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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水濡れ状態に応じて変化する物理量を検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と、
　を備える電子機器であって、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出される物理量が第１の閾値以上、第２の閾値
未満の場合、第１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断し、前記検出手段により検出
される物理量が前記第２の閾値以上の場合、前記第１の所定時間よりも長い第２の所定時
間が経過するまでの間電源を遮断することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記検出手段により検出される物理量が前記第１の閾値以上、前記第２の閾値未満の場
合に第１の態様により報知し、前記検出手段により検出される物理量が前記第２の閾値以
上の場合に第２の態様により報知する報知手段を備え、
　前記制御手段は、前記第１の態様による報知又は前記第２の態様による報知の後に電源
を遮断することを特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経過した
後に電源の遮断を抑制することを特徴とする請求項１又は２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経過した
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後に前記検出手段により検出される物理量が第１の閾値以上である場合、前記電源の遮断
を継続することを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記検出手段は、前記水濡れ状態に応じて変化する物理量を検出するための検出センサ
及び複数の検出パッドを含み、前記複数の検出パッドの変化度合いを前記物理量として検
出することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　水濡れ状態に応じて変化する物理量を検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と、
　を備える電子機器であって、
　前記検出手段は、前記水濡れ状態に応じて変化する物理量を検出するための検出センサ
及び複数の検出パッドと、を含み、
　前記制御手段は、前記検出手段により検出される物理量が前記複数の検出パッドの全て
において変化した場合、第１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断し、前記検出手段
により検出される物理量が前記複数の検出パッドのうちの一部の検出パッドにおいて変化
した場合、前記第１の所定時間よりも長い第２の所定時間が経過するまでの間電源を遮断
することを特徴とする電子機器。
【請求項７】
　前記物理量は、静電容量であることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の電
子機器。
【請求項８】
　水濡れ状態を検出する検出手段と、
　前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と、
　を備える電子機器であって、
　前記制御手段は、前記検出手段により水濡れ状態が第１の水濡れ状態であることが検出
された場合、第１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断し、前記検出手段により水濡
れ状態が第２の水濡れ状態であることが検出された場合、第２の所定時間が経過するまで
の間電源を遮断することを特徴とする電子機器。
【請求項９】
　前記検出手段により水濡れ状態が前記第１の水濡れ状態であると検出された場合に第１
の態様により報知し、前記検出手段により水濡れ状態が前記第２の水濡れ状態であると検
出された場合に第２の態様により報知する報知手段を備え、
　前記制御手段は、前記第１の態様による報知又は前記第２の態様による報知の後に電源
を遮断することを特徴とする請求項８に記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経過した
後に電源の遮断を抑制することを特徴とする請求項８又は９に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経過した
後に前記検出手段により水濡れ状態を検出すると共に、当該水濡れ状態が前記第１の水濡
れ状態又は前記第２の水濡れ状態である場合、前記電源の遮断を継続することを特徴とす
る請求項８乃至１０のいずれかに記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記検出手段は、前記水濡れ状態を検出するための検出センサ及び複数の検出パッドと
、を含み、前記複数の検出パッドの変化度合いに基づき前記水濡れ状態を検出することを
特徴とする請求項８乃至１１のいずれかに記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水濡れを検出可能な電子機器に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の電子機器は、環境温度が低温から常温に変位したことにより電子機器内
の回路基板に結露が発生した場合や、雨に濡れたりしたことにより電子機器内の回路基板
が水に濡れた場合等のように軽微な水濡れ状態となった場合には、回路基板上に実装され
た電子部品が短絡し、故障する可能性がある。
【０００３】
　また、電子機器に水が掛かったり、水没したりした場合等の重大な水濡れ状態となった
場合には、回路基板上に実装された電子部品が短絡し、故障する可能性が更に高くなる。
【０００４】
　このような電子機器の水濡れによる故障を防ぐために水濡れ状態を検出した場合、バッ
テリからの電源供給を遮断する電子機器が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００７－２５１８３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、上述したように水濡れには軽微な状態と重大な状態とがあり、軽微な水濡れ状
態から電子機器が動作可能な状態に回復することは、比較的容易である。しかしながら、
特許文献１に記載された電子機器では、水濡れ状態を検出した場合、水濡れ状態の程度に
拘わらず、バッテリからの電源供給を遮断してしまう。このため、再度電子機器を動作可
能な状態にするには時間が掛かってしまう場合があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、水濡れの状態に応じて電源の遮断を制御することができる電子機器
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】
【０００７】
　本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、水濡れ状態に応じて変化する物
理量を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と
、を備える電子機器であって、前記制御手段は、前記検出手段により検出される物理量が
第１の閾値以上、第２の閾値未満の場合、第１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断
し、前記検出手段により検出される物理量が前記第２の閾値以上の場合、前記第１の所定
時間よりも長い第２の所定時間が経過するまでの間電源を遮断することを特徴とする。
【０００８】
　また、前記検出手段により検出される物理量が前記第１の閾値以上、前記第２の閾値未
満の場合に第１の態様により報知し、前記検出手段により検出される物理量が前記第２の
閾値以上の場合に第２の態様により報知する報知手段を備え、前記制御手段は、前記第１
の態様による報知又は前記第２の態様による報知の後に電源を遮断することが好ましい。
【０００９】
　また、前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経
過した後に電源の遮断を抑制することが好ましい。
【００１０】
　また、前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経
過した後に前記検出手段により検出される物理量が第１の閾値以上である場合、前記電源
の遮断を継続することが好ましい。
【００１１】
　また、前記検出手段は、前記水濡れ状態に応じて変化する物理量を検出するための検出
センサ及び複数の検出パッドを含み、前記複数の検出パッドの変化度合いを前記物理量と
して検出することが好ましい。
【００１２】
　本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、水濡れ状態に応じて変化する物
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理量を検出する検出手段と、前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と
、を備える電子機器であって、前記検出手段は、前記水濡れ状態に応じて変化する物理量
を検出するための検出センサ及び複数の検出パッドと、を含み、前記制御手段は、前記検
出手段により検出される物理量が前記複数の検出パッドの全てにおいて変化した場合、第
１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断し、前記検出手段により検出される物理量が
前記複数の検出パッドのうちの一部の検出パッドにおいて変化した場合、前記第１の所定
時間よりも長い第２の所定時間が経過するまでの間電源を遮断することを特徴とする。
【００１３】
　また、前記物理量は、静電容量であることが好ましい。
【００１４】
　本発明に係る電子機器は、上記課題を解決するために、水濡れ状態を検出する検出手段
と、前記検出手段の検出結果に応じて電源を遮断する制御手段と、を備える電子機器であ
って、前記制御手段は、前記検出手段により水濡れ状態が第１の水濡れ状態であることが
検出された場合、第１の所定時間が経過するまでの間電源を遮断し、前記検出手段により
水濡れ状態が第２の水濡れ状態であることが検出された場合、第２の所定時間が経過する
までの間電源を遮断することを特徴とする。
【００１５】
　また、前記検出手段により水濡れ状態が前記第１の水濡れ状態であると検出された場合
に第１の態様により報知し、前記検出手段により水濡れ状態が前記第２の水濡れ状態であ
ると検出された場合に第２の態様により報知する報知手段を備え、前記制御手段は、前記
第１の態様による報知又は前記第２の態様による報知の後に電源を遮断することが好まし
い。
【００１６】
　また、前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経
過した後に電源の遮断を抑制することが好ましい。
【００１７】
　また、前記制御手段は、前記第１の所定時間が経過した後又は前記第２の所定時間が経
過した後に前記検出手段により水濡れ状態を検出すると共に、当該水濡れ状態が前記第１
の水濡れ状態又は前記第２の水濡れ状態である場合、前記電源の遮断を継続することが好
ましい。
【００１８】
　また、前記検出手段は、前記水濡れ状態を検出するための検出センサ及び複数の検出パ
ッドと、を含み、前記複数の検出パッドの変化度合いに基づき前記水濡れ状態を検出する
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、水濡れの状態に応じて電源の遮断を制御することができる電子機器を
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】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１は、本発明に係る電子機器の一例であ
る携帯電話機１の外観斜視図を示す。なお、図１は、いわゆる折り畳み型の携帯電話機の
形態を示しているが、本発明に係る携帯電話機の形態はこれに限られない。例えば、両筐
体を重ね合わせた状態から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式や
、重ね合せ方向に沿う軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式（ターンタ
イプ）や、操作部と表示部とが１つの筐体に配置され、連結部を有さない形式（ストレー
トタイプ）でもよい。
【００２１】
　携帯電話機１は、操作部側筐体２と、表示部側筐体３と、を備えて構成される。操作部
側筐体２は、表面部１０に、操作部１１と、携帯電話機１の使用者が通話時に発した音声
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が入力されるマイク１２と、を備える。操作部１１は、各種設定機能や電話帳機能やメー
ル機能等の各種機能を作動させるための機能設定操作ボタン１３と、電話番号の数字やメ
ールの文字等を入力するための入力操作ボタン１４と、各種操作における決定やスクロー
ル等を行う決定操作ボタン１５と、から構成されている。
【００２２】
　また、表示部側筐体３は、表面部２０に、各種情報を表示するためのＬＣＤ（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）表示部２１と、通話の相手側の音声を出力する
スピーカ２２と、を備える。
【００２３】
　また、操作部側筐体２の上端部と表示部側筐体３の下端部とは、ヒンジ機構４を介して
連結されている。また、携帯電話機１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部側筐体
２と表示部側筐体３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体２と表示部側筐体３
とが互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側筐体２と表示部側筐体３とを折り
畳んだ状態（折り畳み状態）にしたりできる。
【００２４】
　また、図２は、操作部側筐体２の一部を分解した斜視図を示している。操作部側筐体２
は、図２に示すように、回路基板３０と（図３を参照）、充電池４０とメインアンテナ５
０等がリアケース部３１に収納されて構成されている。また、充電池４０は、着脱可能な
充電池カバー（バッテリーリッド）７０により覆われている。
【００２５】
　図３に示すように、回路基板３０は、充電池４０と対向する側の面に所定の演算処理を
行うＣＰＵ４９等の素子が実装されており、表面部１０上の操作部１１がユーザにより操
作が行われたときに、所定の信号がＣＰＵ４９に供給される。また、回路基板３０には、
検出パッド６１及び検出センサ６２を備える水濡れ検出部６０が電子部品として実装され
ている。
【００２６】
　リアケース部３１は、ヒンジ機構４を固定するヒンジ機構固定部３１Ａと、所定の使用
周波数帯により通信を行うメインアンテナ５０を収納するメインアンテナ収納部３１Ｂと
、充電池４０を格納する充電池格納部３１Ｃと、を備えている。
【００２７】
　図４は、携帯電話機１の機能を示すブロック図である。携帯電話機１は、操作部１１と
、マイク１２と、メインアンテナ５０と、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）回路
部４１と、ＬＣＤ制御部４２と、音声処理部４３と、メモリ４４と、タイマ４５と、ＬＥ
Ｄ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）４７と、電源制御回路部４８と、ＣＰ
Ｕ４９（制御手段）と、バイブレーションモータ５１と、充電池４０と、水濡れ検出部（
検出手段）６０と、が操作部側筐体２に備えられ、ＬＣＤ表示部２１と、スピーカ２２と
、ドライバＩＣ２３とが表示部側筐体３に備えられている。
【００２８】
　メインアンテナ５０は、所定の使用周波数帯（例えば、８００ＭＨｚ）で外部装置と通
信を行う。なお、本実施形態では、所定の使用周波数帯として、８００ＭＨｚとしたが、
これ以外の周波数帯であってもよい。また、メインアンテナ５０は、所定の使用周波数帯
の他に、他の使用周波数帯（例えば、２ＧＨｚ）に対応できる、いわゆるデュアルバンド
対応型による構成であってもよい。
【００２９】
　ＲＦ回路部４１は、メインアンテナ５０によって受信した信号を復調処理し、処理後の
信号をＣＰＵ４９に供給し、また、ＣＰＵ４９から供給された信号を変調処理し、メイン
アンテナ５０を介して外部装置（基地局）に送信する。また、その一方で、メインアンテ
ナ５０によって受信している信号の強度をＣＰＵ４９に通知を行う。
【００３０】
　ＬＣＤ制御部４２は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、所定の画像処理を行い、処理後
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の画像データをドライバＩＣ２３に出力する。ドライバＩＣ２３は、ＬＣＤ制御部４２か
ら供給された画像データをフレームメモリに蓄え、所定のタイミングでＬＣＤ表示部２１
に出力する。
【００３１】
　音声処理部４３は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、ＲＦ回路部４１から供給された信
号に対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をスピーカ２２に出力する。スピーカ２
２は、音声処理部４３から供給された信号を外部に出力する。
【００３２】
　また、音声処理部４３は、ＣＰＵ４９の制御にしたがって、マイク１２から入力された
信号を処理し、処理後の信号をＲＦ回路部４１に出力する。ＲＦ回路部４１は、音声処理
部４３から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をメインアンテナ５０に出
力する。
【００３３】
　メモリ４４は、例えば、ワーキングメモリを含み、ＣＰＵ４９による演算処理に利用さ
れる。具体的には、後述する水濡れ検出部６０により検出される静電容量や所定の閾値等
を記憶することができる。なお、メモリ４４は、着脱可能な外部メモリを兼ねていてもよ
い。
【００３４】
　タイマ４５は、計時機能を有し、現在の時刻を含む時刻情報をＣＰＵ４９に出力可能に
構成される。また、タイマ４５は、予め設定された時間が経過したことをＣＰＵ４９に通
知する。更に、タイマ４５は、携帯電話機１の電源が遮断された状態においても電力が供
給され、計時機能を動作可能に構成されている。なお、本実施形態では、タイマ４５は、
ＣＰＵ４９の外部に配置されているが、ＣＰＵ４９にタイマが内蔵されていてもよい。
【００３５】
　ＬＥＤ４７は、電源制御回路部４８から供給される電圧に基づいて発光するように構成
されている。
【００３６】
　電源制御回路部４８は、充電池４０が接続されており、充電池４０から供給される電源
電圧を所定の電源電圧に変換し、変換後の電源電圧をＬＥＤ４７等に供給する。なお、電
源制御回路部４８は、他の電子部品や機能ブロック等にも電源供給することは勿論のこと
である。
【００３７】
　また、ＲＦ回路部４１により、自装置に対する呼出信号が検出されると、ＬＣＤ表示部
２１とＬＥＤ４７とバイブレーションモータ５１とスピーカ２２とを駆動して、着信を報
知する。なお、この着信に対して操作部１１による応答操作が生じると、ＲＦ回路部４１
を通信、通話に移行させる。
【００３８】
　水濡れ検出部６０は、検出パッド６１と、検出センサ６２とを備え、水濡れ状態に応じ
て変化する物理量である静電容量を検出する。
【００３９】
　検出パッド６１は、回路基板３０上に配置され、水が接触することにより静電容量が変
化するように構成されている。
【００４０】
　検出センサ６２は、検出パッド６１の静電容量を検出する検出回路を含んで構成される
。そして、検出センサ６２は、一定期間又は定常的に検出パッド６１を監視し、検出パッ
ド６１における水の接触に変化に応じて、変化する静電容量を検出する。そして、検出セ
ンサ６２は、検出した静電容量をＣＰＵ４９へ通知する。
【００４１】
　ＣＰＵ４９は、携帯電話機１の全体を制御する。また、ＣＰＵ４９は、先に述べたメイ
ンアンテナ５０による電波状態や充電池４０の残量、不在着信及び未読メールの有無等の



(7) JP 5074360 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

内部状態を監視しており、この結果に基づいて、ＬＥＤ４７の発光色を変更したり、ＬＣ
Ｄ表示部２１の表示内容を変更したりする制御も行う。また、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出
部６０の検出結果に応じて、電源制御回路部４８に対して電源を遮断するように制御する
。
【００４２】
　具体的には、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出される静電容量が閾値Ａ（第
１の閾値）以上であり、且つ閾値Ａよりも大きい閾値Ｂ（第２の閾値）未満の場合には、
軽微な水濡れであると判断して、時間Ｔ１（第１の所定時間）が経過するまでの間、電源
を遮断し続けるように電源制御回路部４８を制御する。
【００４３】
　また、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出される静電容量が閾値Ｂ以上の場合
には、重大な水濡れであると判断して、時間Ｔ１よりも長い時間Ｔ２（第２の所定時間）
が経過するまでの間、電源を遮断し続けるように電源制御回路部４８を制御する。ここで
、時間Ｔ１及び時間Ｔ２は、電源を遮断するとタイマ４５による計時が開始され、タイマ
４５からＣＰＵ４９に時間Ｔ１及び時間Ｔ２が経過したことが通知されることにより計測
することができる。
【００４４】
　このように構成することにより本実施形態の携帯電話機１は、検出される静電容量の値
に応じて、時間Ｔ１又はＴ２が経過するまでの間、電源を遮断するよう制御する。このた
め、回路基板３０に実装された電子部品中の回路の短絡を未然に防ぐことができると共に
、回路基板３０の水濡れ状態が軽微な水濡れであるか、重大な水濡れであるかに応じて電
源を遮断する時間を変更することができる。
【００４５】
　ここで、本実施形態では、軽微な水濡れ状態とは、環境温度が低温から常温に変位した
ことにより回路基板３０に結露が発生した場合や、携帯電話機１が雨に濡れたりしたこと
により回路基板３０が水に濡れた場合等のような状態をいう。また、重大な水濡れとは、
携帯電話機１に水が掛かったり、水没したりしたことにより回路基板３０が水に濡れた場
合等のような状態をいう。
【００４６】
　また、本実施形態では、第１の水濡れ状態とは、環境温度が低温から常温に変位したこ
とにより回路基板３０に結露が発生した場合や、携帯電話機１が雨に濡れたりしたことに
より回路基板３０が水に濡れた場合等のような状態をいう。また、第２の水濡れ状態とは
、携帯電話機１に水が掛かったり、水没したりしたことにより回路基板３０が水に濡れた
揚合等のような状態をいう。
【００４７】
　次に、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出される静電容量が閾値Ａ以上であり
、且つ閾値Ｂ未満の場合には、回路基板３０が軽微な水濡れであり、携帯電話機１の電源
を遮断することをユーザに対して報知するための情報（第１の態様）をＬＣＤ表示部２１
に表示するように制御する。
【００４８】
　また、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出される静電容量が閾値Ｂ以上の場合
には、回路基板３０が重大な水濡れであり、携帯電話機１の電源を遮断することをユーザ
に対して報知するための情報（第２の態様）をＬＣＤ表示部２１に表示するように制御す
る。
【００４９】
　そして、ＣＰＵ４９は、第１の態様による報知、又は第２の態様による報知の後に電源
を遮断するように電源制御回路部４８を制御する。
【００５０】
　このように構成することにより本実施形態の携帯電話機１は、水濡れ検出部６０により
検出される静電容量の値に応じて、第１の態様による報知又は第２の態様による報知を行
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う。したがって、ユーザは携帯電話機１が軽微な水濡れであるか重大な水濡れであるかを
確認することができる。
【００５１】
　また、ＣＰＵ４９は、時間Ｔ１が経過した後、又は時間Ｔ２が経過した後に電源を供給
するように電源制御回路部４８を制御してもよい。
【００５２】
　このように本実施形態の携帯電話機１は、時間Ｔ１が経過した後、又は時間Ｔ２が経過
した後に電源を再び供給することによって、回路基板３０の水濡れが乾燥したと考えられ
る一定期間経過後に携帯電話機１を再び使用することできる。
【００５３】
　また、ＣＰＵ４９は、時間Ｔ１が経過した後、又は時間Ｔ２が経過した後に水濡れ検出
部６０により静電容量を検出する。そして、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出
された静電容量が閾値Ａ未満である場合、電源を供給するように電源制御回路部４８を制
御してもよい。
【００５４】
　このように本実施形態の携帯電話機１は、時間Ｔ１が経過した後、又は時間Ｔ２が経過
した後に再度静電容量を検出する。そして、検出された静電容量により水濡れが乾いた状
態になっていれば、電源を再び供給することによって、ユーザは携帯電話機１を安全な状
態で使用することができる。
【００５５】
　次に、図５を参照しながら本実施形態の携帯電話機１の処理流れについて説明する。図
５は、携帯電話機１の処理の流れについて示すフローチャートである。
【００５６】
　ステップＳ１において、検出センサ６２は、検出パッド６１の静電容量の変化としての
静電容量αを検出し、ＣＰＵ４９へ通知する。
【００５７】
　ステップＳ２において、ＣＰＵ４９は、検出センサ６２により検出された静電容量αを
閾値Ａ及び閾値Ｂと比較する。比較した結果、静電容量αが閾値Ａ以上であり、閾値Ｂ未
満である場合（閾値Ａ≦静電容量α＜閾値Ｂ）には、ステップＳ３へ移る。また、静電容
量αが閾値Ｂ以上である場合（閾値Ｂ≦静電容量α）には、ステップＳ１１へ移る。また
、静電容量αが閾値Ａ未満である場合（静電容量α＜閾値Ａ）には、検出パッド６１が水
濡れ状態ではないと判断し、一連の処理を終了する。
【００５８】
　ステップＳ３において、ＣＰＵ４９は、回路基板３０の軽微な水濡れにより電源を遮断
することをメモリ４４に記憶させる。
【００５９】
　ステップＳ４において、ＣＰＵ４９は、回路基板３０が軽微な水濡れであり、携帯電話
機１の電源を遮断することをユーザに対して報知するための情報（例えば、文字列『軽微
な水濡れを検出しました。自動的に電源をＯＦＦします。』等）をＬＣＤ表示部２１に表
示するように制御する。
【００６０】
　ステップＳ５において、ＣＰＵ４９は、電源を遮断するように電源制御回路部４８を制
御する。そして、ＣＰＵ４９は、電源の遮断と共にタイマ４５による計時を開始する。こ
こで、電源が遮断された後も一定期間ごとにＣＰＵ４９の一部分は起動し、タイマ４５か
らの計時時間の経過通知を受け付ける。
【００６１】
　ステップＳ６において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ５において電源を遮断してから、タ
イマ４５の計時により時間Ｔ１が経過したか否かを判定する。電源を遮断してから時間Ｔ
１が経過した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ７へ移る。一方、電源を遮断してから時間
Ｔ１が経過していない場合（Ｎｏ）には、ステップＳ６へ移る。
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【００６２】
　ステップＳ７において、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０及びＣＰＵ４９の水濡れ検出
部６０を制御する部分に電力を供給するように電源制御回路部４８を制御する。これによ
り水濡れ検出部６０及び水濡れ検出部６０を制御する部分のＣＰＵ４９は動作可能な状態
となる。
【００６３】
　ステップＳ８において、検出センサ６２は、検出パッド６１の静電容量の変化としての
静電容量βを検出し、ＣＰＵ４９へ通知する。
【００６４】
　ステップＳ９において、ＣＰＵ４９は、検出センサ６２により検出された静電容量βを
閾値Ａ及び閾値Ｂと比較する。比較した結果、静電容量βが閾値Ａ以上であり、閾値Ｂ未
満である場合（閾値Ａ≦静電容量β＜閾値Ｂ）には、ステップＳ５へ移り、再度電源を遮
断する。また、静電容量βが閾値Ｂ以上である場合（閾値Ｂ≦静電容量β）には、ステッ
プＳ１３へ移る。また、静電容量βが閾値Ａ未満である場合（静電容量β＜閾値Ａ）には
、ステップＳ１０へ移る。
【００６５】
　ステップＳ１０において、ＣＰＵ４９は、電源を供給するように電源制御回路部４８を
制御して、携帯電話機１を起動させる。
【００６６】
　ステップＳ１１において、ＣＰＵ４９は、回路基板３０の重大な水濡れにより電源を遮
断することをメモリ４４に記憶させる。
【００６７】
　ステップＳ１２において、ＣＰＵ４９は、回路基板３０が重大な水濡れであり、携帯電
話機１の電源を遮断することをユーザに対して報知するための情報（例えば、文字列『重
大な水濡れを検出しました。自動的に電源をＯＦＦします。』等）をＬＣＤ表示部２１に
表示するように制御する。
【００６８】
　ステップＳ１３において、ＣＰＵ４９は、電源を遮断するように電源制御回路部４８を
制御する。そして、ＣＰＵ４９は、電源の遮断と共にタイマ４５による計時を開始する。
ここで、電源が遮断された後も一定期間ごとにＣＰＵ４９の一部分は起動し、タイマ４５
からの計時時間の経過通知を受け付ける。
【００６９】
　ステップＳ１４において、ＣＰＵ４９は、ステップＳ１３において電源を遮断してから
、タイマ４５の計時により時間Ｔ２が経過したか否かを判定する。電源を遮断してから時
間Ｔ２が経過した場合（Ｙｅｓ）には、ステップＳ１５へ移る。一方、電源を遮断してか
ら時間Ｔ２が経過していない場合（Ｎｏ）には、ステップＳ１４へ移る。
【００７０】
　ステップＳ１５において、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０及びＣＰＵ４９の水濡れ検
出部６０を制御する部分に電力を供給するように電源制御回路部４８を制御する。これに
より水濡れ検出部６０及び水濡れ検出部６０を制御する部分のＣＰＵ４９は動作可能な状
態となる。
【００７１】
　ステップＳ１６において、検出センサ６２は、検出パッド６１の静電容量の変化として
の静電容量γを検出し、ＣＰＵ４９へ通知する。
【００７２】
　ステップＳ１７において、ＣＰＵ４９は、検出センサ６２により検出された静電容量γ
を閾値Ａ及び閾値Ｂと比較する。比較した結果、静電容量γが閾値Ａ以上であり、閾値Ｂ
未満である場合（閾値Ａ≦静電容量γ＜閾値Ｂ）には、ステップＳ５へ移り、再度電源を
遮断する。また、静電容量βが閾値Ｂ以上である場合（閾値Ｂ≦静電容量β）には、ステ
ップＳ１３へ移る。また、静電容量βが閾値Ａ未満である場合（静電容量β＜閾値Ａ）に
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は、ステップＳ１０へ移る。
【００７３】
　＜変形例＞
　次に、上述した実施形態の変形例について図６を参照しながら説明する。図６に示すよ
うに、変形例の回路基板３０には、ＣＰＵ４９と、水濡れ検出部６０とが実装される。そ
して、水濡れ検出部６０は、検出パッド６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、６１ｄ、及び６１ｅと
、検出センサ６２とを含んで構成される。すなわち、変形例では、水濡れ検出部６０は、
複数の検出パッド６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、６１ｄ、及び６１ｅを有し、これらの検出パ
ッドはそれぞれ回路基板３０上に実装されている。
【００７４】
　そして、ＣＰＵ４９は、これらの検出パッドの静電容量の変化の最大値又は平均値を検
出センサ６２により検出された場合、回路基板３０が水濡れ状態であると判断する。
【００７５】
　このように携帯電話機１は、複数の検出パッド６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、６１ｄ、及び
６１ｅを回路基板３０上に設けることによって、より確実に回路基板３０の水濡れ状態を
判断することができる。
【００７６】
　また、ＣＰＵ４９は、水濡れ検出部６０により検出される静電容量が、複数の検出パッ
ド６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、６１ｄ、及び６１ｅの全てで変化した場合を結露であると判
断し、複数の検出パッドのうちの一部の検出パッドで変化した場合を水没であると判断す
るように構成してもよい。
【００７７】
　ここで、結露は回路基板３０上に均一に水滴が付くため、検出パッド６１の静電容量は
全体的に変化すると考えられる。よって、全ての検出パッドにおいて静電容量が変化して
いることが検出された場合を結露であると判断する。一方、水没は操作部側筐体２の隙間
から徐々に水が浸入し、回路基板３０上の複数の検出パッドのうちの一部の検出パッドの
静電容量が変化すると考えられる。よって、一部の検出パッドにおいて静電容量が変化し
ていることが検出された場合を水没であると判断する。
【００７８】
　したがって、変形例の携帯電話機１によれば、回路基板３０の水濡れ状態を結露である
か、水没であるかを判断することができる。
【００７９】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に制限され
るものではなく、適宜変更が可能である。
【００８０】
　上述した実施形態では、報知手段として、ＬＣＤ表示部２１を用いてユーザに対して水
濡れを報知したが、これに限らない。例えば、報知手段としてバイブレーションモータ５
１を用い、軽微な水濡れ状態を報知する第１の態様と、重大な水濡れ状態を報知する第１
の態様と異なる第２の態様で振動させるようにバイブレーションモータ５１を制御しても
よい。これにより、軽微な水濡れ状態と、重大な水濡れ状態とをバイブレーションモータ
５１の振動によりユーザに報知することができる。
【００８１】
　また、報知手段としてスピーカ２２を用い、軽微な水濡れ状態を報知する第１の態様と
、重大な水濡れ状態を報知する第１の態様と異なる第２の態様で音や音声を出力させるよ
うに音声処理部４３及びスピーカ２２を制御してもよい。これにより、軽微な水濡れ状態
及び重大な水濡れ状態を音や音声によりユーザに報知することができる。
【００８２】
　また、上述した実施形態では、検出パッド６１は、回路基板３０のＣＰＵ４９等が実装
されている面に実装されていたが、これに限らず、例えば、回路基板３０のＣＰＵ４９等
が実装されている面の反対側の面に検出パッド６１を実装してもよい。
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【００８３】
　また、上述した実施形態では、検出パッド６１は操作部側筐体２の回路基板３０上に実
装されていたが、これに限らず、表示部側筐体３の回路基板上に実装してもよい。
【００８４】
　また、上述した実施形態では、検出パッド６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、及び６１ｄは、そ
れぞれ回路基板３０の端部に実装され、検出パッド６１ｅは、ＣＰＵ４９の近傍に実装さ
れているが、検出パッドが実装される位置及はこれに限らない。例えば、操作部側筐体２
の水が浸入しやすいコネクタ部の付近に検出パッドを実装してもよい。このように構成す
ることによって、より好適に水濡れを検出することができる。また、検出パッドの個数も
特に制限されない。
【００８５】
　また、上述した実施形態では、検出部６０は、静電容量の変化により水濡れを検出した
が、これに限らない。例えば、検出部６０は、直接水濡れを検出し、検出した水濡れが結
露であるか水没であるかを判断して、その判断結果をＣＰＵ４９へ通知するように構成さ
れていてもよい。
【００８６】
　また、上述した実施形態では、静電容量の検出により水濡れ状態の程度を判断していた
が、これに限られず、他の状態検出手段として水検出手段を用いて判断してもよい。
【００８７】
　具体的には、発光部から水のエネルギー吸収バンドに調整された波長を有する赤外光を
検出パッドに照射して、検出パッドからの赤外光を受光部にて受光する。検出パッドにお
ける水分子の有無やその量の大小により受光部にて受光する赤外光のエネルギー強度は変
化する。よって当該赤外光の発光部及び受光部でのエネルギー強度の変化量を検出センサ
によって検出することにより、当該変化量によって水濡れ状態の程度を判断してもよい。
例えば、エネルギー強度の変化量として、受光部のエネルギー強度が発光部のエネルギー
強度の８５％未満の場合は、第１の水濡れ状態とする。また、受光部のエネルギー強度が
発光部のエネルギー強度の８５％以上９５％以下の場合は、第２の水濡れ状態と判断する
。
【００８８】
　なお、検出パッドは例えば、赤外光を９９％透過するガラスにより形成されているのが
好ましい。ガラスに付着した水滴等の水分子の有無や、その量の大小により上記受光部に
て受光されるエネルギー強度が変化することとなる。発光部は例えば、赤外光を照射する
ＬＥＤであるのが好ましい。受光部は例えば、フォトダイオードを用いた光センサである
のが好ましい。
【００８９】
　なお、上述した実施形態においては、携帯電話機１について説明したが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、例えば、ＰＨＳ（登録商標：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ
　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ）、ポータブルナビゲーション装置、例えばノートパソコン等の携帯型パーソ
ナルコンピュータ等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明に係る電子機器の一例である携帯電話機１の外観斜視図である。
【図２】操作部側筐体２の一部を分解した斜視図である。
【図３】回路基板３０の構成を示す平面図である。
【図４】携帯電話機１の機能を示すブロック図である。
【図５】携帯電話機１の処理の流れについて示すフローチャート
【図６】変形例の回路基板３０の構成を示す平面図である。
【符号の説明】
【００９１】
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　１　携帯電話機
　２１　ＬＣＤ表示部
　２２　スピーカ
　４８　電源制御回路部
　４９　ＣＰＵ
　５１　バイブレーションモータ
　６０　水濡れ検出部
　６１　検出パッド
　６２　検出センサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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