端を操作ケースの内部に引っ込
めることができ、これにより、収納部の係止溝から左右爪板３６の先端を外すことができ
る。
【００７０】
　この実施の形態においても、操作ケースの可動空間によって、略Ｈ字形状の可動部材３
４の運動がベース板の上面に平行な面内に規制される。また、ベース板又はカバー板に設
けられる両回転中心６５の位置と、カバー板の操作窓５０の配置関係と、可動部材３４に
設けられる操作ボス６６との位置関係で、左右爪板３６の取りうる姿勢が規制される。図
７、図８には図示されていないが、さらに左右爪板３６の姿勢変更を案内する姿勢ガイド
等を設けてもよい。
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【００７１】
　このように、操作ケースの可動空間の中に保持される可動部材３４を操作ケースの短手
方向に移動させて位置を変更し、その位置の変更に連動させて左右爪板３６の先端を操作
ケースから出入りさせて、収納部の係止溝にはまり込ませあるいは外すことができる。こ
れにより、防水蓋を収納部から簡単操作で着脱することができる。
【実施例３】
【００７２】
　図９と図１０は、略円形の開口を有する収納部に対し、直線方向の操作により、爪板の
出し入れを制御できる防水蓋を説明するものである。図１～図５に述べたものと比較する
と、外形が直方体から円筒状となるに伴う変更があるが、収納部の開口や係止溝、内周壁
部等の構成、操作ケースのベース板やカバー板等の構成は、図１～図５の内容と同様であ
るので、相違点のみ説明する。
【００７３】
　図９は、ストップウオッチ１００の裏面図と断面図で、ボタン型電池１０２が略円形の
開口を有する円筒状の収納部１１０の中に収納され、この略円形の開口に合わせて略円形
の平面形状を有する防水蓋１３０がはめ込まれている。防水蓋１３０を構成する操作ケー
スの可動空間には、可動部材１３４が保持される。可動部材１３４は、略矩形形状のスラ
イド板１６０と、スライド板１６０の外周部に根元部１６４が回転自在に取り付けられる
２つの爪板１３６で構成される。なお、爪板１３６の数は２つ以外であってもよい。各爪
板１３６のそれぞれは、中央部がベース板又はカバー板に設けられる回転中心１６５に軸
支される。また、操作ケースの可動空間には、スライド板１６０をベース板の上面に平行
な面内で直進移動させる案内が設けられる。スライド板１６０の直進軸は、スライド板１
６０の長手方向に平行で、略円形開口のほぼ中心を通るようにすることが好ましい。図９
では、紙面の左右方向に直進軸が設定されているが、紙面の上下方向に直進軸を設定して
もよい。可動部材１３４には操作ボス１６６が設けられ、操作ケースのカバー板には、直
進軸方向に延びる長穴の操作窓１５０が設けられ、操作ボス１６６はその中で移動操作す
ることができる。
【００７４】
　図９において、操作ボス１６６を紙面において操作窓１５０の最も右側に移動させたと
きの様子を示すもので、可動部材１３４全体は、図４、図５と同様に実線で示してある。
このとき、スライド板１６０は紙面において最も右側に移動し、各爪板１３６の根元部１
６４もまた紙面の最も右側に移動する。各爪板１３６の中央部は、ベース板又はカバー板
に設けられる回転中心１６５に軸支されているので、各爪板１３６の先端はこの回転中心
１６５まわりに回転して、スライド板１６０の長手方向の直進軸に対し傾斜した姿勢をと
る。このとき、各爪板１３６の先端を操作ケースの内部に引っ込めることができ、これに
より、収納部１１０の係止溝から各爪板１３６の先端を外すことができる。
【００７５】
　図１０は、操作ボス１６６を紙面において操作窓１５０の最も左側に移動させたときの
様子を示す図である。このとき、スライド板１６０は紙面において最も左側に移動し、各
爪板１３６の根元部１６４もまた紙面の最も左側に移動する。これに伴い、各爪板１３６
はベース板又はカバー板に設けられる回転中心１６５まわりに回転して姿勢を変更し、ス
ライド板１６０の直進軸にほぼ垂直の姿勢をとる。このとき、各爪板１３６の先端を操作
ケースから突き出すことができ、これにより、収納部１１０の係止溝に各爪板１３６の先
端をはめ込むことができる。
【００７６】
　このように、操作ケースの可動空間の中に保持される可動部材１３４を直進軸に沿って
移動させて位置を変更し、その位置の変更に連動させて各爪板１３６の先端を操作ケース
から出入りさせて、収納部１１０の係止溝にはまり込ませあるいは外すことができる。こ
れにより、防水蓋１３０を収納部１１０から簡単操作で着脱することができる。
【実施例４】
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【００７７】
　図１１と図１２は、略円形の開口を有する収納部に対し、回転操作により、爪板の出し
入れを制御できる防水蓋を説明するものである。収納部の構成、操作ケースの外形等は、
図９、図１０に述べたものと同様であるので、相違点のみ説明する。
【００７８】
　この実施の形態では、可動部材２３４は、略円形形状の回転スライド板２６０と、回転
スライド板２６０の外周部に根元部２６４が回転自在に取り付けられる３つの爪板２３６
とで構成される。なお、爪板２３６の数は３つ以外であってもよい。回転スライド板２６
０は、操作ケースの可動空間内で、ベース板の上面に平行な面内で略円形開口の中心軸周
りに回転スライドできるように案内されている。また、可動部材２３４には操作ボス２６
６が設けられ、操作ケースのカバー板には、円弧状長穴の操作窓２５０が設けられ、操作
ボス２６６は操作窓２５０の中で、略円形開口の中心軸周りに回転するような移動操作を
行うことができる。
【００７９】
　図１１は、操作ボス２６６を紙面において操作窓２５０の中で最も反時計方向に移動さ
せたときの様子を示すもので、可動部材２３４全体は、図４、図５と同様に実線で示して
ある。このとき、回転スライド板２６０は紙面において開口の中心軸周りに最も反時計方
向に回転し、各爪板２３６の根元部２６４も同様に回転移動する。操作ケースには各爪板
２３６の姿勢を案内する姿勢ガイドが設けられており、この姿勢ガイドによって、各爪板
２３６は、回転スライド板２６０の外周に対し略垂直の姿勢をとる。このとき、各爪板２
３６の先端を操作ケースから突き出すことができ、これにより、収納部の係止溝に各爪板
２３６の先端をはめ込むことができる。
【００８０】
　図１２は、操作ボス２６６を紙面において操作窓２５０の中で最も時計方向に移動させ
たときの様子を示す図である。このとき、回転スライド板２６０は紙面において開口の中
心軸周りに最も時計方向に回転し、各爪板２３６の根元部２６４も同様に回転移動し、回
転スライド板２６０の外周に対し傾斜した姿勢をとる。このとき、各爪板２３６の先端を
操作ケースの内部に引っ込めることができ、これにより、収納部の係止溝から各爪板２３
６の先端を外すことができる。
【００８１】
　このように、操作ケースの可動空間の中に保持される可動部材２３４を回転スライドさ
せて位置を変更し、その位置の変更に連動させて各爪板２３６の先端を操作ケースから出
入りさせて、収納部の係止溝にはまり込ませあるいは外すことができる。これにより、防
水蓋を収納部から簡単操作で着脱することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明に係る実施の形態の、収納部と防水蓋とを有する電子機器としてのストッ
プウオッチの裏面斜視図である。
【図２】本発明に係る実施の形態において、操作ケースの平面図及び２方向からの側面図
を用いて可動空間の様子を示す図である。
【図３】本発明に係る実施の形態の防水蓋において、操作ケースを分解し、ベース板とカ
バー板と可動部材とを示す図である。
【図４】本発明に係る実施の形態において、操作ボスを最も右側に寄せて防水蓋を着装す
るときの様子を示す図である。
【図５】本発明に係る実施の形態において、操作ボスを最も左側に寄せて防水蓋の係止を
外すときの様子を示す図である。
【図６】長方形の開口を有する収納部についての他の実施の形態における可動部材を示す
図である。
【図７】長方形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、操作ボスを最
も下側に移動させて防水蓋を着装するときの様子を示す図である。
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【図８】長方形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、操作ボスを最
も上側に移動させて防水蓋の係止を外すときの様子を示す図である。
【図９】略円形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、ストップウオ
ッチの裏面図と断面図で、操作ボスを最も右側に移動させて防水蓋の係止を外すときの様
子を示す図である。
【図１０】略円形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、操作ボスを
最も左側に移動させて防水蓋を着装するときの様子を示す図である。
【図１１】略円形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、操作ボスを
最も反時計方向に移動させて防水蓋を着装するときの様子を示す図である。
【図１２】略円形の開口を有する収納部についての他の実施の形態において、操作ボスを
最も時計方向に移動させて防水蓋の係止を外すときの様子を示す図である。
【符号の説明】
【００８３】
　３４，１３４，２３４，９３４　可動部材、３６，１３６，２３６　爪板、５０，１５
０，２５０　操作窓、６０　ビーム、６４，９６４　軸支部、６５，１６５　回転中心、
６６，１６６，２６６，９６６　操作ボス、１００，９００　ストップウオッチ、１０２
　ボタン型電池、１１０，９１０　収納部、１３０，９３０　防水蓋、１６０，９６０　
スライド板、１６４，２６４　根元部、２６０　回転スライド板、９０２　電池、９１２
　開口、９１４　段差、９１６　内周壁部、９１８　係止溝、９３２　操作ケース、９３
６　出入り爪部、９３８　ベース板、９４０　カバー板、９４２　可動空間、９４４　上
面板部、９４６　側壁部、９４８　出入り窓、９５０　操作窓、９５４　オー（Ｏ）リン
グ、９６２　ループ部、９２０，９６８　くぼみ、９７０　凸部、９７２　底面部、９７
４　中間部、９７６　上面部、９８０　突き当て面、９８２　底面側壁、９８４　長手方
向段差壁、９８６　波形段差壁、９８８　両端部段差壁、９９０　直線状段差壁、９９２
　斜行段差壁。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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