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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信端末の一面をカバーする第１ボディ部と、
　前記移動通信端末の内部に設けられた部品の高さ、形状、機能、材質、発熱特性のうち
少なくとも１つに適応するように、少なくとも１つのディメンション（次元）を有するよ
うに形成され、前記部品の一部または全体を取り囲むように前記第１ボディ部に密着する
防水シートと、
　前記第１ボディ部と防水シートとの間に介在する接着部材と、
　前記防水シートを挟んで前記第１ボディ部に結合される第２ボディ部と、
　を含み、
　前記第１ボディ部及び第２ボディ部は締結部材によって締結され、
　前記防水シートに前記締結部材が貫通できる貫通ホールが形成され、
　前記貫通ホールを取り囲むように前記接着部材が介在されることを特徴とする移動通信
端末。
【請求項２】
　前記防水シートは、ＰＣ（ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、ＰＥＴ（ｐｏｌｙｅｔｈｙ
ｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）及び放熱シートのうち少なくとも１つの材質で
形成されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末。
【請求項３】
　前記防水シートは、前記部品のうち一部の部品に密着し、他の部品には所定の間隔で離
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隔されるように形成されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末。
【請求項４】
　前記防水シートが、前記部品の機能に適応するようにコネクタ、カメラ、モータ、ＬＣ
Ｄのうち少なくとも１つ以上に密着するように構成されることを特徴とする請求項３に記
載の移動通信端末。
【請求項５】
　前記防水シートが、
　前記部品の機能に適応するようにスピーカ、レシーバー、マイク、ＳＩＭカードスロッ
ト、メモリカードスロット、ＵＳＢポートのうち少なくとも１つから所定の距離離隔され
るように形成されるように形成されることを特徴とする請求項３に記載の移動通信端末。
【請求項６】
　前記防水シートのうち前記カメラのレンズに対応する位置にカメラホールが貫通形成さ
れ、前記カメラホールにウィンドウが密着結合されることを特徴とする請求項４に記載の
移動通信端末。
【請求項７】
　前記第２ボディ部には、前記部品のうち一部に対応する位置に開口部が形成され、前記
開口部を介して前記防水シートの一部が露出されることを特徴とする請求項１に記載の移
動通信端末。
【請求項８】
　前記開口部は、前記部品のうち最も高く突出された構成に対応する位置に形成されるこ
とを特徴とする請求項７に記載の移動通信端末。
【請求項９】
　前記防水シートの枠は、前記第１ボディ部の枠と密着し、前記第１ボディ部の枠と対応
するように形成されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末。
【請求項１０】
　移動通信端末のケース内部に設けられた部品の突出された高さ、機能、材質、発熱特性
のうち少なくとも１つに適応するように、少なくとも１つのディメンション（次元）を有
する形状にして防水シートを形成し、
　前記ケースの第１ボディ部または防水シートのうち少なくとも一部分に接着部材を結合
し、
　前記防水シートを前記第１ボディ部に密着結合し、
　前記ケースの第２ボディ部を前記防水シートを挟んで前記第１ボディ部と締結すること
、
　を含み、
　前記第１ボディ部及び第２ボディ部は締結部材によって締結され、
　前記防水シートに前記締結部材が貫通できる貫通ホールが形成され、
　前記貫通ホールを取り囲むように前記接着部材が介在されることを特徴とする移動通信
端末の製造方法。
【請求項１１】
　前記防水シートは、真空成形またはプレシングによって整形されることを特徴とする請
求項１０に記載の移動通信端末の製造方法。
【請求項１２】
　前記防水シートが、前記部品の発熱特性に適応するようにＰＭＩＣから所定の距離離隔
されるように形成されることを特徴とする請求項３に記載の移動通信端末。
【請求項１３】
　前記防水シートが、前記部品の材質特性に適応するようにセラミック材質の部品のうち
少なくとも１つから所定の距離離隔されるように形成されることを特徴とする請求項３に
記載の移動通信端末。
【請求項１４】
　前記部品は非着脱式バッテリを含み、
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　前記防水シートは、前記非着脱式バッテリの一部または全部を取り囲むことを特徴とす
る請求項１に記載の移動通信端末。
【請求項１５】
　前記移動通信端末は、
　前記第１ボディ部に装着可能な脱着式バッテリと、
　前記着脱式バッテリを覆うバッテリカバーと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防水シートが設けられる移動通信端末及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話及びタブレットＰＣなどのような移動通信端末の内部には水分に弱い部品が複
数設けられているため、移動通信端末に防水機能を付与することは好ましい。
【０００３】
　一般的に、移動通信端末を防水する構造として、防水リング（「オーリング」（Ｏ－ｒ
ｉｎｇ）ともいう。）を利用する方法が利用されていた。
【０００４】
　図１は、従来技術に係る移動通信端末の分解斜視図である。
【０００５】
　図１を参照すると、従来技術に係る移動通信端末は、移動通信端末の前面を形成する前
面ケース１と、後面を形成する後面ケース２と、前面ケース１と後面ケース２のとの間に
介在する防水リング３を含む。
【０００６】
　図２は、従来技術に係る移動通信端末の防水リングを示す断面図である。
【０００７】
　図２を参照すると、従来技術に係る移動通信端末の防水構造の場合、防水リング３が移
動通信端末のケースの側面を取り囲んで前面ケース１及び後面ケース２間の隙間を防止す
るように構成されている。そして、移動通信端末の前面ケース１と後面ケース２の周囲縁
枠にそれぞれ防水リング３が挟まれるように形成された溝１ａ、２ａが前記周囲枠に沿っ
て形成された後、前記防水リング３が結合される。
【０００８】
　具体的に、前面ケース１の溝１ａに防水リング３を挟んで結合した後、後面ケース２を
前面ケース１に結合して、ネジ等で前記ケース１、２を締結する。
【０００９】
　したがって、前面ケース１と後面ケース２とを結合する部分に防水リング３が挟まれる
ことによって、前面ケース１と後面ケース２との間の隙間が防水リング３により密封され
、内部部品が防水される。
【００１０】
　一方、従来の防水リングによる防水構造の場合、前面ケース１の溝１ａの形状が変則的
になる場合があり、防水リング３を嵌める作業が手作業によって行われなければならなか
った。したがって、作業者の前記手作業に起因して、作業速度の偏差が大きくなり、生産
効率と品質が低下する問題があった。
【００１１】
　また、外部衝撃や損傷によって防水リングが歪む場合、前面ケース１及び後面ケース２
間に隙間が生じて、防水リング３の防水性能が低下するという問題があった。また、前記
ギャップが生じると、移動通信端末は液体や粒子などの外来の微小な異質物に対して脆弱
になり、前記移動通信端末の不具合が多く発生するという問題があった。
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【００１２】
　また、従来の防水リングを利用した防水構造の場合、防水リング３の太さに起因して製
品の厚さが大きくなるため、移動通信端末のスリム化という現在の傾向に不向きなだけで
はなく、防水リング３そのものが高価でり、生産コストを上昇させるという問題があった
。
【００１３】
　また、従来の防水リングを利用した防水構造の場合、前面ケース１と後面ケース２とを
防水リング３を挟んで結合する方法で、移動通信端末が防水されるため、後面ケース２が
製品内部の部品を全て取り囲むように構成される必要があった。移動通信端末の内部に装
着される部品は、通常、その高さが均一ではなく互いに異なるが、従来の防水リングを通
した防水構造の場合、後面ケースの形状を内部の部品のうち最も高いサイズの部品に合わ
せて製造する必要があった。したがって、製品の形状及びデザインの選択の幅が制限的で
あり、全体的に移動通信端末の厚さが大きくなる問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、防水リングを用いることなく面付着の方式で防水を達成することので
きる移動通信端末、移動通信端末の防水シート及び移動通信端末の製造方法を提供するこ
とにある。具体的に、移動通信端末の内部に装着される部品を前面ケースと防水シートを
介して取り囲むことで、後面ケースと結合することなく防水されるようにする防水シート
の設けられた移動通信端末及びその製造方法を提供する。
【００１５】
　本発明の他の目的は、防水シートの組立を作業者の手作業ではない自動でするため、組
立工程を容易にすることで生産効率を増大し、製品の厚さがスリム化された防水シートが
設けられた移動通信端末及びその製造方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明による移動通信端末は、移動通信端末の一面をカバーする第１ボディ部と、前記
第１ボディ部に密着する防水シートと、前記第１ボディ部と防水シートとの間に介在する
接合部材と、前記防水シートが、前記移動通信端末の内部に設けられた部品またはバッテ
リの突出した高さ、機能、材質、発熱特性のうち少なくとも１つに適応するように屈曲し
た形状を有し、前記部品またはバッテリの一部または全体を取り囲むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明による移動通信端末の製造方法は、移動通信端末のケース内部に設けられた部品
またはバッテリの突出された高さ、機能、材質、発熱特性のうち少なくとも１つに適応す
るように防水シートを屈曲した形状に製造し、前記ケースの第１ボディ部または防水シー
トのうち少なくとも一部分に接着部材を結合し、前記防水シートを前記第１ボディ部に密
着結合することを含む。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、防水シートに接着部材を取り付けてケースにそのまま取り付ければよ
いため、組立が容易であり生産効率が向上する。
【００１９】
　また、本発明によれば、従来の防水リングに比べて防水シート及び接着部材の厚さが薄
いため、ケースの厚さを薄くすることができる。
【００２０】
　また、本発明によれば、防水リングに比べて安価な防水シートを用いて防水を実現する
ため、生産費用が節約される。
【００２１】
　また、本発明によれば、面付着による方式により異質物の影響を受けることがない。
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【００２２】
　また、本発明によれば、外部衝撃によるケースの変形などが発生しても防水効果が低下
しない。
【００２３】
　また、本発明によれば、高さが最も高い部品に対応する後面ケースの部分に開口部を形
成することで、後面ケースの形状を自由にデザインすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】従来技術に係る移動通信端末の分解斜視図である。
【図２】従来技術に係る移動通信端末の防水リングを示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る移動通信端末の斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る移動通信端末の分配斜視図である。
【図５】図３でＡ－Ａ線に沿って切開した断面図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る防水シートの斜視図及びＢ－Ｂに沿って切断した断面
図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る防水シートの側面図である。
【図８】本発明の実施形態に係る移動通信端末の部品の防水シートへの密着状態を示す断
面図である。
【図９】本実施形態に係る移動通信端末の製造方法を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の他の一実施形態に係る移動通信端末へのバッテリの脱着を示す概略図
である。
【図１１】（Ａ）及び（Ｂ）は、本発明の他の一実施形態に係る移動通信端末でフレキシ
ブルプリント基板（以下、「ＦＰＣＢ」ともいう。）が外部に延びる形状を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の具体的な実施形態を詳細に説明する。ただし、本発明の
技術的思想がそのような実施形態に制限されることは無く、本発明は、実施形態の構成要
素の付加、変更及び削除などによって種々提案され得るが、これも本発明の技術的思想に
含まれるものである。
【００２６】
　図３は本発明の一実施形態に係る移動通信端末の斜視図であり、図４は本発明の一実施
形態に係る移動通信端末の分解斜視図である。
【００２７】
　図３及び図４を参照すると、本実施形態に係る移動通信端末５は、第１ボディ部１０と
、接着部材２０と、防水シート３０と、第２ボディ部４０を備える。第１ボディ部１０及
び第２ボディ部４０は互いに結合して移動通信端末５のケースを形成してもよい。第２ボ
ディ部４０の背面では第３ボディ部５０が結合されてもよい。
【００２８】
　第１ボディ部１０は移動通信端末５の一方の外側面を形成する。第１ボディ部１０は、
移動通信端末５の前側を形成してもよい。第１ボディ部１０を「前面ケース」と称する。
【００２９】
　第１ボディ部１０の形状は多様に形成されるが、例えば、第１ボディ部１０は長方形に
形成されてもよい。第１ボディ部１０には、各種の部品が搭載され得る印刷回路基板６０
及びバッテリ１５が設けられてもよい。
【００３０】
　第１ボディ部１０の内部には互いに異なる高さを有して配置される部品が含まれる。部
品には印刷回路基板６０と、この印刷回路基板６０に実装される部品と、印刷回路基板６
０に実装されない部品が含まれ、このような部品とバッテリ１５は互いに異なる高さを有
する。
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【００３１】
　第１ボディ部１０の枠には、接着部材２０が結合される接着部材結合部１１が形成され
る。接着部材結合部１１は、第１ボディ部１０の前記枠以外に他の一部領域に形成されて
もよい。例えば、接着部材結合部１１は、第１ボディ部１０の内部面の枠に形成された背
面、前記内部面の枠の内側、前記内部面の枠の外側などに形成されてもよい。
【００３２】
　好ましくは、接着部材結合部１１は、第１ボディ部１０の枠に形成する。また、接着部
材結合部１１は、実質的に平坦に形成されているものを使用でき、或いは第１ボディ部１
０の枠に沿って１つ以上の段差が形成された屈曲した形状に形成されてもよい。
【００３３】
　防水シート３０は、接着部材２０によって第１ボディ部１０に密着結合して前記部品を
取り囲んでもよい。以下に示すように、接着部材２０は、第１ボディ部１０への接続を容
易にするための貫通ホール接着部２１を少なくとも一つ備えても良い。
【００３４】
　第２ボディ部４０は第１ボディ部１０と結合して、移動通信端末５の外形を構成する。
【００３５】
　防水シート３０及び第２ボディ部４０に対する詳しい説明は後述するようにする。
【００３６】
　図５は、図３でＡ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【００３７】
　図５を参照すると、接着部材２０は、第１ボディ部１０と防水シート３０との間に配置
される。具体的に、接着部材２０は、防水シート３０に取り付けられた後に第１ボディ部
１０に接着され、製造工程によって第１ボディ部１０の枠について取り付けられた後、防
水シート３０に取り付けられてもよい。
【００３８】
　接着部材２０は両面テープまたは接着剤であってもよい。接着部材２０は第１ボディ部
１０を取り囲む薄い帯形状に形成されてもよい。
【００３９】
　接着部材２０の一面は第１ボディ部１０に取り付けられ、接着部材２０の他面は防水シ
ート３０に取り付けられる。
【００４０】
　接着部材２０には防水シート３０に形成される締結部材貫通ホール３２（後述する）の
周辺に取り付けられる貫通ホール接着部２１（図４参照）が形成される。貫通ホール接着
部２１は、締結部材貫通ホール３２を取り囲むように形成され、締結部材が貫通できるよ
うに孔等の形状に形成される。
【００４１】
　図６は本発明の一実施形態に係る防水シートの斜視図及び前記防水シートのＢ－Ｂ線断
面図である。図７は図６の防水シートの側面図である。
【００４２】
　図６及び図７を参照すると、防水シート３０は接着部材２０によって第１ボディ部１０
に結合される。防水シート３０は、第１ボディ部１０に配置された部品を全体的に或いは
部分的に挟んで第１ボディ部１０と結合することで、第１ボディ部１０と共に部品の全部
または一部を取り囲んで防水する。
【００４３】
　バッテリ１５が内蔵される場合、防水シート３０と第１ボディ部１０との間にバッテリ
１５を挟んで、防水シート３０が第１ボディ部１０と結合することが好ましく、バッテリ
１５が移動通信端末５のケースに内蔵されることなく脱着式である場合（図１０参照）に
は、防水シート３０はバッテリ１５を取り囲むことなく第１ボディ部１０と結合するよう
に構成されてもよい。
【００４４】
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　防水シート３０は、部品が配置されるように第１ボディ部１０の内部面との間に離隔し
た空間を形成する。すなわち、防水シート３０は、前記移動通信端末の内部に設けられた
部品またはバッテリの突出した高さ、機能、材質、発熱特性のうち１つ以上によって決定
された１つ以上のディメンション（次元）を有するように形成される。例えば、防水シー
ト３０は、部品の形、高さ、機能、材質、発熱特性に応じて、前記第１ボディ部１０上に
設けられた一部の部品に近接して配置され、一部の部品には所定のスペースが形成される
ように離隔させてもよい。このように、防水シート３０は、部品の形、高さ、機能、材質
などに適応するように湾曲した形状を有するように成形されていても良い。
【００４５】
　防水シート３０の枠は、接着部材２０を挟んで第１ボディ部１０と密着結合されてもよ
い。
【００４６】
　本実施形態において、防水シート３０が第１ボディ部１０の枠の背面に結合されること
について説明したが、防水シート３０は、第１ボディ部１０の枠を覆いながら第１ボディ
部１０の外側面に結合されてもよく、或いは第１ボディ部１０の枠の内側面に結合されて
もよい。すなわち、防水シート３０が結合される部分は第１ボディ部１０枠の背面に限定
されることない。
【００４７】
　したがって、防水シート３０は、接着部材２０によって第１ボディ部１０に密着結合し
て、第１ボディ部１０と共に、前記第１ボディ部１０上に設けられた部品を密封して防水
処理を行うことができる。
【００４８】
　防水シート３０は、その高さ方向の寸法及び平面的な寸法の少なくとも１つが、第１ボ
ディ部１０に設けられる部品またはバッテリ１５によって決定される。　例えば、防水シ
ート３０は、第１ボディ部１０に設けられる部品またはバッテリ１５の形状に対応する湾
曲した形状に形成しても良い。
【００４９】
　例えば、防水シート３０は、第１ボディ部１０に設けられる部品のうち高さが大きい部
品を取り囲むために突出してもよく、高さが小さい部品を取り囲むように相対的にへこん
で陥没する形状を有してもよい。
【００５０】
　また、防水シート３０は、第１ボディ部１０に設けられる部品の形、高さ、機能、材質
、発熱特性などに適応するように一部の部品に密着するように配置し、或いは一部の部品
から離隔するように形成されてもよい。
【００５１】
　第１ボディ部１０に設けられた部品の機能に応じて、防水シート３０と前記部品との間
に一定空間が形成される例について説明する。スピーカの場合には共鳴のための空間が必
要であるため、防水シート３０はスピーカと密着或いは接触せずにスピーカと所定の間隔
離隔された空間を形成する。ここで、離隔された空間を形成するために前記スピーカに該
当する領域を突出して形成してもよい。部品の機能に応じて一定の空間が形成される他の
例として、ＳＩＭカードスロット、メモリカードスロット、ＵＳＢポートのようにカード
の挿入操作によって移動される部品がある。これらの部品の場合、防水シート３０が一定
の離隔空間を形成することによって前記部品の移動を可能にさせてもよい。
【００５２】
　また、部品の発熱特性による例として、パワーマネジメントＩＣ（以下、「ＰＭＩＣ」
という。）のような電源制御に関係する部品がある。ＰＭＩＣのように熱が多く発生する
構成の場合、防水シート３０が密着或いは接触するよりも離隔されることが放熱に有利で
あるため、防水シート３０は、ＰＭＩＣから所定の間隔を開けるように離隔して形成し、
該当する領域を突出させて形成してもよい。
【００５３】
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　また、第１ボディ部１０に設けられた部品の材質による例として、セラミック材質から
形成された部品を例示することができる。セラミック材質から形成された部品の場合、外
部衝撃に敏感であるため、空間確保が重要であり、防水シート３０が、第１ボディ部１０
に設けられたセラミック材質から形成された部品から離隔されてもよい。
【００５４】
　一方、防水シート３０は平面で形成されることなく、部品またはバッテリの形状に対応
して段差を有するように形成されてもよい。詳細に、防水シート３０は、
第１ボディ部１０に設けられた部品群のうち、高く突出する部品を取り囲む部分を高く突
出して形成し、前記部品群のうち低い高さの部品を取り囲む部分をほとんど突出しないか
陥没するように形成する。ただし、防水シート３０が直角の段差をもって形成されること
は加工上の便宜のためであり、防水シート３０の屈曲はこのような段差に限定されること
なく、突出部分或いは凹んだ部分における相違する高さを有する部分間に滑らかな曲面を
有するように形成されてもよい。
【００５５】
　第１ボディ部１０の垂直方向に対し、防水シート３０の断面が、第１ボディ部１０に設
けられた各部品の突出した高さ、形、機能、材質、発熱特性のうち１つ以上によって決定
された１つ以上のディメンション（次元）を有する形状になるように製造されてもよい。
すなわち、防水シート３０の垂直断面図の形状は、水平方向に延びてから、突出した部品
のある位置で垂直に立ち上がり、突出した部品を覆うように水平方向に折り曲げられ、突
出された部品を全て覆った後に再び垂直下方に曲げられて再び水平方向に延存する。
【００５６】
　図６を参照すると、防水シート３０は、突出した部品を覆うための凸部３４と、相対的
に低い高さの部品に近接若しくは密着する凹部３５が形成される。凸部３４は、垂直上昇
部３４１と水平延長部３４２を備え、凹部３５は垂直下降部３５１と水平延長部３５２と
を備える。
【００５７】
　このような方式で、防水シート３０には突出した部品を覆うための段差部が形成されて
もよい。
【００５８】
　そのために、防水シート３０は、真空成形（ｆｏｒｍｉｎｇ）またはプレス（ｐｒｅｓ
ｓｉｎｇ）成形等の方法により製造されてもよい。
【００５９】
　図４及び図５を参照すると、防水シート３０の枠は、接着部材２０に結合される接着部
材結合部３１を有する。ただし、接着部材結合部３１は前記枠以外の防水シート３０の他
の位置に設けても良く、また、接着部材結合部３１は段差をもって形成されてもよい。
【００６０】
　図４を参照すると、防水シート３０の枠は、第１ボディ部１０の枠の形状に対応する形
状で形成されてもよい。第１ボディ部１０の枠は高さの変わる屈曲した形状に形成されて
もよく、防水シート３０は第１ボディ部１０の枠の湾曲した形状に対応するように一部は
相対的に高く形成され、他の部分は相対的に低く形成されてもよい。
【００６１】
　また、防水シート３０の枠は第１ボディ部１０の枠の内側面に取り付けられ、或いは第
１ボディ部１０の枠の外側面と結合してもよい。この場合にも、防水シート３０の枠の形
状が第１ボディ部１０の枠形状と対応するように形成されてもよい。
【００６２】
　本実施形態において、接着部材結合部３１が防水シート３０の枠に形成されることを例
に挙げて説明した。接着部材結合部３１は第１ボディ部１０の形状に応じて段差を形成す
ることなく平たく形成されてもよい。図７を参照すると、接着部材結合部３１は段差部３
１ａと、非段差部３１ｂとを含む階段状の構造を含んでいる。段差部３１ａは防水シート
３０の他の部分に比べて高さが低く形成され、非段差部３１ｂは防水シート３０の他の部
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分とほとんど同じ高さで形成される。
【００６３】
　防水シート３０の枠の形状は第１ボディ部１０の形状に対応して形成されるため、接着
部材結合部３１に段差が形成されるか否かは第１ボディ部１０の形状に応じて変わる。
【００６４】
　また、防水シート３０は、第１ボディ部１０に設けられた各部品の大きさに応じて製造
され、前記部品の１つ以上のサイズに対応して、或いは前記部品の全てを取り囲むように
形成されてもよい。この場合、例えば、防水シート３０は印刷回路基板６０に接着されて
もよい。防水シート３０は第１ボディ部１０の枠に取り付けられて部品の全てを取り囲ん
でもよく、接着部材２０によって印刷回路基板６０に取り付けられて、第１ボディ部１０
に設けられた部品１つ１つを取り囲んでもよい。
【００６５】
　防水シート３０は、ポリカーボネート（ＰＣ、ｐｏｌｙｃａｒｂｏｎａｔｅ）、ＰＥＴ
（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ）などのプラスチック材質か
ら形成され、移動通信端末５に防水性を与える。また、防水シート３０は放熱性材質から
形成され、第１ボディ部１０に設けられた部品から発生する熱を放熱する機能を有しても
良い。前記放熱材質は、放熱する公知のいずれの放熱材質であって、しきい値レベルの耐
水性を有するものであれば使用可能である。
【００６６】
　図８は、本発明の実施形態に係る移動通信端末の部分的な断面図である。
【００６７】
　図８を参照すると、防水シート３０は、第１ボディ部１０上に設けられた部品及び／ま
たはバッテリ１５の全てまたは一部を取り囲んでもよく、前記部品のうちの一部には接触
或いは密着し、他の部品とは所定の間隔で離隔される。
【００６８】
　防水シート３０が機能に応じて密着する部品の例は次の通りである。防水シート３０は
、各種のコネクタ（コネクタにはＦＰＣＢコネクタとバッテリコネクタを含む）等の使用
中に脱落または取り外れ現象が発生する部品、モータ等の振動の伝達のために防水シート
３０に密着される部品、カメラ、相補型金属酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）或いはＬＣＤ等の
ように使用中に外来の異質物や湿気などが流入した場合に作動できなくなる部品に密着す
る。
【００６９】
　また、防水シート３０はカメラレンズに対応する位置にカメラホール３３（図４参照）
が貫通形成され、カメラホール３３にはウィンドウが結合されてもよい。ウィンドウの周
辺を両面テープや接着材などの接着部材に接合して、前記両面テープや接着材などの接着
部材によって前記カメラホール３３を防水しても良い。
【００７０】
　部品の機能に応じて、防水シート３０から離隔される例として、ＳＩＭカードスロット
、メモリカードスロット、ＵＳＢポートのようにカードの挿入操作によって、第１ボディ
部１０上に設けられた部品の一部が移動する場合がある。また、部品の放熱特性に応じて
、防水シート３０から離隔される例として、ＰＭＩＣのような電源供給に関係する部品、
また、部品の材質によって離隔される例として、セラミック材質から形成された部品があ
ることについては前述した通りである。
【００７１】
　図４及び図６に示すように、防水シート３０には第１ボディ部１０及び第２ボディ部４
０を締結するための締結部材Ｓが貫通する締結部材貫通ホール３２が形成される。締結部
材はネジまたはボルトなどであってもよい。
【００７２】
　締結部材貫通ホール３２の周辺には接着部材２０が接合される。
【００７３】
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　図４に示すように、接着部材２０の貫通ホール接着部２１によって、締結部材貫通ホー
ル３２の部分を第１ボディ部１０（具体的には、締結部材Ｓが結合される部分）に接触或
いは接続するので、締結部材Ｓの締結により接着部材２０及び第１ボディ部１０間に隙間
が形成されるのを防止して防水効率を高めることができる。図面には、締結部材貫通ホー
ル３２が第１ボディ部１０の枠に対応する位置にのみ図示されているが、他の領域にも形
成されてもよい。
【００７４】
　したがって、接着部材結合部３１が締結部材貫通ホール３２を包囲するように配置する
ことによって、締結部材貫通ホール３２から水分が侵入することを防止することができる
。
【００７５】
　図８を再び参照すると、第２ボディ部４０は、防水シート３０を挟んで第１ボディ部１
０に結合されてもよい。上述したように、第２ボディ部４０はネジなどの締結部材によっ
て第１ボディ部１０に締結されてもよい。また、第２ボディ部４０は突起などによって第
１ボディ部１０に結合されてもよい。
【００７６】
　第２ボディ部４０には、ケース内部に設けられた部品またはバッテリ中で最も高く突出
した部分に対応する位置に開口部４１が形成されてもよい。最も高く突出された部品５１
が開口部４１から第２ボディ部４０或いは第３ボディ部５０の外部に露出されてもよく、
ケースの外部に露出された部品５１は防水シート３０で取り囲まれるように構成してもよ
い。このように、防水シート３０の一部は、開口部４１を介して第２ボディ部４０或いは
第３ボディ部５０の外部に露出される。例えば、開口部４１を介して露出される部品はバ
ッテリ５２であってもよい。
【００７７】
　開口部４１とバッテリ５２との隙間に接着部材２０を介在させて防水機能を付与しても
良い。
【００７８】
　防水シート３０で第１ボディ部１０に設けられた部品を取り囲むために、上記したよう
に第２ボディ部４０に開口部４１が形成される。
【００７９】
　したがって、最も高く突出された部品５１のためにケース全体の厚さを大きくする必要
がなく、最も高く突出された部品５１に対応する位置に開口部４１のみを形成すればよい
ため、移動通信端末の厚みを薄くすることができる。また、移動通信端末５がデザイン的
に変形及び運用の幅が広くなり得る。
【００８０】
　そのために、第２ボディ部４０を覆う第３ボディ部５０（図４参照）をさらに備えても
良い。第３ボディ部５０は、第２ボディ部４０の全体領域を覆うか、或いは開口部４１の
みを覆ってもよく、前記全体領域を覆う場合には、締結部材を外部に露出させずに外観を
きれいに形成することができ、開口部４１のみを覆う場合は、第３ボディ部５０以外の空
間（第２ボディ部４０が露出される部分）のスリム化を可能にする。
【００８１】
　図９は、本実施形態に係る移動通信端末の製造方法を示すフローチャートである。尚、
本発明の製造方法によって製造される移動通信端末は、図４に示す移動通信端末５に限定
されない。
【００８２】
　図９を参照すると、本実施形態に係る移動通信端末５を製造するためには、まず、移動
通信端末５のケース内に設けられる部品またはバッテリの形状に対応する立体的な形状に
防水シート３０を成形製造する（Ｓ１０）。ケースに設けられる部品の高さは様々であり
、防水シート３０は、前記部品の高さ、機能、材質、発熱特性などによって前記部品等に
接触又は密接、或いは所定の間隔を開けて離隔する必要が生じる。防水シート３０は、部
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品の高さ、機能、材質、発熱特性のうち少なくとも１つを考慮して、すなわち、部品の高
さ、機能、材質、発熱特性のうち１つ以上によって決定された１つ以上のディメンション
（次元）を有するように形成される。
【００８３】
　例えば、防水シート３０の内側の面、すなわち、移動通信端末５の内部構成要素を覆う
側の面は、移動通信端末５のケース内に設けられる部品及びバッテリのうち少なくとも１
つの正面視形状、平面視形状及び側面視形状の一部と同一形状或いは相似形状を有するよ
うに形成しても良い。或いは、ケース内に配置された前記部品等を囲む防水シート３０を
垂直に切断した断面は、水平方向に延び、部品の一端側で垂直に立ち上がり再び水平に延
在して部品を取り囲み、部品の他端側で垂直に折れ下がり再び水平方向に延在する形状を
有するように形成しても良い。
【００８４】
　また、防水シート３０の前記内側の面の形状は、内蔵される電子部品の耐熱性を考慮し
て設計しても良い。例えば、内蔵される発熱性の電子部品の冷却性が確保されており、且
つ前記電子部品の耐熱温度よりも高い耐熱性を有する合成樹脂を用いて前記防水シート３
０が形成されている場合、前記電子部品になるべく密着するように前記防水シート３０を
形成しても良い。すなわち、前記防水シート３０の前記内側の面の形状は、電子部品の冷
却性及び前記防水シート３０の耐熱性が確保されている限り、その電子部品の正面視形状
、平面視形状及び側面視形状に合わせて成形することもできる。
【００８５】
　防水シート３０は、真空成形またはプレス加工等の方法によって所定の形状に整形して
もよい。
【００８６】
　その後、防水シート３０に接着部材２０の一面を密着結合させる（Ｓ１１）。一例とし
て、接着部材２０は両面テープであってもよい。一方、これとは相異に、第１ボディ部１
０に接着部材２０の一方の面を先に密着結合させてもよい。接着部材２０は、第１ボディ
部１０の枠に沿って取り付けられてもよい。
【００８７】
　その後、第１ボディ部１０に接着部材２０の他方の面を密着結合して、第１ボディ部１
０に防水シート３０を密着結合させる（Ｓ１２）。防水シート３０は接着部材２０を挟ん
で第１ボディ部１０と密着するように接合され、防水シート３０は第１ボディ部１０に設
けられた部品またはバッテリの少なくとも一部を覆う。一方、第１ボディ部１０に接着部
材２０の一方の面を先に密着結合させる場合、接着部材２０の他方の面に防水シート３０
を密着結合させることはもちろんである。
【００８８】
　その後、防水シート３０を挟んで、第２ボディ部４０と第１ボディ部１０とを締結する
（Ｓ１３）。第２ボディ部４０は締結部材Ｓによって第１ボディ部１０に締結されてもよ
く、締結部材Ｓは防水シート３０を貫通してもよい。
【００８９】
　本発明によれば、防水シートに接着部材を取り付けて、前記防水シートをケースにその
まま取り付ければよいため、移動通信端末５の自動的な組立が容易であり、かつ生産効率
が向上される。
【００９０】
　また、本発明によれば、従来の防水リングに比べて防水シート３０及び接着部材２０が
薄いため、ケースの厚さを薄くすることができる。
【００９１】
　本実施形態では、本発明の技術的思想が移動通信端末に適用された場合を例にして説明
したが、本発明は、移動通信端末の他にパソコンまたはキーボード、モニター、ＴＶなど
のディスプレイ機器などの他の防水が求められる電子機器に適用されることはもちろんで
ある。
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【００９２】
　以下は本発明の他の実施形態を説明する。
【００９３】
　図１０は、本発明の他の一実施形態に係る移動通信端末を示す概略図であって、バッテ
リが脱着される場合を示している。
【００９４】
　図１０を参照すると、本実施形態に係る移動通信端末１００は、ボディ部１１０と、ボ
ディ部１１０の内部に設けられる防水シート１２０と、バッテリ１３０と、バッテリカバ
ー１４０とを備える。
【００９５】
　ボディ部１１０の内部には各種の部品が設けられ、防水シート１２０はボディ部１１０
と接着部材などによって結合して部品を覆って防水する機能を有する。ただし、本実施形
態において防水シート１２０は、バッテリ１３０を覆わないように構成される。これは、
バッテリ１３０がボディ部１１０の内部に他の部品と共に内蔵されることなく、ユーザが
充電する必要性があって選択的に脱着できるようにするためである。
【００９６】
　ボディ部１１０にはバッテリ１３０と電気的に接続される端子部１１１が形成され、こ
の端子部１１１は、バッテリ１３０と同様に防水シート１２０の外側に形成されるため、
防水シート１２０の外部に露出される。
【００９７】
　ボディ部１１０の外側にはバッテリ１３０を選択的に覆うことのできるバッテリカバー
１４０が結合されてもよい。
【００９８】
　図１０に示される本実施形態と図３に示される最初の実施形態は、防水シートがバッテ
リを覆うかの有無に応じて差があるだけであって、これはバッテリの脱着有無に応じて防
水シートがバッテリを覆うか覆わないかは設計者が適切に選択してもよい。
【００９９】
　バッテリは別途に防水されて良い。端子部１１１は、別途の方法、すなわち、防水リン
グまたは接着部材が取り付けられた防水シートによって部分的に防水することができ、こ
れによってバッテリが脱着型である場合にも、移動通信端末１００内の内部部品だけでは
なく、バッテリまで完全に防水可能である。
【０１００】
　以下は、本発明の他の実施形態について説明する。
【０１０１】
　図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）は、本発明の他の一実施形態に係る移動通信端末の概略
図であって、ＦＰＣＢ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒ
ｄ）が外部に延びる形状を示す図である。
【０１０２】
　図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）を参照すると、移動通信端末は、ＦＰＣＢ２２０を備え
てもよい。この場合に、ＦＰＣＢ２２０は、データを送受信するために防水シート２４０
を経由してボディ部２１０の外部に延長形成される。すなわち、ＦＰＣＢ２２０はボディ
部２１０と防水シート２４０との間に位置する。
【０１０３】
　この場合、移動通信端末のボディ部２１０に形成されたホールまたは溝と、ＦＰＣＢ２
２０間の隙間を防ぐために接着部材２３０が、ＦＰＣＢ２２０に取り付けられる。接着部
材２３０は、ＦＰＣＢ２２０の周縁を取り囲むように取り付けられてもよい。
【０１０４】
　この場合、ＦＰＣＢ２２０、ボディ部２１０、ＦＰＣＢ２２０及び防水シート２４０の
周辺に接着部材２３０をさらに取り付けることによって、ボディ部２１０、ＦＰＣＢ２２
０及び防水シート２４０が互いに密着される（図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）参照）。



(13) JP 5512767 B2 2014.6.4

10

【０１０５】
　一方、図１１（Ａ）とは異なり、図１１（Ｂ）は、ＦＰＣＢ２２０に取り付けられる接
着部材２３０を２層含む。前記接着部材２３０のうちの第１接合部材２３１は、ＦＰＣＢ
２２０が取り付けられるボディ部２１０に取り付けられる。また、他方の接合部材、すな
わち、第２接合部材２３２は、前記第１接合部材２３１及びＦＰＣＢ２２０に取り付けら
れる。反対に、図１１（Ａ）において、接着部材２３０は、ＰＣＢ２２０及びボディ部２
１０間に設けられる第１層を含み、これによって、防水シート２４０とボディ部２１０間
に単一の接着部材２３０が取り付けられるように構成してもよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　５　　　移動通信端末
　１０　　　第１ボディ部
　２０　　　接着部材
　３０　　　防水シート
　４０　　　第２ボディ部

【図１】
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【図３】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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【図１０】
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