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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器の筐体に形成された開口から先端部が露出するように配置された操作部材と、
前記操作部材が操作されることによって開閉が行われるスイッチが設けられた基板と、前
記操作部材と前記基板との間に介在された弾性体からなるシート状部材とを備え、前記シ
ート状部材は、少なくとも周縁部に、前記電子機器の外部から前記基板の表面への液体の
浸入を防止するための、シール部を有する電子機器の防水構造であって、
　前記シール部は環状のＵ字溝を備えてなると共に、該Ｕ字溝に対向する前記筐体側の部
位には環状のシート押圧用突起部が設けられ、
　前記シール部のうち、前記Ｕ字溝の底部をなす周縁平坦部が前記筐体の前記シート押圧
用突起部と前記基板との間に挟み付けられることによって、前記Ｕ字溝の外周側の側壁を
なすシール用突起部が、曲げ荷重を受けた状態で、かつ、該曲げ荷重に対して復元力を保
持した状態で、前記筐体の裏面のうち、前記シート押圧用突起部の外側の裏面に押し付け
られていることを特徴とする電子機器の防水構造。
【請求項２】
　前記操作部材は、押下されることによって前記スイッチの開閉が行われるキーボタンで
あることを特徴とする請求項１記載の電子機器の防水構造。
【請求項３】
　前記シール部のうち、前記Ｕ字溝の底部をなす周縁平坦部が前記筐体の前記シート押圧
用突起部と前記基板との間に挟み付けられることによって、シール用突起部が前記Ｕ字溝
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を拡開する方向に押し倒される態様で、その先端部が、前記筐体の裏面のうち、前記シー
ト押圧用突起部の外側の裏面に押し付けられていることを特徴とする請求項１記載の電子
機器の防水構造。
【請求項４】
　前記シール用突起部の前記先端部が、前記筐体の裏面のうち、前記シート押圧用突起部
の外側の裏面を摺動することで、前記シール用突起部が前記Ｕ字溝を拡開する方向に押し
倒される構成になされていることを特徴とする請求項３記載の電子機器の防水構造。
【請求項５】
　前記シール用突起部の根本部は窄まった形状とされていることを特徴とする請求項３又
は４記載の電子機器の防水構造。
【請求項６】
　前記シール用突起部の前記根本部の厚さは、組立時、前記シール用突起部を前記Ｕ字溝
を拡開する方向に押し倒すために要する力と、組立完了後、密閉性を保つために要する前
記復元力とに基づいて、設定されていることを特徴とする請求項５記載の電子機器の防水
構造。
【請求項７】
　前記シール用突起部の前記先端部は、断面半円形状を有していることを特徴とする請求
項４又は５記載の電子機器の防水構造。
【請求項８】
　前記筐体の少なくとも裏面を構成する材料は、前記シール部のうち、少なくとも前記シ
ール用突起部の前記先端部を構成する材料に対して摩擦係数の比較的小さい材料からなっ
ていることを特徴とする請求項３乃至７のいずれか１に記載の電子機器の防水構造。
【請求項９】
　複数の前記操作部材が整列状態で配置され、前記シール部は、前記複数の操作部材の配
置領域を取り囲むように、途切れなく繋がっていることを特徴とする請求項１又は２記載
の電子機器の防水構造。
【請求項１０】
　前記操作部材は、前記シート状部材上に載置されていることを特徴とする請求項１乃至
８のいずれか１に記載の電子機器の防水構造。
【請求項１１】
　前記操作部材及び前記シート状部材は、共に弾性体からなり、一体的に形成されている
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１に記載の電子機器の防水構造。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１に記載の電子機器の防水構造を備えたことを特徴とする
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えば、携帯電話機等の電子機器の操作部において用いられる電子機器の防
水構造及び該防水構造を備えた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、携帯型の電子機器としての携帯電話機等には、例えば屋外でも使用可能なよう
に、筐体と操作部のキーボタンとの間の隙間から内部の電気回路への水等の浸入を遮断し
て腐食を防止するための防水機能が備えられている。
このような携帯電話機１０１は、図１３及び図１４に示すように、多数のキーボタン１０
２ａ、１０２ａ、…を有する操作部１０２と、例えば透過型の液晶表示装置からなる表示
部１０３と、無線電波の送受信を行うためのアンテナ１０４と、受話音声を出力するスピ
ーカ１０５と、送話音声を入力するマイクロフォン１０６と、例えば合成樹脂成型品から
なり各キーボタン１０２ａを露出させるための開口部１０７ａが形成された筐体１０７と
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を備えるとともに、キーボタン１０２ａと開口部１０７ａとの間の隙間から携帯電話機本
体内部に水分等が侵入するのを防ぐための防水構造１０８を備えている。
【０００３】
操作部１０２は、同図に示すように、例えば数字等を入力するためのテンキーや操作を１
つ前の状態へ戻すクリアキー等として機能する多数のキーボタン１０２ａ、１０２ａ、…
が、例えば合成ゴム等の弾性体からなるシート部材１０９を介して、ドーム状に突起した
金属板接点を有するスイッチ１１１等の部品が搭載された基板１１２上に例えば５行３列
に配置されてなっている。
各キーボタン１０２ａは、その周縁部に、非押下状態で、筐体１０７の開口部１０７ａの
縁部に形成された後述する接合面１０７ｃに、その上面が接合される鍔状突起部１０２ｓ
を有している。
【０００４】
筐体１０７は、例えば５行３列に配置され、キーボタン１０２ａ、１０２ａ、…の先端部
を露出させるための開口部１０７ａ、１０７ａ、…を有し、裏面のシート部材１０９の周
縁部に形成された後述するシール部１０９ｃに対向する領域は、先端部１０９ｐを押圧し
て密着状態を保持するためのシール領域１０７ｂとされている。
また、開口部１０７ａ、１０７ａ、…の縁部には、非押下状態でキーボタン１０２ａの鍔
状突起部１０２ｓと接合する接合面１０７ｃが形成されている。
シート部材１０９は、各キーボタン１０２ａを載置する載置面１０９ａと、各載置面１０
９ａに対向する裏面の中央部に形成されスイッチ１１１を押下するためのスイッチ作動用
突起部１０９ｂと、シート部材１０９の周縁部に形成されたシール部１０９ｃとを有して
いる。
防水構造１０８は、シール部１０９ｃの突起部１０９ｐが、筐体１０７の裏面のシール領
域１０７ｂに密着されてなり、突起部１０９ｐがシール領域１０７ｂに押し当てられ押し
潰されることによって、各キーボタン１０２ａと筐体１０７との間の隙間等からの水等の
浸入を遮断する密閉性が確保されている。
また、シール部１０９ｃの底面１０９ｑは、基板１１２の表面に当接されている。
【０００５】
スイッチ１１１は、直上の対応するキーボタン１０２ａが押下されることによって、金属
板接点にスイッチ作動用突起部１０９ｂが押し付けられ、金属板接点が平坦化されて、例
えばオン状態とされる。キーボタン１０２ａの押圧力が除かれると、シート部材１０９及
び金属板接点の復元力によって、スイッチ作動用突起部１０９ｂは元の位置に戻され、金
属板接点も元のドーム形状に戻り、例えばオフ状態とされる。
また、非押下状態では、各キーボタン１０２ａの鍔状突起部１０２ｓの上面と、筐体１０
７の開口部１０７ａの縁部に形成された接合面１０７ｃとは接合状態とされて、水や塵埃
等が入り込むことが阻止されている。
また、基板１１２は固定具としての雄ねじ１１３を用いて筐体１０７に取り付けられてい
る。雄ねじ１１３は、筐体１０７の裏面側の四隅部に形成された雌ねじ部１０７ｄに雄ね
じ１１３を螺合させることによって固定されている（図１７参照）。
【０００６】
携帯電話機１０１を組み立てるには、まず、図１５に示すように、金属板接点を有するス
イッチ１１１等の部品が搭載された基板１１２上に、各載置面１０９ａ上にキーボタン１
０２ａが配置されたシート部材１０９を載置する。次に、筐体１０７を、各開口部１０７
ａから対応するキーボタン１０２ａが露出するように、キーボタン１０２ａが配置された
シート部材１０９に載せる。
このとき、同図に示すように、シール部１０９ｃの突起部１０９ｐは、変形しておらず、
シール部１０９ｃの突起部１０９ｐの先端は、筐体１０７の裏面のシール領域１０７ｂに
単に接触している。
次に、シート部材１０９を基板１１２と筐体１０７との間に挟んだ状態で、雌ねじ部１０
７ｄ（図１７参照）に雄ねじ１１３を螺合させて徐々に締め付けていくと、図１５に示す
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状態から、図１４に示すように、シール部１０９ｃの突起部１０９ｐは、筐体１０７の裏
面のシール領域１０７ｂに押し付けられて徐々に押し潰される。
雌ねじ部１０７ｄと雄ねじ１１３との螺合によって固定された後は、シール部１０９ｃの
突起部１０９ｐの元の状態に戻ろうとする復元力によって、突起部１０９ｐの先端はシー
ル領域１０７ｂに押し当てられ、このまま密着状態が保たれる。
【０００７】
こうして組み立てられた携帯電話機１０１において、キーボタン１０２ａが押下されると
、図１６に示すように、キーボタン１０２ａと筐体１０７との間に隙間１１４が生じる。
例えば屋外で使用中に雨滴を受けたような場合に、この隙間１１４から雨滴が浸入するが
、雨滴は、シール部１０９ｃと筐体１０７の裏面との密接箇所で遮断される。
また、当該携帯電話機１０１の裏面側の基板１１２と筐体１０７との間の隙間１１５から
水等が浸入した場合は、シール１０９ｃの底面１０９ｑと、基板１１２の表面との当接箇
所で遮断される。
なお、非押下状態では、筐体１０７の開口部１０７ａの縁部に形成された接合面１０７ｃ
と鍔状突起部１０２ｓの上面とが接合することによって上記隙間１１４は形成されない。
このようにして、防水がなされて、基板１１２に水分等が達して腐食されることが防止さ
れる。
【０００８】
また、特開２０００－１５１７７２号公報に開示されているように、シート部材の周縁部
に設けた突起部の変形によって密閉性を確保するための技術が提案されている。
すなわち、図１９に示すように、携帯端末装置２０１において、シート部材２０２の周縁
部に略角環状にシール部２０３を設け、シール部２０３の底面側に突起部２０３ａを設け
、対応する筐体２０４の裏面側にも突起部２０４ａを設け、基板２０５上に突起部２０３
ａ及び突起部２０４ａが中心が同一鉛直線Ｔ上に位置するように配置され、突起部２０４
ａの押下によって突起部２０３ａを押し潰して密閉性を確保するようにしている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の携帯電話機１０１では、図１７に示すように、押し潰されたシ
ール部１１９ｃの突起部１０９ｐが、変形前の元の状態に戻ろうとする復元力が生じ、こ
の復元力が筐体１０７の裏面におよぼされることによって、筐体１０７が図中矢印Ｒによ
って示す向きに２点鎖線で示すように変形してまうという問題があった。
このため、図１８に示すように、例えばキーボタン１０２ａの突出量が配置位置によって
不揃いとなってしまうという問題があった。但し、同図では、キーボタン１０２ａの箇所
を横方向に沿って圧縮して強調し模式的に描かれている。
同図に示すように、突出量が一定でなければならないところが、例えば、周縁部のキーボ
タン１０２ａの突出量ｔ1の方が、中央部のキーボタン１０２ａの突出量ｔ2よりも大きく
なり、これによって、操作部の操作性が損なわれるばかりでなく美感も損なわれるという
問題があった。
【００１０】
また、上記従来の携帯端末装置２０１では、シート部材２０２や筐体２０４の寸法公差に
よって、図２０に示すように、突起部２０３ａと突起部２０４ａとの中心位置がずれて、
突起部２０３ａが回転してしまって突起部２０３ａの基板２０５に対する密着性が確保さ
れないという問題があった。
また、寸法公差によって、突起部２０３ａの突起量ｓ1や突起部２０４ａの突起量ｓ2が不
足したり、基板２０５の位置が筐体２０４から離れる方向にずれた場合も、突起部２０３
ａが十分に押し潰されずに密着性が確保されないという問題があった。
このように、この従来技術には、寸法公差の範囲の寸法ばらつきによる悪影響を大きく受
け易く、確実に密着性を確保して防水を行うことができいという問題があった。
なお、寸法ばらつきによる悪影響を低減するために、突起部２０３ａ及び突起部２０４ａ
の寸法を大きくし、潰し量も大きくすると、反発力が大きくなって上述した問題が生じる
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のみならず、携帯端末装置の小型化の要請に応えられないという問題がある。
【００１１】
この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、筐体を変形させることなく密閉して防
水することができると共に、寸法ばらつき（誤差）の影響が受け難く、確実に密閉するこ
とができる電子機器の防水構造及び該防水構造を備えた電子機器を提供することを目的と
している。
【００１３】
　請求項１記載の発明は、電子機器の筐体に形成された開口から先端部が露出するように
配置された操作部材と、前記操作部材が操作されることによって開閉が行われるスイッチ
が設けられた基板と、前記操作部材と前記基板との間に介在された弾性体からなるシート
状部材とを備え、前記シート状部材は、少なくとも周縁部に、前記電子機器の外部から前
記基板の表面への液体の浸入を防止するための、シール部を有する電子機器の防水構造に
係り、前記シール部は環状のＵ字溝を備えてなると共に、該Ｕ字溝に対向する前記筐体側
の部位には環状のシート押圧用突起部が設けられ、前記シール部のうち、前記Ｕ字溝の底
部をなす周縁平坦部が前記筐体の前記シート押圧用突起部と前記基板との間に挟み付けら
れることによって、前記Ｕ字溝の外周側の側壁をなすシール用突起部が、曲げ荷重を受け
た状態で、かつ、該曲げ荷重に対して復元力を保持した状態で、前記筐体の裏面のうち、
前記シート押圧用突起部の外側の裏面に押し付けられていることを特徴としている。
【００１４】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の電子機器の防水構造に係り、前記操作部材が、
押下されることによって前記スイッチの開閉が行われるキーボタンであることを特徴とし
ている。
【００１５】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１記載の電子機器の防水構造に係り、前記シール
部のうち、前記Ｕ字溝の底部をなす周縁平坦部が前記筐体の前記シート押圧用突起部と前
記基板との間に挟み付けられることによって、シール用突起部が前記Ｕ字溝を拡開する方
向に押し倒される態様で、その先端部が、前記筐体の裏面のうち、前記シート押圧用突起
部の外側の裏面に押し付けられていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の電子機器の防水構造に係り、前記シール用突起
部の前記先端部が、前記筐体の裏面のうち、前記シート押圧用突起部の外側の裏面を摺動
することで、前記シール用突起部が前記Ｕ字溝を拡開する方向に押し倒される構成になさ
れていることを特徴としている。
【００１７】
　また、請求項５記載の発明は、請求項３又は４記載の電子機器の防水構造に係り、前記
シール用突起部の根本部は窄まった形状とされていることを特徴としている。
【００１８】
　請求項６記載の発明は、請求項５記載の電子機器の防水構造に係り、前記シール用突起
部の前記根本部の厚さは、組立時、前記シール用突起部を前記Ｕ字溝を拡開する方向に押
し倒すために要する力と、組立完了後、密閉性を保つために要する前記復元力とに基づい
て、設定されていることを特徴としている。
【００１９】
　請求項７記載の発明は、請求項４又は５記載の電子機器の防水構造に係り、前記シール
用突起部の前記先端部は、断面半円形状を有していることを特徴としている。
【００２０】
　請求項８記載の発明は、請求項３乃至７のいずれか１に記載の電子機器の防水構造に係
り、前記筐体の少なくとも裏面を構成する材料は、前記シール部のうち、少なくとも前記
シール用突起部の前記先端部を構成する材料に対して摩擦係数の比較的小さい材料からな
っていることを特徴としている。
【００２１】
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　また、請求項９記載の発明は、請求項１又は２記載の電子機器の防水構造に係り、複数
の前記操作部材が整列状態で配置され、前記シール部は、前記複数の操作部材の配置領域
を取り囲むように、途切れなく繋がっていることを特徴としている。
【００２２】
　また、請求項１０記載の発明は、請求項１乃至８のいずれか１に記載の電子機器の防水
構造に係り、前記操作部材が、前記シート状部材上に載置されていることを特徴としてい
る。
【００２３】
　また、請求項１１記載の発明は、請求項１乃至８のいずれか１に記載の電子機器の防水
構造に係り、前記操作部材及び前記シート状部材が、共に弾性体からなり、一体的に形成
されていることを特徴としている。
【００２４】
　請求項１２記載の発明は、電子機器に係り、請求項１乃至１１のいずれか１に記載の電
子機器の防水構造を備えていることを特徴としている。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用い
て具体的に行う。
◇第１実施例
図１は、この発明の第１実施例である防水構造を備えた携帯電話機の構成を示す正面図、
図２は、同携帯電話機の構成を示す背面図、図３は、同携帯電話機の構成を示す側面図、
図４は、図１のＡ－Ａ線に沿った断面図、図５は、図４のＣ部を拡大して示す拡大断面図
、図６は、図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図、図７は、同防水構造を説明するための説明図
、図８は、図７のＤ部を拡大して示す拡大断面図、また、図９乃至図１１は、同防水構造
を説明するための説明図である。この例の携帯電話機（電子機器）１は、図１乃至図５に
示すように、多数のキーボタン（操作部材）２ａ、２ａ、…を有する操作部２と、例えば
透過型の液晶表示装置からなる表示部３と、無線電波の送受信を行うためのアンテナ４と
、受話音声を出力するスピーカ５と、送話音声を入力するマイクロフォン６と、例えば合
成樹脂成型品からなり各キーボタン２ａの先端部を露出させるための開口部７ａが形成さ
れた筐体７とを備えるとともに、例えばキーボタン２ａと開口部（開口）７ａとの間の隙
間から携帯電話機本体内部に水分等が浸入するのを防ぐための防水構造（電子機器の防水
構造）８を備えている。
【００２６】
操作部２は、図１、図２及び図４に示すように、例えば数字等を入力するためのテンキー
や操作を１つ前の状態へ戻すクリアキー等として機能する多数のキーボタン２ａ、２ａ、
…が、例えば合成ゴム等の弾性体からなるシート部材（シート状部材）９を介して、ドー
ム状に突起した金属板接点を有するスイッチ１１等の部品が搭載された基板１２上に例え
ば５行３列に配置されてなっている。
各キーボタン２ａは、その周縁部に、非押下状態で、筐体７の開口部７ａの縁部に形成さ
れた後述する接合面７ｄに、その上面が接合される鍔状突起部２ｓを有している。
【００２７】
筐体７は、例えば５行３列に配置され、キーボタン２ａ、２ａ、…の先端部を露出させる
ための開口部７ａ、７ａ、…を有し、各開口部７ａの周縁部の裏面側には、後述する周縁
平坦部９ｍ及び中間平坦部９ｑを押圧するシート押圧用突起部７ｂが形成され、裏面側の
シート部材９の周縁部に形成された後述する周縁シール部９ｃに対向する領域は、先端部
９ｐの先端が密着状態を保持しながら十分円滑に摺動可能な摺動面７ｃとされている。筐
体７は、シート部材９の材料に対して摺動性の良い（比較的摩擦係数の小さい）プラスチ
ック製部材からなり、例えば射出成形によって製造される。
また、各開口部７ａの縁部には、非押下状態でキーボタン２ａの鍔状突起部２ｓと接合す
る接合面７ｄが形成されている。
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シート部材９は、図４及び図５に示すように、各キーボタン２ａを載置する載置面９ａと
、各載置面９ａに対向する裏面の中央部に形成されスイッチ１１を押下するためのスイッ
チ作動用突起部９ｂと、当該シート部材９の周縁部に、キーボタン２ａ、２ａ、…の配置
領域を囲むように設けられ、当該携帯電話機１の裏面側に凸となるように形成された周縁
シール部（シール部）９ｃと、当該シート部材９の周縁部以外の各開口部７ａ直下の周縁
部に当該携帯電話機１の裏面側に凸となるように形成された中間屈曲部９ｄとを有してい
る。
【００２８】
周縁シール部９ｃは、裏面が基板１２表面に当接される周縁平坦部９ｍと、周縁平坦部９
ｍの所定の箇所の周りに回動可能とされ断面半円形状の先端部９ｐが筐体７の裏面側の摺
動面７ｃに押し当てられて水等の浸入を遮断するシール用突起部９ｎとを有している。先
端部９ｐの先端は、図１に示すように、キーボタン２ａ、２ａ、…の配置領域を囲むよう
に、略角環状に摺動面７ｃに密着状態で接触している。
ここで、周縁シール部９ｃにおいて、シール用突起部９ｎの根本部（シール用突起部９ｎ
の周縁平坦部９ｍ近傍の箇所）は、窄まった形状とされ、この根本部の厚さは、容易に回
転可能とされ、かつ回転した状態で復元力を生じさせるように、十分薄い所定の厚さ（例
えば周縁平坦部９ｍの厚さと略同一の薄い厚さ）に設定される。
また、先端部９ｐの長さは、想定される寸法誤差に応じて、干渉量を加減して設定される
。寸法誤差が比較的大きいと想定される場合は、先端部９ｐの長さを比較的長く設定して
おいて、鉛直方向の寸法（例えばシート押圧用突起部７ｂの鉛直方向の寸法（高さ））の
ばらつきによる影響を抑制する。なお、これによって、シール用突起部９ｎの復元力（反
発力）が必要以上に増大することはない。また、中間屈曲部９ｄは、裏面が基板１２表面
に当接される中間平坦部９ｑを有している。
【００２９】
スイッチ１１は、直上の対応するキーボタン２ａが押下されることによって、金属板接点
にスイッチ作動用突起部９ｂが押し付けられ、金属板接点が平坦化されて、例えばオン状
態とされる。キーボタン２ａの押圧力が除かれると、シート部材９及び金属板接点の復元
力によって、スイッチ作動用突起部９ｂは元の位置に戻され、金属板接点も元のドーム形
状に戻り、例えばオフ状態とされる。
この例の防水構造８は、図４及び図５に示すように、シート部材９の周縁部に形成された
周縁シール部９ｃが、筐体７裏面の対応する箇所に密着してなっている。すなわち、周縁
シール部９ｃの周縁平坦部９ｍがシート押圧用突起部７ｂによって基板１２上に押さえ付
けられ、この状態で、シール用突起部９ｎの先端部９ｐが、筐体７の裏面側の摺動面７ｃ
に押し当てられて、密着されることによって、各キーボタン２ａと筐体７との間の隙間や
、裏面側の基板１２の周縁部と筐体７との間の隙間からの水等の浸入が遮断される。
後述するように、シール用突起部９ｎは、組立時に、シート部材９が筐体７と基板１２と
で挟まれた状態で両側から押さえ付けられる際に、周縁平坦部９ｍの所定の箇所の周りに
回転し、先端部９ｐの先端が摺動面７ｃに押し付けられながら、摺動面７ｃに沿って摺動
し、固定後、シール用突起部９ｎの元の状態に戻ろうとする復元力によって、先端部９ｐ
の先端は摺動面７ｃに押し当てられ、このまま密着状態が保たれる。
【００３０】
また、シート部材９の周縁部以外の箇所でも、中間屈曲部９ｄの中間平坦部９ｑがシート
押圧用突起部７ｂによって基板１２上に押さえ付けられている。
また、非押下状態では、各キーボタン２ａの鍔状突起部２ｓの上面と、筐体７の開口部７
ａの縁部に形成された接合面７ｄとは接合状態とされて、水分等が入り込むことが阻止さ
れている。
また、図６に示すように、基板１２は固定具としての雄ねじ１３を用いて筐体７に取り付
けられている。この例では、雄ねじ１３は、筐体２の裏面側の四隅部に形成された雌ねじ
部７ｅに雄ねじ１３を螺合させることによって固定されている。
【００３１】
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この例の携帯電話機１を組み立てるには、まず、図６に示すように、金属板接点を有する
スイッチ１１等の部品が搭載された基板１２上に、各載置面９ａ上にキーボタン２ａが配
置されたシート部材９を周縁平坦部９ｍ及び中間平坦部９ｑで当接した状態で載置する。
次に、筐体７を、各開口部７ａから対応するキーボタン２ａが露出するように、キーボタ
ン２ａが配置されたシート部材９に載せる。
このとき、図７及び図８に示すように、周縁シール部９ｃは外力によって、シール用突起
部９ｎは回転（屈曲）しておらず、先端部９ｐの先端が、筐体７の裏面側の摺動面７ｃに
単に接触した状態で、基板１２に対して略垂直に屈曲している。
また、シート押圧用突起部７ｂは周縁平坦部９ｍ及び中間平坦部９ｑから離隔されており
、接合面７ｄと鍔状突起部２ｓの上面とも接触していない。
次に、シート部材９を基板１２と筐体７との間に挟んだ状態で、雌ねじ部７ｅに雄ねじ１
３を螺合させて徐々に締め付けていくと、図７及び図８に示す状態から、図９に示すよう
に、シール用突起部９ｎは、周縁平坦部９ｍの所定の箇所の周りに回転し、先端部９ｐの
先端が摺動面７ｃに押し付けられながら、摺動面７ｃに沿って摺動する。
【００３２】
ここで、周縁シール部９ｃにおいて、シール用突起部９ｎの周縁平坦部９ｍ近傍の領域の
厚さは、十分薄い所定の厚さに設定されているので、比較的弱い力であってもシール用突
起部９ｎは容易に回転する。なお、同図において、２点鎖線は、雄ねじ１３による締付前
の元の状態を示す。
雌ねじ部７ｅと雄ねじ１３との螺合によって固定した後は、シール用突起部９ｎの元の状
態に戻ろうとする復元力によって、先端部９ｐの先端は摺動面７ｃに押し当てられ、この
まま密着状態が保たれる。
【００３３】
こうして組み立てられた携帯電話機１において、キーボタン２ａが押下されると、図１０
に示すように、キーボタン２ａと筐体７との間に隙間１４が生じる。例えば屋外で使用中
に雨滴を受けたような場合には、この隙間１４から雨滴が浸入しても、周縁シール部９ｃ
で遮断される。
また、当該携帯電話機１裏面側の基板１２と筐体７との間の隙間１５から水分等が浸入し
たとしても周縁シール部９ｃで遮断され、基板１２表面の部品や配線に到達することが阻
止される。
非押下状態では、筐体７の開口部７ａの縁部に形成された接合面７ｄと鍔状突起部２ｓの
上面とが接合することによって上記隙間１４は形成されない。
また、寸法誤差が比較的大きいと想定される場合は、図１１に示すように、先端部９ｐの
長さを比較的長く設定しておいて、鉛直方向の寸法（例えばシート押圧用突起部７ｂの鉛
直方向の寸法（高さ））のばらつきによる影響を吸収する。
【００３４】
この例の構成によれば、シール用突起部９ｎの先端部９ｐが筐体７の摺動面７ｃに押し当
てられた状態で、シール用突起部９ｎは、回転によって屈曲しているのみで、その体積は
殆ど減少せず、圧縮を伴っていないので、従来技術におけるように、圧縮による強い復元
力が生じて筐体を変形させることがない。しかも、屈曲した状態で、シール用突起部９ｎ
の屈曲による復元力によって、先端部９ｐの先端は、確実に筐体７に接触し、隙間が生じ
ることはないので、入り込んだ水分や塵埃は基板１２側に到達することはない。
また、想定される寸法誤差に応じて、先端部９ｐの長さを設定し、干渉量を加減すること
によって、この寸法誤差を吸収し、先端部９ｐの先端を筐体７に確実に密着させ、密閉状
態を保つことができる。例えば、寸法誤差が比較的大きいと想定される場合は、先端部９
ｐの長さを比較的長く設定しておいて、鉛直方向の寸法（例えばシート押圧用突起部７ｂ
の鉛直方向の寸法（高さ））のばらつきを吸収することができる。しかも、これによって
、反発力が増大することはなく、確実に密着させることができる。
【００３５】
また、筐体７は、シート部材９の材料に対して摺動性の良い（比較的摩擦係数の小さい）
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プラスチック製部材からなり、円滑に摺動可能な摺動面７ｃを、断面半円形状の先端部９
ｐが摺動するように構成されているので、先端部９ｐの先端を筐体７に一段と確実に密着
させることができる。
また、周縁シール部９ｃにおいて、シール用突起部９ｎの周縁平坦部９ｍ近傍の領域の厚
さは、十分薄い所定の厚さに設定されているので、比較的弱い力であってもシール用突起
部９ｎは容易に回転する。しかも、シール用突起部９ｎの復元力によって十分な密着性が
確保される。
【００３６】
◇第２実施例
図１２は、この発明の第２実施例である防水構造を説明するための説明図である。
この例が上述した第１実施例と大きく異なるところは、周縁シール部のシール用突起部を
筐体の裏面の側壁面に当接させるように構成した点である。
これ以外の構成は、上述した第１実施例と略同一であるので、その説明を簡略にする。
【００３７】
この例の携帯電話機（電子機器）１Ａの操作部２Ａは、図１２に示すように、多数のキー
ボタン２ａ、２ａ、…が、弾性体からなるシート部材９Ａを介して、ドーム状に突起した
金属板接点を有するスイッチ１１等の部品が搭載された基板１２上に配置されてなってい
る。
各キーボタン２ａは、その周縁部に、非押下状態で、筐体７Ａの開口部７ｆの縁部に形成
された後述する接合面７ｈに、その上面が接合される鍔状突起部２ｔを有している。
【００３８】
筐体７Ａは、キーボタン２ａ、２ａ、…の先端部を露出させるための開口部７ｆ、７ｆ、
…を有し、裏面側の側壁面（例えば基板１２表面に垂直な面）のシート部材９Ａの周縁部
に形成された後述する周縁シール部９ｓに対向する領域は、先端部９ｕの先端が密着状態
を保持しながら十分円滑に摺動可能な摺動面７ｇとされている。
また、開口部７ｆ、７ｆ、…の縁部には、非押下状態でキーボタン２ａの鍔状突起部２ｔ
と接合する接合面７ｈが形成されている。
シート部材９Ａは、各キーボタン２ａを載置する載置面９ｅと、各載置面９ｅに対向する
裏面の中央部に形成されスイッチ１１を押下するためのスイッチ作動用突起部９ｆと、当
該シート部材９Ａの周縁部に形成された周縁シール部９ｇとを有している。
周縁シール部９ｇは、裏面９ｔが基板１２表面に当接される基部９ｒと、基部９ｒから筐
体７Ａ裏面側の側壁面へ向けて突設され、先端部９ｕが摺動面７ｇに屈曲状態で押し当て
られている突設部９ｓとを有している。
【００３９】
スイッチ１１は、直上の対応するキーボタン２ａが押下されることによって、金属板接点
にスイッチ作動用突起部９ｆが押し付けられ、金属板接点が平坦にされて、例えばオン状
態とされる。キーボタン２ａの押圧力が除かれると、シート部材９Ａ及び金属板接点の復
元力によって、スイッチ作動用突起部９ｆは元の位置に戻され、金属板接点も元のドーム
形状に戻り、例えばオフ状態とされる。
この例の防水構造８Ａは、同図に示すように、シート部材９Ａの周縁部に形成された周縁
シール部９ｇの先端部９ｕが、筐体７Ａ裏面の対応する摺動面７ｇに密着してなっている
。すなわち、先端部９ｕが、筐体７Ａの裏面側の摺動面７ｇに押し当てられて、密着され
ることによって、各キーボタン２ａと筐体７Ａとの間の隙間からの水分等の浸入が遮断さ
れる。
また、裏面９ｔと基板１２表面とが、当接されていることによって、裏面側の基板１２の
周縁部と筐体７Ａとの間の隙間からの水分等の浸入が遮断される。
後述するように、突設部９ｓは、組立時に、シート部材９Ａが筐体７Ａと基板１２とで挟
まれた状態で両側から押さえ付けられる際に、先端部９ｕの先端が摺動面７ｇに押し付け
られ、摺動面７ｇに沿って摺動しながら、先端部９ｕが屈曲し、固定後、突設部９ｓの元
の状態に戻ろうとする復元力によって、先端部９ｕの先端は摺動面７ｇに押し当てられ、
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このまま密着状態が保たれる。
【００４０】
また、非押下状態では、各キーボタン２ａの鍔状突起部２ｔの上面と、筐体７Ａの開口部
７ｆの縁部に形成された接合面７ｈとは接合状態とされて、水分や塵埃等が入り込むこと
が阻止されている。
また、基板１２は固定具としての雄ねじを用いて筐体２Ａに取り付けられている。すなわ
ち、雄ねじは、筐体２Ａの裏面側の四隅部に形成された雌ねじ部に雄ねじを螺合させるこ
とによって固定されている。
【００４１】
この例の携帯電話機１を組み立てるには、まず、図１２に示すように、金属板接点を有す
るスイッチ１１等の部品が搭載された基板１２上に、各載置面９ｅ上にキーボタン２ａが
接着されたシート部材９Ａを基部９ｒの底面９ｔが基板１２表面に当接された状態で載置
する。次に、筐体７Ａを、各開口部７ｆが対応するキーボタン２ａが露出するように、キ
ーボタン２ａが接着されたシート部材９Ａに載せる。
次に、シート部材９Ａを基板１２と筐体７Ａとの間に挟んだ状態で、雌ねじ部に雄ねじを
螺合させて徐々に締め付けていくと、突設部９ｇの先端部ｕは、先端部９ｕの先端が摺動
面７ｇに押し付けられ、摺動面７ｇに沿って摺動しながら屈曲する。
雌ねじ部と雄ねじとの螺合によって固定した後は、突設部９ｓの元の状態に戻ろうとする
復元力によって、先端部９ｕの先端は摺動面７ｇに押し当てられ、このまま密着状態が保
たれる。
【００４２】
こうして組み立てられた携帯電話機１Ａにおいて、キーボタン２ａが押下されると、キー
ボタン２ａと筐体７Ａとの間に隙間が生じる。例えば屋外で使用中に雨滴を受けたような
場合に、この隙間から雨滴が浸入すると、突設部９ｓの先端部９ｕと筐体７Ａ裏面の側壁
の摺動面７ｇとの密着箇所で遮断される。
また、当該携帯電話機１Ａ裏面側の基板１２と筐体７Ａとの間の隙間から水等が浸入した
場合は、基体９ｒの裏面９ｔと基板１２表面との接着箇所で遮断され、基板１２表面の部
品や配線に到達することが阻止される。
非押下状態では、筐体７Ａの開口部７ｆの縁部に形成された接合面７ｈと鍔状突起部２ｔ
の上面とが接合することによって隙間は形成されない。
なお、例えば先端部９ｕの長さを変えて干渉量を加減することによって、寸法のばらつき
を吸収することができる。
【００４３】
この例の構成によれば、第１実施例で述べたのと略同一の効果を得ることができる。
加えて、樹脂成形時に形成されるイジェクタピン跡や型のゲートに対応する凸部２１が筐
体７Ａの裏面に残っていたとしてもこれを避けて、確実な密閉性を得ることができる。
【００４４】
以上、この発明の実施例を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に
限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの
発明に含まれる。
例えば、上述した実施例では、携帯電話機に適用する場合について述べたが、携帯電話機
に限らず、例えば、簡易型携帯電話（ＰＨＳ）端末や、携帯情報端末（ＰＤＡ）、デジタ
ルカメラ等の携帯型の電子機器に適用することができる。また、携帯型の電子機器に限ら
ず、例えばパーソナルコンピュータ等のキーボードに適用しても良い。
また、操作部材として、押下型のキーボタンを用いた場合について述べたが、キースイッ
チに限らず、例えばスライド型の操作部材を用いた場合に適用しても良い。
また、シート部材上にキーボタンを配置する場合について述べたが、一体化されたキーシ
ートを用いるようにしても良い。
また、シート押圧用突起部７ｂを、各開口部７ａの周縁部に代えて、周縁平坦部９ｍが形
成された領域上に配置されるようにしても良い。これによって、一段と確実に水等の浸入
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を遮断することができる。
【００４５】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明の構成によれば、シール部は、少なくともその一部が筐体
の裏面に押し当てられた状態で、曲げ荷重によって変形しているのみで、その体積は殆ど
減少せず、圧縮を伴っていないので、従来技術におけるように、圧縮による強い復元力が
生じて筐体を変形させることがない。しかも、曲げ荷重を受けた状態で、復元力によって
、シール部の少なくとも一部が、確実に筐体の裏面に接触し、隙間が生じることはないの
で、入り込んだ水分や塵埃は基板側に到達することはない。
また、想定される寸法誤差に応じて、シール部の長さを設定し、干渉量を加減することに
よって、この寸法誤差を吸収し、シール部の例えば先端を筐体の裏面に確実に密着させ、
密閉状態を保つことができる。
また、筐体を、シート状部材の材料に対して摺動性の良い部材から構成することによって
、シール部の例えば先端を筐体の裏面に一段と確実に密着させることができる。
また、シール部の根本部の厚さを、比較的薄い所定の厚さに設定することによって、比較
的弱い力であってもシール部を容易に変形させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例である防水構造を備えた携帯電話機の構成を示す正面図で
ある。
【図２】同携帯電話機の構成を示す背面図である。
【図３】同携帯電話機の構成を示す側面図である。
【図４】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図５】図４のＣ部を拡大して示す拡大断面図である。
【図６】図２のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図７】同防水構造を説明するための説明図である。
【図８】図７のＤ部を拡大して示す拡大断面図である。
【図９】同防水構造を説明するための説明図である。
【図１０】同防水構造を説明するための説明図である。
【図１１】同防水構造を説明するための説明図である。
【図１２】この発明の第２実施例である防水構造を説明するための説明図である。
【図１３】従来技術を説明するための説明図である。
【図１４】従来技術を説明するための説明図であって、図１３のＥ－Ｅ線に沿った断面図
である。
【図１５】従来技術を説明するための説明図である。
【図１６】従来技術を説明するための説明図である。
【図１７】従来技術を説明するための説明図であって、図１３のＦ－Ｆ線に沿った断面図
である。
【図１８】従来技術を説明するための説明図である。
【図１９】従来技術を説明するための説明図である。
【図２０】従来技術を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１　　　携帯電話機（電子機器）
２　　　操作部
２ａ　　　キーボタン（操作部材）
７　　　筐体
７ａ　　開口部（開口）
８　　　防水構造
９　　　シート部材（シート状部材）
９ｃ　　　周縁シール部（シール部）
９ｎ　　　シール用突起部
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９ｐ　　　先端部
１１　　　スイッチ
１２　　　基板

【図１】 【図２】



(13) JP 4062973 B2 2008.3.19

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(14) JP 4062973 B2 2008.3.19

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(15) JP 4062973 B2 2008.3.19

【図１８】

【図１９】

【図２０】



(16) JP 4062973 B2 2008.3.19

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０５Ｋ   5/06     (2006.01)           Ｈ０５Ｋ   5/06    　　　Ｄ          　　　　　

(56)参考文献  特開２０００－１５１７７２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３３０７３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１０８３０７（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２３８５７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－３０３５６１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０５８８１５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H05K5/00-5/06
              H04M1/02-1/23
              H01H13/00-13/76


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

