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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザインターフェースと、
　前記ユーザインターフェースを保持するフレームと、
　開放部を形成する周壁部を有するケースと、
　を備え、
　前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交
差する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユ
ーザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、
　前記ユーザインターフェースは、前記フレームの前記開放部側に配置され、外部に露出
する部分が前記周壁部に隣接して配置される操作部材を有する
　ことを特徴とする携帯電子機器。
【請求項２】
　前記ユーザインターフェースは、
　　前記開放部から露出する表示面を有し、前記フレームの前記開放部側に配置される表
示器と、
　　前記表示面側から前記表示器の周縁を覆う被覆部と、前記被覆部から前記フレームと
前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めされる第１固定部とを有する固定部材
と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の携帯電子機器。
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【請求項３】
　前記固定部材は、前記表示面に対向する開口が形成された枠部材であり、
　前記枠部材の前記表示器に対向する面の反対側の面には、前記開口を塞ぎ、周縁が前記
枠部材の周縁よりも外周側に位置する透光板が設けられている
　ことを特徴とする請求項２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　ユーザインターフェースと、
　前記ユーザインターフェースを保持するフレームと、
　開放部を形成する周壁部を有するケースと、
　を備え、
　前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交
差する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユ
ーザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、
　前記ユーザインターフェースは、
　　前記開放部から露出する表示面を有し、前記フレームの前記開放部側に配置される表
示器と、
　　前記表示面側から前記表示器の周縁を覆う被覆部と、前記被覆部から前記フレームと
前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めされる第１固定部とを有する固定部材
と、
　　前記フレームの前記開放部側において前記表示器とは前記装着の方向において重なら
ない位置に配置される操作部材と、
　を有し、
　前記操作部材は、前記フレームと前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めさ
れる第２固定部を有し、
　前記固定部材と前記操作部材とは、前記装着の方向において一部が重なっている携帯電
子機器。
【請求項５】
　ユーザインターフェースと、
　前記ユーザインターフェースを保持するフレームと、
　開放部を形成する周壁部を有するケースと、
　を備え、
　前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交
差する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユ
ーザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、
　前記ユーザインターフェースは、前記フレームの前記開放部側に配置される操作部材を
有し、
　前記操作部材は、前記フレームと前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めさ
れる第２固定部を有する携帯電子機器。
【請求項６】
　ユーザインターフェースと、
　前記ユーザインターフェースを保持するフレームと、
　開放部を形成する周壁部を有するケースと、
　を備え、
　前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に挿入可能であり、前記開放部にて前記
ユーザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに嵌合して固定され、
　前記ユーザインターフェースは、前記フレームの前記開放部側に配置され、外部に露出
する部分が前記周壁部に隣接して配置される操作部材を有する
　ことを特徴とする携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、携帯電話機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、デジタルカメラ等の携帯電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機等の携帯電子機器においては、基板をフロントケースとリアケースとで挟み
込み、積層方向に挿通されるネジによりケース同士を固定することが行われている（例え
ば特許文献１）。また、このような筐体構造において、基板や表示器を配したフレームを
有するものも知られている（特許文献２）。
【特許文献１】特開２０００－２０９３１４号公報
【特許文献２】特開平７－２０２４６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上述の筐体構造では、フロントケースからリアケースの方向へ挿通されるネジ
や当該ネジが螺合されるネジボスの配置スペースにより、フロントケースやリアケースか
ら露出するユーザインターフェースの面積が小さくならざるを得ない。すなわち、ユーザ
インターフェースの面積に関して設計上の制約が生じる。
【０００４】
　本発明の目的は、設計の自由度を向上できる携帯電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の観点の携帯電子機器は、ユーザインターフェースと、前記ユーザインタ
ーフェースを保持するフレームと、開放部を形成する周壁部を有するケースと、を備え、
前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交差
する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユー
ザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、前記ユーザインターフェ
ースは、前記フレームの前記開放部側に配置され、外部に露出する部分が前記周壁部に隣
接して配置される操作部材を有する。
【０００６】
　好適には、前記ユーザインターフェースは、前記開放部から露出する表示面を有し、前
記フレームの前記開放部側に配置される表示器と、前記表示面側から前記表示器の前記周
縁を覆う被覆部と、前記被覆部から前記フレームと前記周壁部との間に延在し、前記ネジ
により共締めされる第１固定部とを有する固定部材と、を有する。
【０００７】
　好適には、前記固定部材は、前記表示面に対向する開口が形成された枠部材であり、前
記枠部材の前記表示器に対向する面の反対側の面には、前記開口を塞ぎ、周縁が前記枠部
材の周縁よりも外周側に位置する透光板が設けられている。
【０００８】
　本発明の第２の観点の携帯電子機器は、ユーザインターフェースと、前記ユーザインタ
ーフェースを保持するフレームと、開放部を形成する周壁部を有するケースと、を備え、
前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交差
する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユー
ザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、前記ユーザインターフェ
ースは、前記開放部から露出する表示面を有し、前記フレームの前記開放部側に配置され
る表示器と、前記表示面側から前記表示器の周縁を覆う被覆部と、前記被覆部から前記フ
レームと前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めされる第１固定部とを有する
固定部材と、前記フレームの前記開放部側において前記表示器とは前記装着の方向におい
て重ならない位置に配置される操作部材と、を有し、前記操作部材は、前記フレームと前
記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めされる第２固定部を有し、前記固定部材
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と前記操作部材とは、前記装着の方向において一部が重なっている。
【００１１】
　本発明の第３の観点の携帯電子機器は、ユーザインターフェースと、前記ユーザインタ
ーフェースを保持するフレームと、開放部を形成する周壁部を有するケースと、を備え、
前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に装着可能であり、前記装着の方向に交差
する方向に挿通されるネジにより前記周壁部にネジ止めされて、前記開放部にて前記ユー
ザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに固定され、前記ユーザインターフェ
ースは、前記フレームの前記開放部側に配置される操作部材を有し、前記操作部材は、前
記フレームと前記周壁部との間に延在し、前記ネジにより共締めされる第２固定部を有す
る。
【００１４】
　本発明の第４の観点の携帯電子機器は、ユーザインターフェースと、前記ユーザインタ
ーフェースを保持するフレームと、開放部を形成する周壁部を有するケースと、を備え、
前記フレームは、前記開放部から前記ケース内に挿入可能であり、前記開放部にて前記ユ
ーザインターフェースが露出した状態で、前記ケースに嵌合して固定され、前記ユーザイ
ンターフェースは、前記フレームの前記開放部側に配置され、外部に露出する部分が前記
周壁部に隣接して配置される操作部材を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、設計の自由度を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態に係る携帯電話機１（携帯電子機器）の外観を示す斜視図で
ある。
【００１７】
　携帯電話機１は、いわゆるフリップ式の携帯電話機により構成されている。すなわち、
携帯電話機１は、本体部３と、本体部３に対して折り畳み可能に連結されたフリップ５と
を有している。
【００１８】
　本体部３は、ケース７と、ケース７に保持された表示部９（ユーザインターフェース）
及び操作部１１（ユーザインターフェース）とを有している（なお、表示部９と操作部１
１との組み合わせもユーザインターフェースの一例である。）。表示部９及び操作部１１
は、本体部３の正面３ａを構成している。表示部９は本体部３の第１端部３ｃ側に、操作
部１１は本体部３の第２端部３ｄ側に配置されている。本体部３の正面３ａには、通話用
のスピーカ１３（図３参照、電気音響変換部）の放音口１５と、通話用のマイクロフォン
１７（図４参照、電気音響変換部）の収音口１９とが開口している。放音口１５は、表示
部９よりも第１端部３ｃ側に、収音口１９は、操作部１１よりも第２端部３ｄ側に配置さ
れている。本体部３の側面３ｅには、不図示の記憶媒体の挿入口２０やコネクタの挿入口
（不図示）が設けられている。
【００１９】
　図２は、携帯電話機１の分解斜視図である。
【００２０】
　携帯電話機１の本体部３は、本体部３の背面３ｂ側（図２の紙面下方側）から、ケース
７と、種々の電気回路等を有する内部アセンブリ２１と、パッキン２３と、所定の部材を
固定するための枠部材（固定部材）２５と、両面テープ２７と、本体部３の正面３ａを構
成する正面部材グループ２９とが積層されて構成されている。
【００２１】
　ケース７は、リアケース３１と、リアケース３１の背面側に被せられる蓋体３３とを有
している。リアケース３１及び蓋体３３は、例えば樹脂により形成されている。リアケー
ス３１は、基部３１ａと、基部３１ａの周縁から正面３ａ側に突出する周壁部３１ｂとを
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有している。周壁部３１ｂは、例えば、第２端部３ｄ側を除き、基部３１ａの周縁に沿っ
て延びている。リアケース３１において、基部３１ａに対向する面は開放されており、開
放部３１ｃが形成されている。すなわち、リアケース３１は、開放部３１ｃを形成する周
壁部３１ｂを有している。
【００２２】
　リアケース３１の基部３１ａには、不図示のバッテリーを挿入するための開口３１ｄが
形成されている。蓋体３３は、開口３１ｄを塞ぐようにリアケース３１の背面に被せられ
、爪部等によりリアケース３１に対して固定される。なお、リアケース３１の基部３１ａ
及び蓋体３３により本体部３の背面３ｂが構成されている。
【００２３】
　なお、ケース７の平面形状（正面３ａ又は背面３ｂから見た形状）は適宜であるが、例
えば長方形である。リアケース３１の第１端部３ｃ側（図２の紙面右側）には、報知用の
スピーカ３５が放音面を基部３１ａ側にして取り付けられている。リアケース３１の基部
３１ａには、スピーカ３５の放音口３７（図８参照）が開口している。リアケース３１の
第２端部３ｄ側（図２の紙面左側）には、電波を利用した無線通信用の内部アンテナ８９
（図１０参照）等が取り付けられる凹部３１ｅが形成されている。
【００２４】
　図３は、内部アセンブリ２１の一部を示す分解斜視図である。なお、図３は、携帯電話
機１の本体部３の背面３ｂ側から見た図である。
【００２５】
　内部アセンブリ２１は、本体部３の第１端部３ｃ側に配置される基板アセンブリ４１と
、本体部３の第２端部３ｄ側に配置されるＦＰＣ（フレキシブルプリント配線板）４３と
、基板アセンブリ４１及びＦＰＣ４３に対して積層的に配置されるフレーム４４とを有し
ている。
【００２６】
　基板アセンブリ４１は、例えば、第１回路基板４５、シールド部材４７、第２回路基板
４９が積層されて構成されている。第１回路基板４５及び第２回路基板４９は、例えば、
樹脂をベースとしたプリント配線基板により構成されている。第１回路基板４５及び第２
回路基板４９の実装面には、種々の電子部品が実装されており、基板アセンブリ４１には
、種々の電気回路が構成されている。また、第１回路基板４５及び第２回路基板４９の実
装面には、グランドラインを構成するグランドパターン層４１ａ（一部のみ図示する）が
形成されている。なお、基板アセンブリ４１は一枚の回路基板により構成されてもよい。
【００２７】
　ＦＰＣ４３は、第１実装部４３ａと、第２実装部４３ｂと、第１実装部４３ａと第２実
装部４３ｂとを電気的に接続する接続部４３ｃとを有している。第１実装部４３ａには、
例えば、マイクロフォン１７、ＦＰＣ４３と第１回路基板４５とを電気的に接続するコネ
クタ５１が設けられている。第２実装部４３ｂに実装される部品については後述する。
【００２８】
　フレーム４４は、例えば、概略形状が板状に形成されている。フレーム４４の本体部３
の第１端部３ｃ側（図３の紙面上方側）においては、リアケース３１、基板アセンブリ４
１、フレーム４４の順に積層される。フレーム４４の第２端部３ｄ側（図３の紙面下方側
）においては、リアケース３１、第１実装部４３ａ、フレーム４４、第２実装部４３ｂの
順に積層される。なお、第１実装部４３ａ及び第２実装部４３ｂとフレーム４４とは、例
えば、両面テープや接着剤等の接着部材により固定され、第１実装部４３ａはフレーム４
４の紙面表面側に配され、接続部４３ｃに接続される第２実装部４３ｂはフレーム４４の
紙面裏面側に取り回されて配される。
【００２９】
　フレーム４４は、表面又は全体に導電性を有している。例えば、フレーム４４は、金属
により構成されている。フレーム４４は、基板アセンブリ４１のグランドラインに電気的
に接続されて基板アセンブリ４１及びＦＰＣ４３をシールドするシールドケースとして機
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能する。例えば、フレーム４４は、基板アセンブリ４１側の面に、基板アセンブリ４１側
に突出し、第１回路基板４５のフレーム４４側の実装面のグランドパターン層４１ａと同
様の形状に延びるリブ４４ａを有している。そして、リブ４４ａがグランドパターン層４
１ａに当接することにより、フレーム４４は第１回路基板４５のグランドラインに電気的
に接続される。
【００３０】
　本体部３の第１端部３ｃ側では、第１回路基板４５とフレーム４４とによって受話用の
スピーカ１３が挟持される。例えば、スピーカ１３は、放音面１３ｃを有する本体部１３
ａと、バネ端子１３ｄを有する端子部１３ｂとを有している。端子部１３ｂは、本体部１
３ａの両端から突出している。本体部１３ａは、放音面１３ｃをフレーム４４側に向けて
、フレーム４４に形成された凹部４４ｂに嵌合される。第１回路基板４５がフレーム４４
に積層されると、本体部１３ａは、第１回路基板４５に設けられた切り欠き部４５ａに嵌
合し、また、端子部１３ｂは、切り欠き部４５ａの両側の部分により押さえつけられる。
この際、端子１３ｄと、切り欠き部４５ａの両側の部分に設けられた不図示の端子とが当
接し、第１回路基板４５とスピーカ１３とは、電気的に接続される。なお、凹部４４ｂは
、例えばリブ４４ａと、リブ４４ａに対向するリブ４４ｃとを含むリブにより構成されて
いる。凹部４４ｂの底部には、スピーカ１３の保護及び／又はスピーカ１３の周囲への音
漏れ防止のために、スポンジやゴム等の弾性部材８３（図８参照）が設けられていてもよ
い。
【００３１】
　マイクロフォン１７は、第１実装部４３ａのうち、本体部３の第２端部３ｄ側へ突出す
る舌片に設けられている。マイクロフォン１７は、舌片が折り曲げられることにより、フ
レーム４４の第２端部３ｄ側の縁部に設けられた切り欠き部４４ｅに嵌合される。マイク
ロフォン１７は、集音面１７ａを本体部３の正面３ａ側に向けて配置される。
【００３２】
　図４は、内部アセンブリ２１の一部を示す分解斜視図である。なお、図４は、携帯電話
機１の本体部３の正面３ａ側から見た図である。
【００３３】
　内部アセンブリ２１は、図３を参照して説明した構成に加え、表示器５３と、複数のス
イッチ５５とを有している。
【００３４】
　表示器５３は、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイにより構成されてい
る。表示器５３は、例えば、表示器５３の外形を構成する筐体５６及び透明カバー５７を
有している。筐体５６は、例えば、金属により構成されている。透明カバー５７は、例え
ば、透明な樹脂により構成されている。筐体５６及び透明カバー５７により構成される外
形は、例えば、矩形の板状に構成されている。透明カバー５７は、板状の一面の概ね全体
に亘って配置されている。透明カバー５７の配置領域は、表示器５３の表示面５３ａと略
同等若しくは若干大きい広さを有している。
【００３５】
　なお、特に図示しないが、表示器５３が液晶ディスプレイであれば、筐体５６内には、
液晶、電極、カラーフィルタ、バックライト等が設けられている。表示器５３が有機ＥＬ
ディスプレイであれば、筐体５６内には、正孔輸送層、電子輸送層、発光層、電極等が設
けられている。表示器５３は、表示器５３から延在するＦＰＣ５９を介して基板アセンブ
リ４１と電気的に接続される。
【００３６】
　フレーム４４の本体部３の正面３ａ側の面には、表示器５３が嵌合する凹部４４ｆが形
成されている。凹部４４ｆは、フレーム４４の第１端部３ｃ側において、フレーム４４の
第１端部３ｃ側及び側面３ｅ側の周縁近くまで広がっており、凹部４４ｆは、第１端部３
ｃ側及び側面３ｅ側が、フレーム４４の縁部４４ｇにより構成されている。表示器５３は
、凹部４４ｆに嵌合されてフレーム４４に対して固定される。なお、表示器５３は、両面
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テープや接着剤等の接着部材により凹部４４ｆに対して固定されてもよいし、爪部により
凹部４４ｆに固定されてもよい。
【００３７】
　複数のスイッチ５５は、ＦＰＣ４３の第２実装部４３ｂにおいて、本体部３の正面３ａ
側の面に設けられている。複数のスイッチ５５は、ドームスイッチ等の押圧式のスイッチ
により構成されている。スイッチ５５が押圧されると、所定の信号が生成され、ＦＰＣ４
３を介して基板アセンブリ４１に出力される。
【００３８】
　なお、第２実装部４３ｂには、複数のスイッチ５５の他、操作部１１を照明するための
複数のＬＥＤ６１、電流を調整するための複数の抵抗体６３が、複数のスイッチ５５間に
設けられている。
【００３９】
　図２に示す枠部材２５は、導電性を有している。例えば、枠部材２５は、一枚の板金か
ら構成されている。枠部材２５は、例えば、表示器５３の表示面５３ａに対向する被覆部
２５ａと、被覆部２５ａの周縁から本体部３の背面３ｂ側に延びる第１固定部２５ｂ及び
第３固定部２５ｃとを有している。
【００４０】
　被覆部２５ａには、開口２５ｄが形成されており、被覆部２５ａは、枠状に形成されて
いる。被覆部２５ａの周縁及び開口２５ｄの形状は適宜に設定されてよいが、例えば矩形
である。被覆部２５ａの周縁及び開口２５ｄは、被覆部２５ａにより表示器５３の周縁を
覆うことが可能な大きさ及び形状に設定されている。例えば、被覆部２５ａの周縁は、表
示器５３の筐体５６よりも大きく、開口２５ｄは、透明カバー５７よりも小さい。ただし
、表示器５３の周縁の一部（例えば、第２端部３ｄ側の部分）に、被覆部２５ａによって
覆われていない部分があってもよい。また、被覆部２５ａの周縁は、フレーム４４の第１
端部３ｃ側及び側面３ｅ側の縁部４４ｇを覆うことが可能な大きさ及び形状に設定されて
いる。また、被覆部２５ａの周縁は、リアケース３１の開放部３１ｃに挿入可能な大きさ
及び形状に設定されている。
【００４１】
　被覆部２５ａの第２端部３ｄ側には、第２端部３ｄ側に突出する突出部２５ｅが形成さ
れている。突出部２５ｅには、先端が本体部３の背面３ｂ側に位置するように段差が形成
されている。
【００４２】
　第１固定部２５ｂ及び第３固定部２５ｃは、フレーム４４の側面４４ｓに当接してフレ
ーム４４を把持可能に構成されている。第１固定部２５ｂには、フレーム４４の側面４４
ｓから突出するネジボス４４ｔ（図４も参照）に係合可能な係合孔が形成されている。第
３固定部２５ｃには、フレーム４４の側面４４ｓから突出する係合部４４ｕ（図４も参照
）に係合可能な係合孔が形成されている。
【００４３】
　枠部材２５が表示器５３及びフレーム４４に被せられ、第１固定部２５ｂ及び第２固定
部２５ｃがフレーム４４のネジボス４４ｔ及び係合部４４ｕに係合することにより、表示
器５３の凹部４４ｆからの抜けが防止される。
【００４４】
　パッキン２３は、例えば、スポンジやゴム等の弾性部材により構成されている。パッキ
ン２３は、例えば、枠部材２５の被覆部２５ａの表示器５３側の面に、被覆部２５ａの全
周に亘って当接可能な大きさ及び形状に形成されている。パッキン２３は、枠部材２５の
被覆部２５ａと、表示器５３及び／又はフレーム４４との間に挟まれ、これらの部材に当
接する。パッキン２３は、例えば、接着剤や両面テープ等の接着部材により枠部材２５に
固定されている。
【００４５】
　正面部材グループ２９は、表示器５３を保護するための透光板６５と、所定の隙間や部
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材を隠す被覆部材６７と、ユーザの操作を受け付けるための操作部材６９とを有している
。なお、これらの部材により本体部３の正面３ａが構成されることを分かり易く説明する
ために、これらの部材を正面部材グループ２９として概念化したが、これらの部材は、直
接的に互いに固定されているわけではない。
【００４６】
　透光板６５は、リアケース３１の開放部３１ｃのうち第１端部３ｃ側に嵌合する大きさ
及び形状に形成されている。透光板６５は、両面テープ２７によって枠部材２５に対して
固定される。なお、両面テープ２７は、例えば、枠部材２５の全周に亘って透光板６５を
固定できる大きさ及び形状に設定されている。なお、透光板６５は、両面テープに代えて
、接着剤等の他の接着部材により枠部材２５に固定されてもよい。
【００４７】
　透光板６５は、少なくとも表示器５３の表示面５３ａに対向する透光領域６５ａ（図１
参照）を有する部材である。例えば、透光板６５は、透光性を有する樹脂により形成され
ている。そして、透光板６５の外周側は、枠部材２５等を隠すことが可能に、遮光領域６
５ｂ（図１参照）が形成されている。遮光領域６５ｂは、透光性の樹脂に塗料が塗布され
たり、金属が蒸着されることにより形成されている。透光領域６５ａの形状は適宜に設定
されてよいが、例えば、矩形である。
【００４８】
　図７は、透光板６５及び枠部材２５の大きさの関係を示す平面図である。枠部材２５は
、被覆部２５ａの外縁に凹凸が生じざるを得ない場合がある。例えば、一枚の板金に対し
てプレス加工を行って枠部材２５を形成した場合、折り曲げ加工時の割れ防止のために切
り欠き２５ｆが形成される。このような場合、切り欠き部２５ｆにおいて枠部材２５と周
壁部３１ｂとの間には隙間が生じ、防水、防塵、表示器５３からの光漏れ、若しくは、意
匠の観点から好ましくない。そこで、透光板６５は、被覆部２５ａの外縁を覆うことが可
能な大きさ及び形状に形成されている。
【００４９】
　被覆部材６７は、例えば、樹脂により形成されている。被覆部材６７は、透光板６５と
、操作部材６９の後述するキートップ７１との間に配置されている。被覆部材６７の固定
方法については後述する。
【００５０】
　図５は、操作部材６９の分解斜視図である。なお、図５の紙面上方側が本体部３の正面
３ａ側である。
【００５１】
　操作部材６９は、複数のスイッチ５５に被せられるキーシート７５と、キーシート７５
に被せられる骨部材７３と、骨部材７３上に配置される複数のキートップ７１とを有して
いる。
【００５２】
　キーシート７５は、例えば、透光性を有するシリコンゴムにより形成されている。キー
シート７５は、例えば、ＦＰＣ４３の第２実装部４３ｂを覆う広さを有している。キーシ
ート７５には、複数のスイッチ５５と重なる位置に、正面３ａ側に突出する複数の台座部
７５ａが形成されている。また、台座部７５ａの背面側には、スイッチ５５と対向する位
置に、押し子７５ｂ（図６参照）が突出している。
【００５３】
　骨部材７３は、例えば、一枚の板金から構成されている。骨部材７３は、キーシート７
５に被せられる被覆部７３ａと、被覆部７３ａの縁部からキーシート７５側に突出する第
２固定部７３ｂ及び第４固定部７３ｃとを有している。被覆部７３ａには、複数の台座部
７５ａを挿入可能な複数の孔部７３ｈが形成されている。
【００５４】
　第２固定部７３ｂ及び第４固定部７３ｃは、第１固定部２５ｂ及び第３固定部２５ｃと
同様に、フレーム４４の側面４４ｓに当接してフレーム４４を把持可能に構成されている
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。第２固定部７３ｂには、第１固定部２５ｂと同様に、ネジボス４４ｔに係合可能な係合
孔が形成されている。第４固定部７３ｃには、第３固定部２５ｃと同様に、係合部４４ｕ
に係合可能な係合孔が形成されている。
【００５５】
　キートップ７１は、例えば樹脂により形成されている。キートップ７１は、骨部材７３
の孔部７３ｈよりも大きく形成されている。キートップ７１は、孔部７３ｈを介してキー
シート７５の台座部７５ａに固定されている。キートップ７１の台座部７５ａへの固定は
、例えば、接着剤等の適宜な接着部材により行われる。
【００５６】
　キーシート７５は弾性を有することから、台座部７５ａは、骨部材７３に対してスイッ
チ５５の押圧方向に揺動可能である。従って、キートップ７１は、骨部材７３及びキーシ
ート７５によって構成される、スイッチ５５に被せられる面（保持面６９ａ、図６参照）
により、スイッチ５５の押圧方向に揺動可能に保持されている。
【００５７】
　複数のキートップ７１は、正面３ａから見て、互いに隣接している。すなわち、キート
ップ７１の表面側において、キートップ７１間には、他の部材が配置されていない。また
、図１に示すように、正面３ａから見て、外周側のキートップ７１と、リアケース３１の
周壁部３１ｂとは隣接している。すなわち、キートップ７１の表面側において、外周側の
キートップ７１と、リアケース３１の周壁部３１ｂとの間には、他の部材が配置されてい
ない。
【００５８】
　図２に示すように、フリップ５は、本体部３に設けられた連結部材７７と、フリップ５
に設けられた連結部５ａとが連結されることにより、本体部３に対して折り畳み可能に連
結される。なお、連結部材７７及び連結部５ａも本体部３の正面３ａを構成している。
【００５９】
　以上の構成を有する携帯電話機１の組み立て方法について説明する。
【００６０】
　図４を参照して説明したように、表示器５３は、フレーム４４の凹部４４ｆに挿入され
る。図２を参照して説明したように、枠部材２５は、表示器５３及びフレーム４４に被せ
られ、第１固定部２５ｂ及び第３固定部２５ｃにより、フレーム４４に対して固定される
。図２を参照して説明したように、枠部材２５と透光板６５とは両面テープ２７により固
定される。なお、枠部材２５のフレーム４４への固定と、枠部材２５と透光板６５との固
定は、いずれを先に行ってもよい。
【００６１】
　図３及び図４を参照して説明したように、スイッチ５５が設けられたＦＰＣ４３は、両
面テープ等によりフレーム４４に対して固定される。図５を参照して説明したように、操
作部材６９は、キーシート７５、骨部材７３、及び、キートップ７１が積層されて構成さ
れる。そして、操作部材６９は、フレーム４４上のスイッチ５５に被せられ、第２固定部
７３ｂ及び第４固定部７３ｃによりフレーム４４に対して固定される。
【００６２】
　この際、枠部材２５と操作部材６９とは一部が互いに積層される。具体的には、図５に
示すように、枠部材２５の突出部２５ｅの先端の上に、骨部材７３の第１端部３ｃ側の縁
部が重なる。
【００６３】
　図６は、図５のＶＩ－ＶＩ線における断面図である。この図にも示すように、枠部材２
５の突出部２５ｅには、骨部材７３の縁部が重なっている。なお、突出部２５ｅは、骨部
材７３と重なる部分が骨部材７３の厚みだけ背面３ｂ側（紙面下方側）に位置するように
段差を有しており、枠部材２５の大部分の正面３ａ側の面と、骨部材７３の正面３ａ側の
面とは面一になっている。
【００６４】
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　なお、骨部材７３の正面３ａ側に枠部材２５が重なるように構成してもよい。枠部材２
５のフレーム４４への取り付けと、骨部材７３のフレーム４４への取り付けとは、いずれ
が先に行われてもよい。ただし、重なり部分において背面３ｂ側となる部材を先に取り付
けたほうが、取り付けが容易である。
【００６５】
　枠部材２５と骨部材７３との境界線上には、被覆部材６７が配置される。被覆部材６７
は、例えば、枠部材２５及び骨部材７３の正面３ａ側の面に、両面テープや接着剤等の接
着部材により固定される。被覆部材６７により、枠部材２５と骨部材７３との境界線は隠
される。なお、被覆部材６７の固定は、後述するフレーム４４のリアケース３１への取り
付けの後に行われてもよい。
【００６６】
　上述のように、枠部材２５及び骨部材７３がフレーム４４に取り付けられると、図１や
図２に示されるように、これらの部材はリアケース３１内に挿入される。この際、基板ア
センブリ４１は、フレーム４４とリアケース３１とにより挟持される。フレーム４４は、
側面４４ｓがリアケース３１の周壁部３１ｂの内周に当接する。すなわち、フレーム４４
は、リアケース３１内に嵌合する。枠部材２５の第１固定部２５ｂ及び第３固定部２５ｃ
、並びに、骨部材７３の第２固定部７３ｂ及び第４固定部７３ｃは、フレーム４４の側面
４４ｓと周壁部３１ｂの内周面との間に挿入された状態となる。
【００６７】
　そして、図２に示すように、複数のネジ７９がリアケース３１の周壁部３１ｂに挿通さ
れる。換言すれば、複数のネジ７９が、表示部９や操作部１１等のユーザインターフェー
スのケース７への装着方向に交差する方向に挿通される。複数のネジ７９は、第１固定部
２５ｂ又は第２固定部７３ｂにも挿通される。そして、複数のネジ７９は、フレーム４４
の側面４４ｓに設けられたネジボス４４ｔに螺合される。第１固定部２５ｂ及び第２固定
部７３ｂは、ネジ７９によりフレーム４４と共締めされ、フレーム４４に当接し、フレー
ム４４を介して基板アセンブリ４１のグランドラインと電気的に接続される。なお、ネジ
７９は、例えば、金属により構成されている。
【００６８】
　連結部材７７は、第２端部３ｄ側においてリアケース３１に挿入される。連結部材７７
と、周壁部３１ｂの内周面とは当接する。すなわち、連結部材７７は、リアケース３１の
第２端部３ｄ側部分に嵌合する。この際、連結部材７７は、操作部材６９の骨部材７３の
第２端部３ｄ側の縁部に重なる。連結部材７７は、例えば、不図示のネジがリアケース３
１の背面３ｂ側から挿通され、連結部材７７に螺合される。連結部材７７とフリップ５と
の連結、連結部材７７とリアケース３１との固定は、いずれが先に行われてもよい。また
、連結部材７７のリアケース３１への固定、フレーム４４のリアケース３１への固定は、
いずれが先に行われてもよい。ただし、重なり部分において背面３ｂ側となるフレーム４
４を先に固定したほうが、取り付けが容易である。
【００６９】
　なお、表示器５３、枠部材２５及び透光板６５を含んで表示部９が構成されている。ま
た、スイッチ５５及び操作部材６９を含んで操作部１１が構成されている。
【００７０】
　スピーカ１３の音道について説明する。
【００７１】
　図８は、図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線矢視方向の断面図、図９は、表示器５３及びフレ
ーム４４の第１端部３ｃ側を示す斜視図である。
【００７２】
　図３及び図８に示すように、受話用のスピーカ１３は、フレーム４４の背面３ｂ側に、
放音面１３ｃをフレーム４４に対向させて配置されている。図３、図８及び図９に示すよ
うに、フレーム４４には、放音面１３ｃと対向する位置に、孔部４４ｈが設けられている
。孔部４４ｈは、フレーム４４を貫通し、フレーム４４の背面３ｂ側の空間と正面３ａ側
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の空間とを連通している。
【００７３】
　図９に示すように、フレーム４４の第１端部３ｃ側の外周面には、リアケース３１のケ
ース内部側から開放部３１ｃ側へ（図９の紙面下方側から紙面上方側へ）延びる溝部４４
ｋが形成されている。溝部４４ｋは、抜け穴状に形成されており（フレーム４４の外周面
側から凹部４４ｆ内へ貫通しており）、表示器５３の外周面は、フレーム４４の外部へ露
出している。溝部４４ｋのケース内部側の端部は、孔部４４ｈに連通している。溝部４４
ｋの開放部３１ｃ側の端部は、フレーム４４の開放部３１ｃ側の面まで到達している。
【００７４】
　図２及び図７に示すように、枠部材２５は、リアケース３１の周壁部３１ｂの突出方向
において溝部４４ｋと重なる位置を開放するように、縁部に凹部２５ｇが形成されている
。従って、枠部材２５とリアケース３１の周壁部３１ｂの内周との間に、溝部４４ｋと連
通する隙間が形成されている。
【００７５】
　図７及び図８に示すように、透光板６５は、リアケース３１の周壁部３１ｂの突出方向
において凹部２５ｇと重なる位置を開放するように、縁部に凹部６５ｃ（切り欠き部）が
形成されている。従って、透光板６５とリアケース３１の周壁部３１ｂの内周との間に、
凹部２５ｇによって形成された隙間と連通する隙間（図１の放音口１５）が形成されてい
る。
【００７６】
　以上のとおり、スピーカ１３の音道は、フレーム４４の孔部４４ｈ、溝部４４ｋによっ
て形成された表示器５３と周壁部３１ｂとの隙間、凹部２５ｇによって形成された枠部材
２５と周壁部３１ｂとの隙間、凹部６５ｃによって形成された透光板６５と周壁部３１ｂ
との隙間により、構成されている。
【００７７】
　図８及び図９に示すように、スピーカ１３の音道は、メッシュ部材８１により塞がれて
いる。メッシュ部材８１は、音道からの水分や埃の侵入を防止するためのものである。メ
ッシュ部材８１は、例えば、樹脂繊維により構成されている。メッシュ部材８１は、フレ
ーム４４及び表示器５３に対して固定されている。固定は、例えば、接着剤等の接着部材
により行われている。なお、メッシュ部材８１は、フレーム４４のみに固定されていても
よい。また、メッシュ部材８１は、表示器５３と枠部材２５（パッキン２３）との間では
なく、透光板６５と枠部材２５との間に固定されていてもよい。
【００７８】
　図１０は、携帯電話機１の信号処理系の構成を示すブロック図である。
【００７９】
　携帯電話機１は、ＣＰＵ８５、メモリ８６、通信処理部８７、音響処理部９１及び画像
処理部９３を備えている。これら各部は例えば基板アセンブリ４１に設けられたＩＣによ
り構成されている。
【００８０】
　ＣＰＵ８５及びメモリ８６は、操作部１１等の各種手段からの信号に基づいて所定の演
算を行い、画像処理部９３等の各種手段の制御を実行する制御部として機能する。
【００８１】
　通信処理部８７は、高周波回路を含んで構成されている。通信処理部８７は、電波を利
用した遠距離無線通信を行うために、ＣＰＵ８５で処理された音響データ、画像データ等
の各種データを変調して、アンテナ８９を介して送信する。また、通信処理部８７は、ア
ンテナ８９を介して受信した信号を復調してＣＰＵ８５に出力する。
【００８２】
　音響処理部９１は、ＣＰＵ８５からの音響データを電気信号に変換して通話用のスピー
カ１３、着信等を報知するためのスピーカ３５に出力する。スピーカ１３及びスピーカ３
５は、音響処理部９１からの電気信号を音響に変換して出力する。一方、マイクロフォン
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１７は、入力された音響を電気信号に変換して音響処理部９１に出力する。音響処理部９
１は、マイクロフォン１７からの電気信号を音響データに変換してＣＰＵ８５に出力する
。
【００８３】
　画像処理部９３は、ＣＰＵ８５からの画像データを画像信号に変換して表示部９へ出力
する。また、所定のカメラモジュール９５から出力される撮像信号（画像データ）を所定
のフォーマットの画像データに変換してＣＰＵ８５へ出力する。
【００８４】
　以上の実施形態によれば、携帯電話機１は、ユーザインターフェースとしての表示部９
及び操作部１１と、表示部９及び操作部１１を保持するフレーム４４と、開放部３１ｃを
形成する周壁部３１ｂを有するリアケース３１と、を備え、フレーム４４は、開放部３１
ｃからリアケース３１内に装着可能であり、装着の方向に交差する方向に挿通されるネジ
７９により周壁部３１ｂにネジ止めされて、開放部３１ｃにて表示部９及び操作部１１が
露出した状態で、リアケース３１に固定されることから、フロントケースが不要である。
フロントケースが不要であることから、フロントケースとリアケースとの割り線も側面３
ｅに生じず、デザイン性が高い。フロントケースとリアケースとの重なり部分を形成する
必要もないから、ケース外形も小型化できる。本体部３の正面３ａにネジやネジボスを配
置する領域を設ける必要がないことから、本体部３の正面３ａの縁部ギリギリまで表示部
９や操作部１１等のユーザインターフェースを配置することが可能である。フレーム４４
とリアケース３１の周壁部３１ｂとは隣接することから、ネジ７９の長さは、周壁部３１
ｂの厚さよりも大きければよい。従って、従来のようにケース及びその内部を厚み方向に
貫通する必要のあるネジに比べて短くて済む。これにより、ケース７内における固定のた
めの構造に要する容積率を下げることができ、ひいては、機器全体の小型化が実現される
。携帯電話機１のように側面３ｅの面積が正面３ａや背面３ｂの面積に対して小さい機器
においては、ネジ孔を側面に設けることによりデザイン性が高くなる。ネジ７９が側面３
ｅから挿通されるため、ネジを基板等の積層方向に挿通する場合のように、ネジやネジボ
スが配置される空所を基板等に設ける必要がない。従って、積層方向においてネジ７９と
重複する位置に電子部品を実装することができる。すなわち、ケース内の３次元的なレイ
アウトの自由度が向上し、小型化も容易になる。
【００８５】
　携帯電話機１は、開放部３１ｃから露出する表示面５３ａを有し、フレーム４４の開放
部３１ｃ側に配置される表示器５３と、表示面５３ａ側から表示器５３の周縁を覆う被覆
部２５ａと、被覆部２５ａからフレーム４４と周壁部３１ｂとの間に延在し、ネジ７９に
より共締めされる第１固定部２５ｂとを有する枠部材２５とを有することから、表示器の
周縁が正面３ａ側に露出しない。その結果、例えば、表示器５３の周縁からの静電気、水
分、埃の侵入が防止される。また、例えば、デザイン性が高くなる。さらに、表示器５３
のフレーム４４からの脱落が防止される。枠部材２５は、フレーム４４をリアケース３１
に固定するためのネジ７９により共締めされることから、枠部材２５のリアケース３１や
フレーム４４からの脱落を確実に防止しつつも、枠部材２５をリアケース３１やフレーム
４４に固定することによる部品点数（別個のネジ等）の増加は生じない。ひいては、別個
のネジを配置するスペースを周壁部３１ｂとフレーム４４との間等に設ける必要もない。
従って、表示器５３の面積に対する正面３ａから見た携帯電話機１の投影面積を小さくす
ることができる。
【００８６】
　枠部材２５は、表示面５３ａに対向する開口２５ｄが形成された枠状の部材であり、枠
部材２５の表示器５３に対向する面の反対側の面には、開口２５ｄを塞ぎ、周縁が枠部材
２５の周縁よりも外周側に位置する透光板６５が設けられていることから、透光板６５に
よって表示面５３ａが保護され、且つ、図７を参照して説明したように、枠部材２５の周
縁が覆われ、デザイン性が向上する。さらに、透光板６５が周壁部３１ｂに嵌合すること
により、一層、携帯電話機１の内部への静電気、水分、埃の侵入が防止され、デザイン性
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が高くなる。
【００８７】
　携帯電話機１は、押圧により信号を生成可能なスイッチ５５と、スイッチ５５に被せら
れ、開放部３１ｃから露出するキートップ７１をスイッチ５５の押圧方向に揺動可能に保
持する保持面６９ａと、保持面６９ａからフレーム４４と周壁部３１ｂとの間に延在し、
ネジ７９により共締めされる第２固定部７３ｂとを有する操作部材６９と、を有している
ことから、操作部１１を本体部３の正面３ａの縁部ギリギリまで配置することが可能とな
り、設計の自由度が向上する。
【００８８】
　さらに、スイッチ５５が、フレーム４４の開放部３１ｃ側において表示器５３とは装着
の方向（積層方向）において重ならない位置に配置され、枠部材２５と操作部材６９とは
、装着の方向において一部が重なっていることから、表示部９と操作部１１との間に隙間
を生じさせることなく、開放部３１ｃをユーザインターフェースで埋めることができる。
さらに、枠部材２５の脱落が操作部材６９によっても防止され、少ない部品点数で一層表
示器５３等の脱落を防止することができる。
【００８９】
　フレーム４４は、導電性を有し、第１回路基板４５のグランドラインに電気的に接続さ
れており、枠部材２５は、導電性を有し、第１固定部２５ｂがフレーム４４に共締めされ
てグランドラインに電気的に接続されていることから、携帯電話機１の内部への静電気の
侵入を効果的に防止することができる。すなわち、携帯電話機１はフロントケースを有し
ていないことから、リアケース３１の周壁部３１ｂの内周面から静電気が侵入するおそれ
がある。しかし、周壁部３１ｂとフレーム４４との間に挿入される第１固定部２５ｄや周
壁部３１ｂに隣接している被覆部２５ａを有する枠部材２５がグランドラインに接続され
ていることにより、枠部材２５を避雷針として機能させ、周壁部３１ｂの内周面に沿って
侵入する静電気を枠部材２５に逃がすことができる。さらに、枠部材２５がネジ７９によ
りフレーム４４に共締めされることにより、枠部材２５はグランドラインに電気的に接続
されることから、電気的に接続するために新たな部材を必要としない。また、枠部材２５
を金属により形成した場合には、枠部材２５を小型化しつつ高い強度を得ることができる
。
【００９０】
　同様に、操作部材６９は、第２固定部７３ｂを有する導電性の骨部材７３を有し、フレ
ーム４４は、導電性を有し、第１回路基板４５のグランドラインに電気的に接続されてお
り、骨部材７３は、第２固定部７３ｂがフレーム４４に共締めされてグランドラインに電
気的に接続されていることから、携帯電話機１の内部への静電気の侵入を効果的に防止す
ることができる。
【００９１】
　携帯電話機１は、開放部３１ｃを形成する周壁部３１ｂを有するリアケース３１と、リ
アケース３１内に配され、開放部３１ｃから露出するユーザインターフェースとしての表
示器５３と、リアケース３１内であって表示器５３の背後に配され、音響と電気信号との
間の変換を行うスピーカ１３と、を備え、表示器５３の外周側に、表示器５３と周壁部３
１ｂとの隙間によりスピーカ１３とリアケース３１の開放部３１ｃ側の外部とを連通する
音道が構成されていることから、表示器５３とスピーカ１３とが並列に配置されず、本体
部３の正面３ａの小型化が図られる。しかも、表示器５３と周壁部３１ｂとの間の領域が
僅かしかなくとも、正面３ａへの音道を確保することができる。従って、表示器５３の面
積に対する正面３ａの面積を小さくすることが可能となり、設計の自由度が向上する。例
えば、表示器５３と周壁部３１ｂとの距離を５ｍｍとするような斬新な設計が可能となる
。
【００９２】
　リアケース３１内に装着され、開放部３１ｃ側に表示器５３が配置される凹部４４ｆを
有するフレーム４４を備え、スピーカ１３はフレーム４４よりも開放部３１ｃ側とは反対
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側に配され、フレーム４４の凹部４４ｆの外周側の面には、リアケース３１内部側から開
放部３１ｃ側へ延び、音道となる隙間を構成する溝部４４ｋが形成されていることから、
フレーム４４の凹部４４ｆにより表示器５３を確実に保持しつつ、簡素な構成で音道とな
る隙間を構成することができる。
【００９３】
　携帯電話機１は、開放部３１ｃから露出する表示面５３ａを有し、凹部４４ｆに配置さ
れる表示器５３と、表示面５３ａ側から表示器５３の周縁を覆い、周壁部３１ｂとの間に
溝部４４ｋと連通する隙間を構成するように縁部に凹部２５ｇが形成された被覆部２５ａ
と、被覆部２５ａからフレーム４４と周壁部３１ｂとの間に延在し、ネジ７９により共締
めされる第１固定部２５ｂとを有する枠部材２５とを有することから、上述した表示器５
３の脱落等を防止する効果に加え、スピーカ１３の音道を簡素な構成で、且つ、狭い領域
に確保することができるという効果を奏する。
【００９４】
　携帯電話機１は、フレーム４４に固定され、音道を塞ぐメッシュ部材８１を有すること
から、音道を介した携帯電話機１内部への水分や埃の侵入が防止される。従来のようにフ
ロントケースに放音口が形成されるようなものでは、フロントケースにメッシュ部材が貼
り付けられていた。本実施形態では、メッシュ部材８１をフレーム４４に貼り付けること
により、フロントケースのない構造であってもメッシュ部材８１の取り付けが実現されて
いる。本実施形態では、リアケース３１と、表示器５３等との隙間により音道が構成され
ている。すなわち、リアケース３１にフレーム４４等が挿入されて初めて音道が構成され
る。しかし、メッシュ部材８１はフレーム４４に貼り付けられていることから、リアケー
ス３１にフレーム４４等が挿入される前、すなわち、音道が構成される前から取り付けが
可能であり、組立工程の自由度が高い。
【００９５】
　枠部材２５は、表示面５３ａに対向する開口２５ｄが形成された枠状の部材であり、枠
部材２５の表示器５３に対向する面の反対側の面には、開口２５ｄを塞ぎ、周縁が前記枠
部材の周縁よりも外周側に位置し、枠部材２５の凹部２５ｇと対向する凹部が縁部に形成
された透光板が設けられていることから、上述した枠部材２５の周縁部を覆うことによる
効果に加え、スピーカ１３の音道を簡素な構成で、且つ、狭い領域に確保することができ
るという効果を奏する。
【００９６】
　本発明は、以上の実施形態に限定されず、種々の態様で実施されてよい。
【００９７】
　携帯電子機器は、携帯電話機に限定されない。例えば、携帯電子機器は、デジタルカメ
ラ、ＰＤＡであってもよい。また、携帯電子機器は、フリップ型の機器に限定されない。
例えば、携帯電子機器は、フリップを有しないストレート型の機器であってもよいし、２
つの筐体を開閉可能に連結した折り畳み型の機器であってもよい。
【００９８】
　ケースは開放部を形成する周壁部を有していればよく、実施形態の基部３１ａを有して
いなくてもよい。すなわち、ケースは、正面と背面との双方に開放部が形成されていても
よい。この場合、正面と背面との双方にユーザインターフェースが設けられていてもよい
。ケースの外形も矩形に限定されず、円形等の適宜な形状とされてよい。
【００９９】
　フレームとケースとの固定は、フレームの装着方向に交差するネジによるものに限定さ
れない。例えば、フレームの外周に爪部を設けるとともに、周壁部の内周面にフレームの
爪部と係合する凹部を設けるなど、係合によってフレームとケースとが固定されてもよい
。また、フレームの外周が周壁部の内周面に嵌合することのみにより、フレームがケース
に固定されてもよい。ネジによって固定する場合においては、ネジの挿通方向は、フレー
ムのケースへの装着方向（積層方向）に直交する方向に限定されない。例えば、ネジの挿
通方向は、装着方向に斜めに交差する方向であってもよい。
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【０１００】
　表示器を覆い、第１固定部を有する固定部材は、枠部材に限定されない。例えば、実施
形態では、枠部材に透光板を固定する例を示したが、枠部材を省略するとともに、透光板
に第１固定部を設けてもよい。すなわち、枠部材と透光板とを一体的に形成した部材を固
定部材としてもよい。
【０１０１】
　スイッチ部を覆い、第２固定部を有する操作部材は、キートップ、キーシート、骨部材
により構成されるものに限定されない。例えば、骨部材を省略し、キーシートに第２固定
部材を設けてもよい。キーシートの台座部をキートップとしてもよい。
【０１０２】
　ユーザインターフェースの背後に配される電気音響変換部は、スピーカに限定されない
。マイクロフォンであってもよい。電気音響変換部は、フレームよりも開放部とは反対側
に配置されるものに限定されない。例えば、電気音響変換部は、ユーザインターフェース
とフレームとの間に配置されてもよい。
【０１０３】
　音道は、ケースの周壁部により形成されればよく、ユーザインターフェースと周壁部と
の隙間により構成されるものに限定されない。すなわち、ケースの周壁部と、ユーザイン
ターフェース以外の他の部材との隙間により、ユーザインターフェースの外周側に音道が
構成されてもよい。また、隙間は、フレーム、枠部材、透光板等に溝部等を設けることに
より形成されるものに限定されない。
【０１０４】
　図１１（ａ）は、携帯電話機の変形例を示す平面図であり、図１１（ｂ）は、図１１（
ａ）のＸＩａ－ＸＩａ線の断面図である。
【０１０５】
　携帯電話機１０１においては、フレーム１４４、枠部材１２５、透光板１６５に溝部や
縁部の凹部が形成されていない。ただし、リアケース１３１の内周面に、ケース内部側か
ら開放部１３１ｃ側へ延びる溝部１４４ｋが形成されている。溝部１４４ｋの一端は、ス
ピーカ１３の放音面１３ｃの位置まで到達している。溝部１４４ｋの他端は、周壁部１３
１ｂの頂部まで到達している。従って、スピーカ１３の音道は、溝部１４４ｋにより形成
された、フレーム４４、枠部材１２５及び透光板１６５と、周壁部１３１との間の隙間に
より構成されている。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の実施形態の携帯電話機の外観を示す斜視図。
【図２】図１の携帯電話機の分解斜視図。
【図３】図１の携帯電話機の内部アセンブリの一部の分解斜視図。
【図４】図３の反対側から見た内部アセンブリの一部の分解斜視図。
【図５】図１の携帯電話機の操作部材の分解斜視図。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線の断面図。
【図７】図１の携帯電話機の枠部材及び透光板を示す平面図。
【図８】図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線の断面図。
【図９】図１の携帯電話機の表示器及びフレームの端部を示す斜視図。
【図１０】図１の携帯電話機の信号処理系の構成を示すブロック図。
【図１１】変形例を示す図。
【符号の説明】
【０１０７】
　１…携帯電話機（携帯電子機器）、７…ケース、９…表示部（ユーザインターフェース
）、１１…操作部（ユーザインターフェース）、１３…スピーカ（電気音響変換部）、３
１…リアケース、３１ｂ…周壁部、３１ｃ…開放部、４４…フレーム、７９…ネジ。
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