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(57)【要約】
【課題】薄型化した折り畳み式携帯端末装置の電子回路
を内蔵した二つの筐体からフレキシブルプリント配線板
が出る部分の防水性を高める。
【解決手段】筐体２０に防水壁２０ｂをリブ状に突出し
て設け、フレキシブルプリント配線板２３と、防水壁の
上面に貼着する防水シート２５と、筐体と防水シートを
貼着する一組の防水型両面テープ２２、２４とを用い、
筐体２０の防水壁２０ｂの上面に第一の防水型両面テー
プ２２を貼着し、第一の防水型両面テープ２２の上にフ
レキシブルプリント配線板２３を貼着し、その上に第二
の防水型両面テープ２４を貼着してフレキシブルプリン
ト配線板２３を第一の防水型両面テープ２２と第二の防
水型両面テープ２４で挟み、更にその上に防水シート２
５で蓋をするように貼着して密封し、筐体２０の防水壁
２０ｂがとり囲んでいる空間を防水シート２５で密封し
た。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体と、
前記筐体の一つの表面の一部もしくは全体をとり囲む防水壁と、
前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁でとり囲まれた空間を密封する防水シートと、
前記防水壁と前記防水シートとを貼着する一組の防水型両面テープと、
前記防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路と電気的に接続するフレキシブル配線板と、
を備え、
前記一組の防水型両面テープは、第一の防水型両面テープと、第二の防水型両面テープと
、を有し、
前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープ
とで挟まれた部分を有する、
携帯端末装置。
【請求項２】
前記第一の防水型両面テープは、前記防水壁の上面に貼着され、
前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープの上に貼着され、
前記第二の防水型両面テープは、前記第一の防水型両面テープと前記フレキシブル配線板
の上に貼着され、
前記防水シートは、前記第二の防水型両面テープの上面に貼着され、
前記筐体の防水壁でとり囲んだ空間を前記防水シートで密封した、
請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
前記フレキシブル配線板は、多層フレキシブル配線板であり、
前記多層フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テ
ープとで挟まれた部分では、前記多層フレキシブル配線板の厚さが幅方向に段階的に変化
するように積層された、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
前記フレキシブル配線板は、多層フレキシブル配線板であり、
前記多層フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テ
ープとで挟まれた部分では、最上層又は最下層の幅が隣接する層の幅よりも小さく、最上
層及び最下層以外の幅が隣接する２層のうち少なくとも１層の幅よりも大きい、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープの両方または一方は、前記フ
レキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープとで挟む
部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも大きい、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項６】
前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープの両方または一方は、前記フ
レキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープとで挟む
部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも小さい、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項７】
前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープの両方または一方は、前記フ
レキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープとで挟む
部分にスリットを設けた、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項８】
前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープ
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とで挟まれた部分とヒンジ部の内部に配置された部分との間で折り曲げられ、ヒンジ部の
内部に配置された折り曲げられた部分の幅が前記第一の防水型両面テープと前記第二の防
水型両面テープとで挟まれた部分の幅よりも小さい、
請求項１又は請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項９】
第一の筐体と、
第二の筐体と、
前記第一の筐体の一つの表面の一部もしくは全体をとり囲む防水壁と、
前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁でとり囲まれた空間を密封する防水シートと、
前記防水壁と前記防水シートとを貼着する一組の防水型両面テープと、
前記第一の筐体の前記防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路と前記第二の筐体内の電子
回路とを電気的に接続するフレキシブル配線板と、を備え、
前記一組の防水型両面テープは、第一の防水型両面テープと、第二の防水型両面テープと
、を有し、
前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープ
とで挟まれた部分を有する、
折り畳み式携帯端末装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末装置に関し、特に筐体を薄型化した防水機能付き携帯電話装置など
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の防水機能付き携帯電話装置では、互いに嵌合する一対のハウジングの間に、ゴム
製の環状パッキンを挟んで水の浸入を防ぐ防水方法が用いられていた。一対のハウジング
を嵌合して一つの筐体を形成する、いわゆるストレートタイプの防水型携帯無線機では一
つの筐体内に全ての電子回路が入るため、この方法で実用的なレベルの防水をすることが
できた。
【０００３】
　しかし、携帯電話装置では、表示画面の大型化と高機能化に伴い、いわゆる折り畳み式
携帯電話装置が普及している。折り畳み式携帯電話装置の多くは、それぞれ電子回路を内
蔵した二つの筐体を有し、この二つの筐体内の電子回路間の電気的接続のために、二つの
筐体間をフレキシブルプリント配線板で連結している。このため、フレキシブルプリント
配線板を筐体の中から外に出す部分も含めた防水が必要になる。
【０００４】
　例えば、ゴム製の環状パッキンとは別の部分に、防水キャップを用いてフレキシブルプ
リント配線板を筐体の中から外に出す携帯電話装置が考えられている（例えば、特許文献
１参照）。ただし、この場合には、防水キャップを設ける分だけ製造コストがアップして
しまう。
【０００５】
　そこで、別の案として、それぞれの筐体について、互いに嵌合する一対のハウジングの
間にゴム製の環状パッキンを挟む防水構造を用いて、単純に、フレキシブルプリント配線
板をゴム製の環状パッキンの間から外に出すことも考えられる。例えば、図３４に従来の
折り畳み式携帯電話装置の防水構造が分かるように、ハウジングとパッキン等を分解して
示した斜視図を示す。図３４に示す従来の折り畳み式携帯電話装の防水構造は、一対のハ
ウジング８０、８１、フレキシブルプリント配線板８２、一対のパッキン８３、８４を備
えている。図３４の例では、一対のパッキン８３、８４でフレキシブルプリント配線８２
を上下から挟み、更に一対のパッキン８３、８４の上下から一対のハウジング８０、８１
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をＳ矢印、Ｔ矢印のように上下から押圧して固定している。図３５は、上記一対のハウジ
ング８０、８１を嵌合して一の筐体を形成した状態の、一対のパッキン８３、８４でフレ
キシブルプリント配線８２を上下から挟んだ部分のフレキシブルプリント配線板８２の幅
方向の断面図を示す。
【０００６】
　しかしながら、図３４、３５のように、互いに嵌合する一対のハウジングの間にゴム製
の環状パッキンを挟む防水構造を用いて、単純に、フレキシブルプリント配線板をゴム製
の環状パッキンの間から外に出した場合には、図３５に示すように、フレキシブルプリン
ト配線板８２の側面と一対のパッキン８３、８４の向き合う部分に、ほぼ三角形の隙間８
５が生じてしまう。
【０００７】
　そこで、上記のような隙間８５を生じさせないように、パッキンの当接する面に凸状の
リブを設けて密着しやすくして防水性を高める方法などが提案されている（例えば、特許
文献２参照）。
【特許文献１】特開２００４－２１４９２７号公報
【特許文献２】特開２００２－１９８６６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、折り畳み式携帯電話装置では薄型化が進み、ハウジングは薄型化している。薄
いハウジング間にゴム製の環状パッキンを挟む構造では、薄いハウジングを全周にわたっ
て均等に強固に押し当てることはできない。そして、押圧力が不足する部分ではパッキン
が十分に密着せず、水が浸入するおそれがある。
【０００９】
　そこで、本発明は、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、筐体内の防水壁
でとり囲まれた空間内の電子回路と他の筐体内の電子回路とを電気的に接続することがで
きる折り畳み式携帯電話装置などの携帯端末装置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】
【００１０】
　本発明にかかる携帯端末装置は、筐体と、前記筐体の一つの表面の一部もしくは全体を
とり囲む防水壁と、前記防水壁の上面に貼着され、前記防水壁でとり囲まれた空間を密封
する防水シートと、前記防水壁と前記防水シートとを貼着する一組の防水型両面テープと
、前記防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路と電気的に接続するフレキシブル配線板と
、を備え、前記一組の防水型両面テープは、第一の防水型両面テープと、第二の防水型両
面テープと、を有し、前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第
二の防水型両面テープとで挟まれた部分を有する構成をとる。
【００１１】
　この構成により、一組の防水型両面テープが防水壁と防水シートとを貼着する構成にお
いて、フレキシブル配線板が、第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープとで挟
まれた部分を有するので、フレキシブル配線板の段差があっても第一の防水型両面テープ
と第二の防水型両面テープの粘着面が密着する。また、一対のハウジングでパッキンを押
し付けることをしないので、一つの筐体に組立てたときに反力が発生せず、筐体の変形を
防ぐための強固な構造が必要ない。このため、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現
しつつ、筐体内の防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路と他の筐体内の電子回路とを電
気的に接続することができる。
【００１２】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記第一の防水型両面テープは、前記防水壁の上
面に貼着され、前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープの上に貼着され
、前記第二の防水型両面テープは、前記第一の防水型両面テープと前記フレキシブル配線
板の上に貼着され、前記防水シートは、前記第二の防水型両面テープの上面に貼着され、
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前記筐体の防水壁でとり囲んだ空間を前記防水シートで密封した構成をとる。
【００１３】
　この構成により、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続
を実現できる携帯端末装置を簡単に組み立てることができる。
【００１４】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記フレキシブル配線板は、多層フレキシブル配
線板であり、前記多層フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の
防水型両面テープとで挟まれた部分では、前記多層フレキシブル配線板の厚さが幅方向に
段階的に変化するように積層された構成をとる。
【００１５】
　この構成により、フレキシブル配線板の厚さの幅方向の変化を小さくできるので、フレ
キシブル配線板の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープとフレキシブル配線板が強
固に密着し、防水性がよくなる。また、その結果、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を
実現しつつ、より多くの配線の電気的接続を実現できる。
【００１６】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記フレキシブル配線板は、多層フレキシブル配
線板であり、前記多層フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の
防水型両面テープとで挟まれた部分では、最上層又は最下層の幅が隣接する層の幅よりも
小さく、最上層及び最下層以外の幅が隣接する２層のうち少なくとも１層の幅よりも大き
い構成をとる。
【００１７】
　この構成により、フレキシブル配線板の厚さの幅方向の変化を小さくできるので、フレ
キシブル配線板の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープとフレキシブル配線板が強
固に密着し、防水性がよくなる。また、その結果、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を
実現しつつ、より多くの配線の電気的接続を実現できる。
【００１８】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型
両面テープの両方または一方は、前記フレキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープ
と前記第二の防水型両面テープとで挟む部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも大きい構
成をとる。
【００１９】
　この構成により、フレキシブル配線板と一組の防水型両面テープとが密着する面積が大
きくなるので、フレキシブル配線板の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープとフレ
キシブル配線板が強固に密着し、防水性がよくなる。また、その結果、防水性を保ち、か
つ、筐体の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実現できる。
【００２０】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型
両面テープの両方または一方は、前記フレキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープ
と前記第二の防水型両面テープとで挟む部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも小さい構
成をとる。
【００２１】
　この構成により、防水型両面テープの反発力又は復元力が大きい場合に、防水型両面テ
ープの反発力又は復元力を抑えることができるので、フレキシブル配線板の側面と防水型
両面テープとの間に隙間が生じない。そのため、防水性がよくなる。また、その結果、防
水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実現できる。
【００２２】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記第一の防水型両面テープと前記第二の防水型
両面テープの両方または一方は、前記フレキシブル配線板を前記第一の防水型両面テープ
と前記第二の防水型両面テープとで挟む部分にスリットを設けた構成をとる。
【００２３】
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　この構成により、防水型両面テープの反発力又は復元力が大きい場合に、防水型両面テ
ープの反発力又は復元力を抑えることができるので、フレキシブル配線板の側面と防水型
両面テープとの間に隙間が生じない。そのため、防水性がよくなる。また、その結果、防
水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実現できる。
【００２４】
　また本発明にかかる携帯端末装置は、前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両
面テープと前記第二の防水型両面テープとで挟まれた部分とヒンジ部の内部に配置された
部分との間で折り曲げられ、ヒンジ部の内部に配置された折り曲げられた部分の幅が前記
第一の防水型両面テープと前記第二の防水型両面テープとで挟まれた部分の幅よりも小さ
い構成をとる。
【００２５】
　この構成により、フレキシブル配線板の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープと
フレキシブル配線板が強固に密着し、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、
配線の電気的接続を実現することと、ヒンジ部を小さくすることを両立できる。
【００２６】
　また本発明にかかる折り畳み式携帯端末装置は、第一の筐体と、第二の筐体と、前記第
一の筐体の一つの表面の一部もしくは全体をとり囲む防水壁と、前記防水壁の上面に貼着
され、前記防水壁でとり囲まれた空間を密封する防水シートと、前記防水壁と前記防水シ
ートとを貼着する一組の防水型両面テープと、前記第一の筐体の前記防水壁でとり囲まれ
た空間内の電子回路と前記第二の筐体内の電子回路とを電気的に接続するフレキシブル配
線板と、を備え、前記一組の防水型両面テープは、第一の防水型両面テープと、第二の防
水型両面テープと、を有し、前記フレキシブル配線板は、前記第一の防水型両面テープと
前記第二の防水型両面テープとで挟まれた部分を有する構成をとる。
【００２７】
　この構成により、一組の防水型両面テープが防水壁と防水シートとを貼着する構成にお
いて、フレキシブル配線板が、第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープとで挟
まれた部分を有するので、フレキシブル配線板の段差があっても第一の防水型両面テープ
と第二の防水型両面テープの粘着面が密着する。また、一対のハウジングでパッキンを押
し付けることをしないので、第一の筐体を一つの筐体に組立てたときに反力が発生せず、
第一の筐体の変形を防ぐための強固な構造が必要ない。このため、防水性を保ち、かつ、
第一の筐体の薄型化を実現しつつ、第一の筐体の防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路
と第二の筐体内の電子回路とを電気的に接続することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明にかかる携帯端末装置は、一組の防水型両面テープが防水壁と防水シートとを貼
着する構成において、フレキシブル配線板が第一の防水型両面テープと第二の防水型両面
テープとで挟まれた部分を有するので、フレキシブル配線板の段差があっても第一の防水
型両面テープと第二の防水型両面テープの粘着面が密着する。また、一対のハウジングで
パッキンを押し付けることをしないので、一つの筐体に組立てたときに反力が発生せず、
筐体の変形を防ぐための強固な構造が必要ない。このため、防水性を保ち、かつ、筐体の
薄型化を実現しつつ、筐体内の防水壁でとり囲まれた空間内の電子回路と他の筐体内の電
子回路とを電気的に接続することができる。
【００２９】
　また本発明にかかる折り畳み式携帯端末装置は、一組の防水型両面テープが防水壁と防
水シートとを貼着する構成において、フレキシブル配線板が第一の防水型両面テープと第
二の防水型両面テープとで挟まれた部分を有するので、フレキシブル配線板の段差があっ
ても第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープの粘着面が密着する。また、一対
のハウジングでパッキンを押し付けることをしないので、第一の筐体を一つの筐体に組立
てたときに反力が発生せず、第一の筐体の変形を防ぐための強固な構造が必要ない。この
ため、防水性を保ち、かつ、第一の筐体の薄型化を実現しつつ、第一の筐体の防水壁でと
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り囲まれた空間内の電子回路と第二の筐体内の電子回路とを電気的に接続することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の携帯端末装置について、図面と共に説明する。
【００３１】
　（実施の形態１）
　本発明の実施の形態１では、携帯端末装置として、薄型の筐体で構成した防水機能付き
の折り畳み式携帯電話装置について説明する。図１に、本実施の形態１の携帯端末装置で
ある折り畳み式携帯電話装置１００の外観図を示す。折り畳み式携帯電話装置１００は、
図１に示すように、ダイヤルボタンなどの操作キー１のある下筐体２に対して、液晶表示
部などのメインディスプレイ３のある上筐体４をヒンジ部５で開閉自在に連結している。
図１は、折り畳み式携帯電話装置１００の上筐体４を開いた状態を示している。図２には
、折り畳み式携帯電話装置１００の上筐体４を閉じたときの外観図を示す。上筐体４を閉
じたときでも表面に液晶表示部などのサブディスプレイ６が見える。
【００３２】
　図３に、折り畳み式携帯電話装置１００の上筐体４の構成部品を分解したときの分解斜
視図を示す。上筐体４は外観的には下ハウジング２０と上ハウジング２６から構成される
。図３では、下ハウジング２０を図面の最下部に、上ハウジング２６を最上部に示して、
その中間に、両ハウジングに収納される各部品を示している。
【００３３】
　下ハウジング２０には、ヒンジ用中空突起２０ａが端部に成形されている。また、下ハ
ウジング２０の周囲には、下ハウジング２０の表面に防水壁２０ｂがほぼ長方形の枠状の
リブとして突出した形で設けてある。
【００３４】
　なお、防水壁２０ｂは、下ハウジング２０と樹脂の一体成形により突出して設けても良
いし、別部品として下ハウジング２０に密着固定して突出して設けても良い。
【００３５】
　図３では、下ハウジング２０の上に、表示用回路基板２１を示している。表示用回路基
板２１には、上側にサブディスプレイ６が、下側にメインディスプレイ３がある。そして
、表示用回路基板２１には、上面にコネクタ２１ａを設けている。なお、表示用回路基板
２１は、さらに他の電子回路を有していてもよい。表示用回路基板２１は、下ハウジング
２０の防水壁２０ｂに囲まれた空間内に収納され、図示しない固定手段によって固定され
る。第一の防水型両面テープ２２の形状は、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面の形
状と同じ形にしている。防水型両面テープ２２、２４は、厚さ０．２ｍｍ乃至０．４ｍｍ
程度のクッション材で、表裏二つの面に粘着糊を塗布しているものを用いることができる
。また、この防水型両面テープ２２、２４に用いるクッション材は、水を通さないことが
必要であるため、不連続発泡タイプ又は独立気泡タイプのクッション材を用いるのがよい
。
【００３６】
　フレキシブル配線板であるフレキシブルプリント配線板２３には、端子部２３ａが設け
てある。端子部２３ａは、先に説明した表示用回路基板２１のコネクタ２１ａに接続する
。フレキシブルプリント配線板２３には、第一の防水型両面テープ２２を貼着する。また
、第二の防水型両面テープ２４は、第一の防水型両面テープ２２と同じ形状をしており、
フレキシブルプリント配線板２３の第一の防水型両面テープ２２が貼着された面の反対面
に貼着する。
【００３７】
　防水シート２５は、ポリウレタンフィルムなどのプラスチックシートである。防水シー
ト２５は、透明な薄いプラスチックシートを用いることもできる。防水シート２５の外形
は、防水型両面テープ２２、２４及び下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面の外形と同
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じ形にしている。上ハウジング２６は、下ハウジング２０に図示しないネジで固定される
。
【００３８】
　上筐体４を組み立てるときは、まず、表示用回路基板２１を下ハウジング２０の防水壁
２０ｂに囲まれた空間内に収納し、図示しない固定手段によって固定する。次に、筐体の
防水壁２０ｂの上面に第一の防水型両面テープ２２を貼着し、第一の防水型両面テープ２
２の上にフレキシブルプリント配線板２３を貼着する。フレキシブルプリント配線板２３
の端子２３ａを表示用回路基板２１のコネクタ２１ａに接続する。そして、フレキシブル
プリント配線板２３と第一の防水型両面テープ２２の上に第二の防水型両面テープ２４を
貼着する。このように、フレキシブルプリント配線板２３を第一の防水型両面テープ２２
と第二の防水型両面テープ２４でサンドイッチ状に挟んだ後、更に第二の防水型両面テー
プ２４の上に防水シート２５で蓋をするように貼着する。このことで、筐体の防水壁２０
ｂで囲まれた空間を密封する。
【００３９】
　図４に、フレキシブルプリント配線板２３の平面図を示す。図５に、図４のフレキシブ
ルプリント配線板２３のＣ－Ｃ断面図を示す。図５では、導体であるフレキシブル細線２
３ｂが横一列に並んでいて、周囲を絶縁体である可撓性の樹脂シート２３ｃで囲んでいる
構造を示している。
【００４０】
　図６は、フレキシブルプリント配線板２３に第一の防水型両面テープ２２と第二の防水
型両面テープ２４を貼着するときの様子を示す。図６（ａ）は、フレキシブルプリント配
線板２３の上下に第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ２４を配置した
ときの断面図である。第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ２４を、そ
れぞれ矢印Ａまたは矢印Ｂの方向からフレキシブルプリント配線板２３の表面に押圧して
貼着する。フレキシブルプリント配線板２３に第一の防水型両面テープ２２と第二の防水
型両面テープ２４を貼着した状態を図６（ｂ）に示す。図３を用いて説明したように、下
ハウジング２０の防水壁２０ｂに第一の防水型両面テープ２２を貼り、その上にフレキシ
ブルプリント配線板２３を貼り、更に第二の防水型両面テープ２４を貼っていくと、図６
（ｂ）のように貼ることができる。
【００４１】
　なお、図６（ｂ）は、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面（第一の防水型両面テー
プ２２を貼る面のフレキシブルプリント配線板２３を貼る部分）が平坦である場合の、フ
レキシブルプリント配線板２３に第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ
２４を貼着した状態を示している。これに対して、図６（ｃ）および図６（ｄ）には、下
ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面をへこませた形状にした場合の、フレキシブルプリ
ント配線板２３に第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ２４を貼着した
状態を示す。図６（ｃ）には、防水壁２０ｂの上面をフレキシブルプリント配線板２３の
厚さの半分程度へこませた形状にした場合の状態を示す。図６（ｄ）には、防水壁２０ｂ
の上面をフレキシブルプリント配線板２３の厚さと同じ程度へこませた形状にした場合の
状態を示す。
【００４２】
　なお、図６では、フレキシブルプリント配線板２３と一対の防水型両面テープ２２、２
４の厚さは目で見えるように大きく描いているが、具体的なフレキシブルプリント配線板
２３の厚さは、０．１ｍｍ程度（後述する多層のフレキシブルプリント配線板の場合は、
層数の分だけ厚くなる）であり、防水型両面テープ２２、２４の厚さは、０．２ｍｍ乃至
０．４ｍｍ程度である。フレキシブルプリント配線板２３はある程度の剛性を持っている
。また、防水型両面テープ２２、２４には剛性がほとんど無い（クッション材を用いる）
。フレキシブルプリント配線板２３を一対の防水型両面テープ２２、２４でサンドイッチ
状に挟んで、押圧力を加えると変形して防水型両面テープ２２、２４がフレキシブルプリ
ント配線板２３の側面に密着する。また、この状態で、防水型両面テープ２２、２４がフ
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レキシブルプリント配線板２３の上面又は下面にも密着する。このように、フレキシブル
プリント配線板２３は、防水型両面テープ２２、２４に覆われる。防水型両面テープ２２
、２４が側面も含めてフレキシブルプリント配線板２３に密着するので、水の浸入を防止
することが出来る。
【００４３】
　なお、上筐体４を組み立てるときに、下ハウジング２０の上に他の部品を順番に積み重
ねる方法を示したが、治具を用いて、先にフレキシブルプリント配線板２３に第一の防水
型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ２４を貼着するようにしても良い。
【００４４】
　図７では、先にフレキシブルプリント配線板２３に第一の防水型両面テープ２２と第二
の防水型両面テープ２４を貼着しておいてから、上筐体４を組み立てる手順を示している
。まず、図７のＤ矢印のように、下ハウジング２０の防水壁２０ｂで囲われた空間内に表
示用回路基板２１を収納、固定する。そして、図７のＥ矢印のように、第一の防水型両面
テープ２２と、第二の防水型両面テープ２４でサンドイッチ状態に挟んだフレキシブルプ
リント配線板２３を第一の防水型両面テープ２２の粘着面を用いて、下ハウジング２０の
上面に貼る。そして、フレキシブルプリント配線板２３の端子部２３ａを先に説明した表
示用回路基板２１のコネクタ２１ａに接続する。この状態で、第二の防水型両面テープ２
４の上面に防水シート２５を貼って密封する。このことにより、下ハウジング２０の防水
壁２０ｂで囲んだ空間が、防水シート２５で密封された空間となり、該空間内に収納され
た表示用回路基板２１が防水される。
【００４５】
　特に防水シート２５にポリウレタンシートを用いたときは、製造工程中、製品使用中、
あるいは製品販売後のメインテナンス時等に、（上ハウジング２６を外した状態も含めて
）防水シート２５や上筐体４が押圧されたとしても、ポリウレタンシートが下ハウジング
２０の変形にともなって自由に変形する。そのため、防水型両面テープ２２、２４がはが
れにくく、防水機能が保たれるという効果がある。
【００４６】
　図８は、図７で示した工程により、防水シート２５が第二の防水型両面テープ２４の上
面に貼着され、上筐体４の防水壁２０ｂでとり囲んだ空間を防水シート２５で密封した状
態を斜視図で示している。この状態で上ハウジング２６を下ハウジング２０に固定して上
筐体４が組立てられる。
【００４７】
　なお、上記の説明では、防水シート２５は、ポリウレタンシートとして説明したが、防
水シート２５は、ポリウレタンシートではなく、剛性のある樹脂板（例えば、ＡＢＳ樹脂
など）としても良い。防水シート２５を剛性のある樹脂板とした場合には、上筐体４は、
下ハウジング２０と剛性のある樹脂板の防水シート２５からなる一つの箱の上に、下ハウ
ジング２０と上ハウジング２６からなる箱を重ねた二重箱の構造となる。そのため、薄型
化された上筐体４の剛性が高まるという効果がある。
【００４８】
　また、防水シート２５として、樹脂板を用いた場合には、防水シート２５に上ハウジン
グ２６の機能も持たせることもできる。例えば、上筐体４の上ハウジング２６側の上面に
ついては、樹脂板の防水シート２５を（上ハウジング２６で覆わずに）表面に露出させる
こともできる。また、樹脂板の防水シート２５を表面に露出させる場合でも、上筐体４の
上ハウジング２６側の側面は上ハウジング２６で覆うようにしてもよい。
【００４９】
　以上で説明したように、実施の形態１の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置１
００は、一組の防水型両面テープ２２、２４が防水壁２０ｂと防水シート２５とを貼着す
る構成において、フレキシブル配線板であるフレキシブルプリント配線板２３が、第一の
防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テープ２４とで挟まれた部分を有するので、フ
レキシブルプリント配線板２３の段差があっても第一の防水型両面テープ２２と第二の防
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水型両面テープ２４の粘着面が密着する。また、一対のハウジングでパッキンを押し付け
ることをしないので、上筐体４を一つの筐体に組立てたときに反力が発生せず、上筐体４
の変形を防ぐための強固な構造が必要ない。このため、防水性を保ち、かつ、上筐体４の
薄型化を実現しつつ、上筐体４内の防水壁２０ｂでとり囲まれた空間内（内部ユニット内
）の電子回路と下筐体２内の電子回路とを電気的に接続することができる。
【００５０】
　さらに、防水性を保ち、かつ、上筐体４の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実
現できる携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置１００を簡単に組み立てることがで
きる。
【００５１】
　（実施の形態２）
　次に、本発明の実施の形態２の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置について説
明する。本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置は、フレキシブルプリント配線
板が多層になっている点に特徴がある。なお、本実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置
において、特に言及しない部分は本実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置と同様である
。また、図中の同一又は対応する部分には同一の符号を付す。
【００５２】
　最近の折り畳み式携帯電話装置などの携帯電話装置は、テレビ放送受信機能付きのもの
が実用化されるなど高機能化が進んでいる。そのため、受信した多くの信号を表示手段に
伝えるために第一の筐体と第二の筐体を接続するフレキシブルプリント配線板に通す配線
数は増加し、フレキシブルプリント配線板を多層化することも行なわれている。フレキシ
ブルプリント配線板が多層化すると、フレキシブルプリント配線板の厚さが増える。フレ
キシブルプリント配線板の厚さが増えると、既に説明した図３５のフレキシブルプリント
配線板８２の側面の隙間８５が大きくなる。隙間８５が大きくなると水が浸入しやすくな
る。
【００５３】
　そこで、本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置では、多層になったフレキシ
ブルプリント配線板について、各層の配線部分であるフレキシブル細線を各層の中央に配
置し、配線部分の両側にダミー部分（フレキシブル細線のない樹脂シートの部分）を形成
して各層の幅を変えている。図９は、本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置の
多層のフレキシブルプリント配線板４０の平面図を示している。図９は、一定の幅のフレ
キシブルプリント配線板４０が一つの平面上で屈曲した形になっていることを示している
。また、フレキシブルプリント配線板４０の第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型
両面テープ２４とで挟まれる部分４１は、各層の配線部分であるフレキシブル細線を各層
の中央に配置し、配線部分の両側にダミー部分を形成して各層の幅を変えている。このた
め、フレキシブルプリント配線板４０の第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面
テープ２４とで挟まれる部分４１は、他の部分よりも幅が大きくなっている。
【００５４】
　図１０に、図９のフレキシブルプリント配線板４０の第一の防水型両面テープ２２と第
二の防水型両面テープ２４とで挟まれる部分４１のＨ－Ｈ断面図を示す。図１０（ａ）に
示すように、フレキシブルプリント配線板４０は、多層（具体的には４層の例を示す）フ
レキシブルプリント配線板になっている。そして、多層フレキシブルプリント配線板（フ
レキシブルプリント配線板４０）は、第一の防水型両面テープ２２と第二の防水型両面テ
ープ２４とで挟まれる部分４１では、多層フレキシブル配線板の厚さが幅方向に段階的に
変化するように積層されている。具体的には、図１０（ａ）に示すように、上下方向のほ
ぼ中央に配置されている層、すなわち、上から２段目の層４１ａでは、配線部分が中央に
配置しており、配線部分の左右には配線部分がなく樹脂シートだけのダミー部分を設けて
、幅を最大幅にしている。
【００５５】
　このように、多層のフレキシブルプリント配線板４０について、上下方向の中央付近に
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配置される層の幅を最大幅にとっている。そして、その中央付近に配置される層から外側
、つまり上方向あるいは下方向に行くにしたがって幅を狭くしている。図１０（ａ）では
、上から３段目の層４１ｂは、層４１ａと同じく、配線部分を中央に配置しているものの
、配線部分の左右のダミー部分の幅を狭めて、幅を第二の幅にしている。そして上下方向
の最上層４０ａと最下層４０ｂについては、配線部分を中央に配置しているものの、配線
部分の左右のダミー部分を設けず、幅を最小幅にしている。このような構成により、フレ
キシブルプリント配線板４０の厚さの幅方向の変化を小さくできるので、フレキシブルプ
リント配線板４０の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープ２２、２４とフレキシブ
ルプリント配線板４０が強固に密着し、防水性がよくなる。すなわち、多層になったフレ
キシブルプリント配線板４０の上下から防水型両面２２、２４テープで挟むことにより、
フレキシブルプリント配線板４０の側面に防水型両面テープ２２、２４の粘着面を貼り付
けて、水の浸入する隙間を生じないようにしている。その結果、防水性を保ち、かつ、上
筐体４の薄型化を実現しつつ、より多くの配線の電気的接続を実現できる。
【００５６】
　なお、フレキシブルプリント配線板４０は、図１０（ａ）に示したような積層のしかた
に限らず、例えば、最上層又は最下層の幅が隣接する層の幅よりも小さく、最上層及び最
下層以外の幅が隣接する２層のうち少なくとも１層の幅よりも大きいように積層すれば、
同様の効果が得られる。これを図１０（ａ）の例にあてはめてみると、最上層４０ａの幅
は隣接する層（上から２段目の層４１ａ）の幅よりも小さく、また、最下層４０ｂの幅は
隣接する層（上から３段目の層４１ｂ）の幅よりも小さい。また、最上層又は最下層以外
の層である上から２段目の層４１ａの幅は、隣接する２層（最上層４０ａと上から３段目
の層４１ｂ）のうち少なくとも１層（この場合、最上層４０ａと上から３段目の層４１ｂ
のいずれも）の幅よりも大きい。また、最上層又は最下層以外の層である上から３段目の
層４１ｂの幅は、隣接する２層（上から２段目の層４１ａと最下層４０ｂ）のうち少なく
とも１層（最下層４０ｂ）の幅よりも大きい。
【００５７】
　なお、図１０（ａ）のような積層の他、図１０（ｂ）、（ｃ）に示すような積層のしか
たでもよい。図１０（ｂ）、（ｃ）に示すような積層のしかたの場合も、最上層又は最下
層の幅が隣接する層の幅よりも小さく、最上層及び最下層以外の幅が隣接する２層のうち
少なくとも１層の幅よりも大きいように積層されており、図１０（ａ）に示すような積層
の場合と同様の効果が得られる。以下では、図１０（ａ）に示すような積層の場合の例に
ついて説明する。
【００５８】
　図１１に、本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置の多層のフレキシブルプリ
ント配線板４０の上下から、一対の防水型両面テープ２２、２４をそれぞれ貼り付けると
きの状態を示して説明する。図１１（ａ）は、フレキシブルプリント配線板４０とその上
下に一対の防水型両面テープ２２、２４を配置した断面図を示す。フレキシブルプリント
配線板４０の上下から、Ｉ矢印、Ｊ矢印のように防水型両面テープ２４、２２を押し付け
る。すると、図１１（ｂ）のように、フレキシブルプリント配線板４０の側面や段差部に
防水型両面テープが密着する。フレキシブルプリント配線板４０の側面には隙間が出来ず
、水の浸入が防がれる。なお、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面をへこませた形状
にしてもよい点は、実施の形態１の場合と同様である。
【００５９】
　図１２は、本発明の実施の形態２のフレキシブルプリント配線板４０を防水型両面テー
プでサンドイッチ状に挟んだのち下ハウジング２０に貼り付け、防水シート２５で密封す
る手順を示した。手順としては、実施の形態１で説明したのと同じなので説明は省略する
。
【００６０】
　以上で説明したように、実施の形態２の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置は
、フレキシブル配線板であるフレキシブルプリント配線板４０の厚さの幅方向の変化を小
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さくできるので、フレキシブルプリント配線板４０の厚さの変化する段差部でも防水型両
面テープ２２、２４とフレキシブルプリント配線板４０が強固に密着し、防水性がよくな
る。また、その結果、防水性を保ち、かつ、上筐体４の薄型化を実現しつつ、より多くの
配線の電気的接続を実現できる。
【００６１】
　（実施の形態３）
　次に、本発明の実施の形態３の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置について説
明する。本発明の実施の形態３の折り畳み式携帯電話装置は、防水型両面テープの幅につ
いて、フレキシブルプリント配線板４０と密着する部分（挟む部分又は覆う部分）の幅を
特に広くした点に特徴がある。例えば、第一の防水型両面テープは、フレキシブル配線板
であるフレキシブルプリント配線板２３を第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テ
ープとで挟む部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも大きく、第二の防水型両面テープは
、フレキシブルプリント配線板２３を第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープ
とで挟む部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも大きいようにしている。幅を広くしたこ
とにより、防水型両面テープとフレキシブルプリント配線板の密着面積が増え防水効果を
高くすることが出来る。
【００６２】
　なお、防水型両面テープの幅について、フレキシブルプリント配線板４０と密着する部
分以外の幅を大きくしないのは、大きくすると、その分だけ折り畳み式携帯電話装置全体
のサイズが大きくなってしまうからである。
【００６３】
　なお、本実施の形態３の折り畳み式携帯電話装置において、特に言及しない部分は本実
施の形態１の折り畳み式携帯電話装置と同様である。また、図中の同一又は対応する部分
には同一の符号を付す。
【００６４】
　図１３に、本発明の実施の形態３の折り畳み式携帯電話装置の防水型両面テープ５２、
５４とフレキシブルプリント配線板２３の分解斜視図を示す。図１３では、実施の形態１
と同じフレキシブルプリント配線板２３を用いているのであるが、一対の防水型両面テー
プ５２、５４について、フレキシブルプリント配線板２３が貼りつく部分５２ａ、５４ａ
の面積を大きくしている。また、図示しない下ハウジング２０の防水壁２０ｂと防水シー
ト２５についても、該当部分の面積を大きくしている。
【００６５】
　図１４に、本発明の実施の形態３の折り畳み式携帯電話装置の防水型両面テープ５２、
５４とフレキシブルプリント配線板２３を一体に貼り付けた状態を示す。図１４に示すよ
うに、フレキシブルプリント配線板２３が貼りつく部分の防水型両面テープ５２ａ、５４
ａの面積が大きいので、フレキシブルプリント配線板２３の側面に防水型両面テープ５２
ａ、５４ａが密着する長さが長くなっている。このように大きな面積で防水型両面テープ
にサンドイッチ状に挟まれたフレキシブルプリント配線板を押圧すると、フレキシブルプ
リント配線板２３の側面に隙間が生じず、水の浸入を防ぐことができる。また、仮に隙間
が一部に生じたとしても、フレキシブルプリント配線板２３の側面を貫通する隙間が出来
る可能性が低く抑えられるため、高い防水性能が実現される。
【００６６】
　また、防水型両面テープ５２、５４とフレキシブルプリント配線板２３の密着面積が確
保されるので、防水型両面テープ５２、５４を薄くすることができ、防水性を保ち、かつ
、配線の電気的接続を実現しつつ、折り畳み式携帯電話装置の薄型化ができる。また、製
造工程において防水型両面テープ５２、５４の貼り付けのための位置合わせがしやすいと
いう効果もある。
【００６７】
　なお、防水型両面テープの面積を広くするときの形状としては、図１４に示したように
四角形の面積を張り出すようにしても良いし、三角形や円形の面積を張り出すようにして
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も良い。
【００６８】
　図１５は、一組の防水型両面テープ５５（図示なし)、５６を、フレキシブルプリント
配線板２３の側面に沿って幅を広げ、あたかもＨ字のような形に面積を大きくした場合の
平面図を示す。図１５の防水型両面テープ５５（図示なし)、５６は、既に図１３で示し
たような、フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープ全幅を均一に
したものと異なり、水が浸入しやすいフレキシブルプリント配線板２３の側面に沿って防
水型両面テープ５５（図示なし)、５６の貼り付け面積を５５ａ（図示なし)あるいは５６
ａに該当する面積だけ増やしている。
【００６９】
　ここで、防水型両面テープについては、図１６に示すように、一組の防水型両面テープ
５５、５６の両方にあたかもＨ字のような形の部分を設けても良い。また、図１７に示す
ように、一方（図１７の場合、防水型両面テープ５６）にＨ字のような形の部分を設け、
他方（図１７の場合、防水型両面テープ５７）を広幅の帯状にしても良い。どちらについ
ても、フレキシブルプリント配線板２３の側面に沿って防水型両面テープの貼り付け面積
が増えた分だけ、防水性が高くなる。
【００７０】
　以上で説明したように、実施の形態３の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置は
、フレキシブルプリント配線板２３と一組の防水型両面テープ５２、５４等とが密着する
面積が大きくなるので、フレキシブルプリント配線板２３の厚さの変化する段差部でも防
水型両面テープ５２、５４等とフレキシブルプリント配線板２３が強固に密着し、防水性
がよくなる。また、その結果、防水性を保ち、かつ、上筐体４の薄型化を実現しつつ、配
線の電気的接続を実現できる。
【００７１】
　なお、本実施の形態３のフレキシブルプリント配線板２３に代えて、実施の形態２で説
明した形状等のフレキシブルプリント基板４０を採用することもできる。また、このとき
、実施の形態２で説明したように、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面をへこませた
形状にすることもできる。
【００７２】
　（実施の形態４）
　次に、本発明の実施の形態４の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置について説
明する。本発明の実施の形態４の折り畳み式携帯電話装置は、防水型両面テープの幅につ
いて、フレキシブルプリント配線板２３と密着する部分（挟む部分又は覆う部分）の幅を
狭くしている。例えば、第一の防水型両面テープは、フレキシブル配線板であるフレキシ
ブルプリント配線板２３を第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープとで挟む部
分の幅が、それ以外の部分の幅よりも小さく、第二の防水型両面テープは、フレキシブル
プリント配線板２３を第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テープとで挟む部分の
幅が、それ以外の部分の幅よりも小さいようにしている。この構成により、防水型両面テ
ープの反発力又は復元力が大きい場合に、防水型両面テープの反発力（通常は平面に貼り
付けられる防水型両面テープが平面でない部分に貼り付けられることによる反発力）又は
復元力（防水型両面テープがフレキシブルプリント配線板２３につぶされているのが元に
戻ろうとする復元力）を抑えることができる点に特徴がある。
【００７３】
　なお、本実施の形態４の折り畳み式携帯電話装置において、特に言及しない部分は本実
施の形態１の折り畳み式携帯電話装置と同様である。また、図中の同一又は対応する部分
には同一の符号を付す。
【００７４】
　図1８に、本発明の実施の形態４の折り畳み式携帯電話装置の防水型両面テープ６２、
６４とフレキシブルプリント配線板２３の分解斜視図を示す。図1８では、実施の形態１
と同じフレキシブルプリント配線板２３を用いているのであるが、一対の防水型両面テー
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プ６２、６４について、フレキシブルプリント配線板２３が貼りつく部分６２ａ、６４ａ
の面積を小さくしている。また図示しない下ハウジングの防水壁についても、該当部分の
面積を小さくしている。
【００７５】
　図1９に、本発明の実施の形態４の折り畳み式携帯電話装置の防水型両面テープ６２、
６４とフレキシブルプリント配線板２３を一体に貼り付けた状態を示す。図1９に示す６
４ａの面積が小さいので、フレキシブルプリント配線板２３の側面に防水型両面テープ６
２ａ、６４ａが密着する長さが短くなっている。このように小さな面積で防水型両面テー
プにサンドイッチ状に挟まれたフレキシブルプリント配線板を押圧すると、フレキシブル
プリント配線板２３の側面に隙間が生じず、水の浸入を防ぐことができることは、他の実
施の形態と同じである。これに加えて、防水型両面テープ６２、６４の反発力又は復元力
が大きい場合でも、フレキシブルプリント配線板２３に重なる防水型両面テープ６２、６
４の面積が小さいので、押しつぶされた防水型両面テープ６２、６４の反発力又は復元力
が小さく、時間がたっても防水型両面テープ６２、６４が反発力又は復元力によって浮き
上がってこないという効果がある。
【００７６】
　また、防水型両面テープ６２、６４とフレキシブルプリント配線板の密着面積が確保さ
れるので、防水型両面テープ６２、６４を薄くすることができ、折り畳み式携帯電話装置
の薄型化ができる。また、製造工程において防水型両面テープ６２、６４貼り付けのため
の位置合わせがしやすいという効果もある。
【００７７】
　図２０は、一組の防水型両面テープ６５（図示なし)、６６を、フレキシブルプリント
配線板２３を覆う部分の幅を狭めて面積を小さくした場合の平面図を示す。図２０の防水
型両面テープ６５（図示なし)、６６は、既に図１８、図１９で示したような、フレキシ
ブルプリント配線板２３を覆う（挟む）部分の防水型両面テープの片側だけを切り欠いて
幅を狭くし、面積を小さくしたものと違い、防水型両面テープの両側を切り欠いて幅を狭
くし、面積を小さくしている。
【００７８】
　防水型両面テープについては、図２1のように、一組の防水型両面テープの両方に切り
欠き部分６５ａ、６６ａを設けても良い。すなわち、第一の防水型両面テープ６５は、フ
レキシブルプリント配線板２３が第一の防水型両面テープ６５と第二の防水型両面テープ
６６とで挟まれた部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも小さく、第二の防水型両面テー
プ６６は、フレキシブルプリント配線板２３が第一の防水型両面テープ６５と第二の防水
型両面テープ６６とで挟まれた部分の幅が、それ以外の部分の幅よりも小さいようにして
もよい。また、図２２に示したように、一方に切り欠き部分を設け、他方を広幅の帯状に
しても良い。どちらについても、防水型両面テープ６２、６４の反発力又は復元力が大き
い場合でも、フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープの貼り付け
面積が少なくなった分だけ、防水型両面テープの反発力又は復元力が減って防水性が高く
なる。
【００７９】
　なお、防水型両面テープ幅を狭くするときの形状としては、三角形の切り込みを入れて
少しずつ幅を狭くするようにしても良い。図２３に、一組の防水型両面テープ６８（図示
なし)、６９を、フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分に三角形の切り欠き部分６
８ａ（図示なし)、６９ａ部分を設け、防水型両面テープの幅を狭めて面積を小さくした
場合の平面図を示す。
【００８０】
　防水型両面テープについては、図２４のように、一組の防水型両面テープの両方に三角
形の切り欠き部分６８ａ、６９ａを設けても良い。また、図２５に示したように、一方に
は一つの端面に三角形の切り欠き部分９２ａを設け、他方には、他方の端面に三角形の切
り欠き部分９４ａを設けても良い。この場合、切り欠きを互い違いに重ねることにより、
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フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープの重なりが減り、防水型
両面テープの復元力がはたらいてもフレキシブルプリント配線板２３から防水型両面テー
プが剥がれにくくなる。その結果、防水性が高くなる。
【００８１】
　以上で説明したように、実施の形態４の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置は
、防水型両面テープ６８、６９等の反発力又は復元力が大きい場合に、防水型両面テープ
６８、６９等の反発力又は復元力を抑えることができるので、フレキシブル配線板である
フレキシブルプリント配線板２３の側面と防水型両面テープ６８、６９等との間に隙間が
生じない。そのため、防水性がよくなる。また、その結果、防水性を保ち、かつ、上筐体
４の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実現できる。
【００８２】
　なお、本実施の形態４のフレキシブルプリント配線板２３に代えて、実施の形態２で説
明した形状等のフレキシブルプリント基板４０を採用することもできる。また、このとき
、実施の形態２で説明したように、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面をへこませた
形状にすることもできる。
【００８３】
　（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置について説
明する。本発明の実施の形態５の折り畳み式携帯電話装置は、防水型両面テープにスリッ
トを設けた点に特徴がある。
【００８４】
　なお、本実施の形態５の折り畳み式携帯電話装置において、特に言及しない部分は本実
施の形態１の折り畳み式携帯電話装置と同様である。また、図中の同一又は対応する部分
には同一の符号を付す。
【００８５】
　図２６は、一組の防水型両面テープについて、フレキシブルプリント配線板を覆う部分
（密着する部分又は挟む部分）の幅を狭めるとともに、幅方向の中央にスリットを設けて
面積を小さくした場合の平面図を示す。図２７（ａ）、（ｂ）に防水型両面テープ９５、
９６の形状を示す。防水型両面テープ９５、９６は、それぞれ９５ａ、９６ａのように幅
を狭くし、幅方向の中央にスリット９５ｂ、９６ｂを設けて面積を小さくしている。また
、図２８に示すように、一方の防水型両面テープ９６の幅を狭くするとともに、スリット
を設け、他方の防水型両面テープ９７を広幅の帯状にしても良い。
【００８６】
　どちらについても、防水型両面テープの反発力又は復元力が大きい場合でも、フレキシ
ブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープにスリットを設け、フレキシブル
プリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープの貼り付け面積が少なくなった分だけ
、防水型両面テープの反発力又は復元力が減って防水性が高くなる。
【００８７】
　図２９は、一組の防水型両面テープについて、フレキシブルプリント配線板を覆う部分
の幅を広めるとともに、幅方向の中央にスリットを設けた場合の平面図を示す。図３０（
ａ）、（ｂ）に防水型両面テープ９８、９９の形状を示す。防水型両面テープ９８、９９
は、それぞれ９８ａ、９９ａのように幅を広くし、幅方向の中央にスリット９８ｂ、９９
ｂを設けている。スリットの数は一つでも複数でもよい。また、図３１に示すように、一
方の防水型両面テープ９９の幅を広くするとともに、スリットを設け、他方の防水型両面
テープ９７を広幅の帯状にしても良い。
【００８８】
　どちらについても、防水型両面テープの反発力又は復元力が大きい場合でも、防水型両
面テープの幅を広くし、フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープ
にスリットを設けたことにより、防水型両面テープの反発力又は復元力が減って密着性を
向上させつつ、フレキシブルプリント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープの貼り付
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け面積は防水型両面テープの幅を広くした分だけ図２６乃至図２８に示した場合よりも増
えるので、防水性がさらに高くなる。
【００８９】
　なお、図２９乃至図３１に示すように防水型両面テープの幅を広くし、フレキシブルプ
リント配線板２３を覆う部分の防水型両面テープにスリットを設けた場合、防水壁２０ｂ
の対応する部分の幅も広くする。
【００９０】
　なお、本実施の形態５のフレキシブルプリント配線板２３に代えて、実施の形態２で説
明した形状等のフレキシブルプリント基板４０を採用することもできる。また、このとき
、実施の形態２で説明したように、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの上面をへこませた
形状にすることもできる。
【００９１】
　（実施の形態６）
　次に、本発明の実施の形態６の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置について説
明する。本発明の実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置は、折り畳み可能なフレキシブ
ルプリント配線板を用いた点に特徴がある。
【００９２】
　なお、本実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置において、特に言及しない部分は本実
施の形態１の折り畳み式携帯電話装置と同様である。また、図中の同一又は対応する部分
には同一の符号を付す。
【００９３】
　本発明の実施の形態６では、図３２に示すように、フレキシブルプリント配線板として
、折り曲げタイプのフレキシブルプリント配線板７０を用いている。図３２（ａ）のよう
に、ロの字をしているフレキシブルプリント配線板７０のロの字部分の右半分部分の７０
ａを折り曲げて、図３２（ｂ）のように、反対側のロの字部分の左半分部分の７０ｂに重
ねると、重なった部分は、見かけ上の２層となる。但し、防水型両面テープが貼着する部
分は単層のままであり、薄い分だけフレキシブルプリント配線板の側面に隙間ができにく
くできる。また、フレキシブルプリント配線板の厚さが薄いだけそれを挟む一組の防水型
両面テープがより密着し、はがれにくくなる。さらに、防水型両面テープに挟まれるフレ
キシブルプリント配線板の幅は広いのに、ヒンジ部を通るフレキシブルプリント配線板は
折り畳まれることにより、幅が半分程度に狭くなっているので、ヒンジ部を小さくするこ
とが両立できるという効果がある。
【００９４】
　なお、フレキシブルプリント配線板７０として、多層フレキシブルプリント配線板を用
いることもできる。その場合も、防水型両面テープが貼着する部分のフレキシブルプリン
ト配線板７０の厚さが薄いだけそれを挟む一組の防水型両面テープがより密着し、はがれ
にくくなる。また、この場合も、防水型両面テープに挟まれるフレキシブルプリント配線
板の幅は広いのに、ヒンジ部を通るフレキシブルプリント配線板は折り畳まれることによ
り、幅が半分程度に狭くなっているので、ヒンジ部を小さくすることが両立できるという
効果がある。いずれにしても、フレキシブルプリント配線板の幅について、ヒンジ部の内
部に配置された、折り曲げられた部分の幅は、第一の防水型両面テープと第二の防水型両
面テープとで挟まれた部分の幅よりも小さくなる。
【００９５】
　なお、フレキシブルプリント配線板は、第一の防水型両面テープと第二の防水型両面テ
ープとで挟まれた部分とヒンジ部の内部に配置された部分との間で折り曲げられるように
する。
【００９６】
　以上で説明したように、本実施の形態６の携帯端末装置である折り畳み式携帯電話装置
は、フレキシブルプリント配線板７０の厚さの変化する段差部でも防水型両面テープ２２
、２４等とフレキシブルプリント配線板７０が強固に密着し、防水性を保ち、かつ、上筐
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体４の薄型化を実現しつつ、配線の電気的接続を実現することと、ヒンジ部５を小さくす
ることを両立できる。
【００９７】
　なお、本実施の形態６のフレキシブルプリント配線板７０は、１層のものだけでなく、
実施の形態２で説明したような多層構造のフレキシブルプリント基板とすることもできる
。また、このとき、実施の形態２で説明したように、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの
上面をへこませた形状にすることもできる。
【００９８】
　また、本実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置において、防水型両面テープとしては
、実施の形態１で説明したものに限らず、実施の形態３、４、５で説明したものを用いる
こともできる。また、下ハウジング２０の防水壁２０ｂの対応する部分についても同様で
ある。
【００９９】
　なお、実施の形態１乃至６では、折り畳み式携帯電話装置の上筐体４について、防水性
を保ち、かつ、上筐体４の薄型化を実現しつつ、上筐体４内の防水壁２０ｂでとり囲まれ
た空間内の電子回路と下筐体２内の電子回路とを電気的に接続することができる折り畳み
式携帯電話装置を説明したが、このような防水構造は、下筐体２についても同様に適用す
ることができる。また、下筐体２についても本実施の形態１乃至６で説明した防水構造を
適用する場合には、（図示しない）電池蓋など、通常の使用においてユーザーが開けるこ
とがある部分には、Ｏリングなどの従来からのゴム製パッキン等を使用して防水し、それ
以外の部分について本実施の形態１乃至６で説明した防水構造を適用することが実用上好
ましい。
【０１００】
　また、実施の形態１乃至６の折り畳み式携帯電話装置は、折り畳み式携帯電話装置であ
るとして説明したが、本実施の形態１乃至５における上筐体４内の防水構造は、折り畳み
式携帯電話だけでなく、いわゆるスライド式携帯電話装置などの携帯電話や携帯ゲーム装
置、携帯テレビ受信装置など各種の携帯端末装置に適用することが出来る。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明は、防水性を保ち、かつ、筐体の薄型化を実現しつつ、筐体内の防水壁でとり囲
まれた空間内の電子回路と他の筐体内の電子回路とを電気的に接続することができるので
、折り畳み式携帯電話装置などの携帯端末装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置の外観図
【図２】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置の外観図
【図３】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置の上筐体の分解斜視図
【図４】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリント配線板
の平面図
【図５】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリント配線板
の断面図
【図６】（ａ）本発明の実施の形態１のフレキシブルプリント配線板に防水型両面テープ
を貼り付けるときの状態を示す図（ｂ）本発明の実施の形態１のフレキシブルプリント配
線板に防水型両面テープを貼り付けた状態を示す図（ｃ）本発明の実施の形態１のフレキ
シブルプリント配線板に防水型両面テープを貼り付けた状態を示す図（ｄ）本発明の実施
の形態１のフレキシブルプリント配線板に防水型両面テープを貼り付けた状態を示す図
【図７】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置の上筐体の分解斜視図
【図８】本発明の実施の形態１の折り畳み式携帯電話装置の上筐体の分解斜視図
【図９】本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリント配線板
の平面図
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【図１０】（ａ）本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリン
ト配線板の断面図（ｂ）本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブル
プリント配線板の断面図（ｃ）本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置のフレキ
シブルプリント配線板の断面図
【図１１】（ａ）本発明の実施の形態２のフレキシブルプリント配線板に防水型両面テー
プを貼り付けるときの状態を示す図（ｂ）本発明の実施の形態２のフレキシブルプリント
配線板に防水型両面テープを貼り付けた状態を示す図
【図１２】本発明の実施の形態２の折り畳み式携帯電話装置の上筐体の分解斜視図
【図１３】本発明の実施の形態３の防水型両面テープとフレキシブルプリント配線板の分
解斜視図
【図１４】本発明の実施の形態３の防水型両面テープとフレキシブルプリント配線板に貼
り付けたときの斜視図
【図１５】本発明の実施の形態３の他の防水型両面テープをフレキシブルプリント配線板
に貼り付けたときの部分平面図
【図１６】（ａ）本発明の実施の形態３の一方の防水型両面テープの平面図（ｂ）本発明
の実施の形態３の他方の防水型両面テープの平面図
【図１７】（ａ）本発明の実施の形態３の一方の防水型両面テープの平面図（ｂ）本発明
の実施の形態３の他方の防水型両面テープの平面図
【図１８】本発明の実施の形態４の防水型両面テープとフレキシブルプリント配線板の分
解斜視図
【図１９】本発明の実施の形態４の防水型両面テープとフレキシブルプリント配線板に貼
り付けたときの斜視図
【図２０】本発明の実施の形態４の他の防水型両面テープをフレキシブルプリント配線板
に貼り付けたときの部分平面図
【図２１】（ａ）本発明の実施の形態４の一方の防水型両面テープの平面図（ｂ）本発明
の実施の形態４の他方の防水型両面テープの平面図
【図２２】（ａ）本発明の実施の形態４の一方の防水型両面テープの平面図（ｂ）本発明
の実施の形態４の他方の防水型両面テープの平面図
【図２３】本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた防水型両面テープをフレキ
シブルプリント配線板に貼り付けたときの部分平面図
【図２４】（ａ）本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた一方の防水型両面テ
ープの平面図（ｂ）本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた他方の防水型両面
テープの平面図
【図２５】（ａ）本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた一方の防水型両面テ
ープの平面図（ｂ）本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた他方の防水型両面
テープの平面図（ｃ）本発明の実施の形態４の三角形の切り欠きを設けた防水型両面テー
プをフレキシブルプリント配線板に貼り付けたときの部分平面図
【図２６】本発明の実施の形態５のスリットを設けた防水型両面テープをフレキシブルプ
リント配線板に貼り付けたときの部分平面図
【図２７】（ａ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた一方の防水型両面テープの平
面図（ｂ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた他方の防水型両面テープの平面図
【図２８】（ａ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた一方の防水型両面テープの平
面図（ｂ）本発明の実施の形態５の他方の防水型両面テープの平面図
【図２９】本発明の実施の形態５のスリットを設けた他の防水型両面テープをフレキシブ
ルプリント配線板に貼り付けたときの部分平面図
【図３０】（ａ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた一方の防水型両面テープの平
面図（ｂ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた他方の防水型両面テープの平面図
【図３１】（ａ）本発明の実施の形態５のスリットを設けた一方の防水型両面テープの平
面図（ｂ）本発明の実施の形態５の他方の防水型両面テープの平面図
【図３２】（ａ）本発明の実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリン
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ト配線板の平面図（ｂ）本発明の実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブル
プリント配線板の平面図
【図３３】本発明の実施の形態６の折り畳み式携帯電話装置のフレキシブルプリント配線
板の斜視図
【図３４】従来の折り畳み式携帯電話装置の防水構造を説明する斜視図
【図３５】従来の折り畳み式携帯電話装置の防水構造を説明する断面図
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　　折り畳み式携帯電話装置
　１　　操作キー
　２　　下筐体
　３　　メインディスプレイ
　４　　上筐体
　５　　ヒンジ部
　６　　サブディスプレイ
　２０　　下ハウジング
　２０ａ　　ヒンジ用中空突起
　２０ｂ　　防水壁
　２１　　表示用回路基板
　２１ａ　　コネクタ
　２２，２４，５２，５４，５５，５６，５７，６２，６４，６５，６６，６７，６８，
６９，９２，９４，９５，９６，９７，９８，９９　　防水型両面テープ
　２３，４０，７０　　フレキシブルプリント配線板
　２３ａ　　端子部
　２３ｂ　　フレキシブル細線
　２３ｃ　　樹脂シート
　２５　　防水シート
　２６　　上ハウジング
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