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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のスイッチと、
　前記複数のスイッチが設けられる第１実装面を有する第１基板と、
　第２実装面を有するフレキシブル基板であって、前記第１基板の前記第１実装面の背後
側において、前記第１基板とは反対側に前記第２実装面を向けて配置される本体部と、前
記本体部に対して折り曲げられて、前記第１基板側に前記第２実装面を向けて配置される
取付部とを有する第２基板と、
　前記第２基板の前記取付部の前記第２実装面に設けられ、音響部が前記第１基板に形成
された第１の空所又は縁部に面する電気音響変換部と、
　を有する携帯電子機器。
【請求項２】
　一方の面に前記第１基板が前記第１実装面の背面を対向させて積層され、他方の面に前
記本体部が前記第２実装面の背面を対向させて積層され、前記第１基板及び前記本体部の
積層方向にみて前記音響変換部と重なる位置に第２の空所又は縁部が形成されたフレーム
を有する
　請求項１に記載の携帯電子機器。
【請求項３】
　前記音響変換部を保持する保持部材を有し、
　前記保持部材は、
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　　前記フレームの被係合部に係合して固定される係合部と、
　　前記音響変換部の前記音響部の面積よりも小さい断面積の、前記音響変換部の音道の
少なくとも一部を構成する音孔が形成された音道部と、
　を有する請求項１又は２に記載の携帯電子機器。
【請求項４】
　前記保持部材は、弾性部材であり、
　前記音響変換部は、前記弾性部材に形成された孔部に圧入されて前記弾性部材に固定さ
れ、
　前記被係合部及び前記係合部は、一方が他方に形成された孔部に圧入されて係合する
　請求項３に記載の携帯電子機器。
【請求項５】
　前記保持部材の前記音道部は、
　　前記音響部の一部を覆い、前記音響部とは反対側の天面が前記フレームの前記一方の
面と面一になるように形成され、当該天面に前記第１基板の一部が積層される被覆部と、
　　前記被覆部の前記天面から前記第１基板の前記第１実装面よりも前記第１実装面の向
く方向へ延び、内部に前記音孔が形成された管状部と、
　を有する請求項３又は４に記載の携帯電子機器。
【請求項６】
　前記複数のスイッチに被せられ、前記電気音響変換部に対向する第３の空所又は縁部が
形成されたキーシートと、
　前記キーシートの前記複数のスイッチとは反対側に設けられた複数のキートップと、
　を有し、
　前記管状部は、前記キーシートの前記第３の空所又は縁部まで延びている
　を有する請求項５に記載の携帯電子機器。
【請求項７】
　前記複数のスイッチ、前記第１基板、前記第２基板、前記電気音響変換部、前記保持部
材、前記キーシートを収納し、前記複数のキートップを露出させる筐体を有し、
　前記電気音響変換部と重なる位置には、前記筐体に形成された孔部により、又は、前記
キートップと前記筐体との隙間により、前記音響変換部の音道の一部が構成されている
　請求項６に記載の携帯電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マイクロフォンやスピーカ等の電気音響変換部を有する携帯電子機器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　複数のスイッチが実装された基板と、マイクロフォン等の電気音響変換部とを有する電
子機器が種々提案されている。例えば、携帯電話機では、筐体の正面に露出するキートッ
プと、当該キートップにより押下される複数のスイッチと、複数のキートップ（複数のス
イッチ）の配置領域の外側（口元側）に設けられたマイクロフォンとを有する構成がよく
知られている（例えば特許文献１）。特許文献１の携帯電話機では、筐体の正面側部分の
内側面に対向する基板が設けられている。この基板には、前記の複数のスイッチが設けら
れている。そして、この基板の複数のスイッチの配置領域外の部分と、筐体の正面側部分
の内側面とで、マイクロフォンを挟持することにより、マイクロフォンの収音面を正面側
に向けると共に、収音面の反対側に配置された端子部を基板に接続している。このように
することにより、収音面と端子部とが互いに反対側に設けられたマイクロフォンを簡素な
構成で携帯電話機に取り付けている。
【特許文献１】特開２００６－２６２２６２号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の技術では、マイクロフォンは、スイッチが実装されている実装面と同一実
装面上に配置されることから、スイッチの配置領域外にマイクロフォンを配置しなければ
ならない。すなわち、筐体は、スイッチの配置領域とマイクロフォンとを同一面上に（携
帯電話機の長手方向に）並列に配置可能な大きさを有していなければならず、筐体の小型
化を図ることができない。
【０００４】
　本発明の目的は、電気音響変換部の取付構造の自由度を向上させ、筐体の小型化が可能
な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】
　本発明の携帯電子機器は、複数のスイッチと、前記複数のスイッチが設けられる第１実
装面を有する第１基板と、第２実装面を有するフレキシブル基板であって、前記第１基板
の前記第１実装面の背後側において、前記第１基板とは反対側に前記第２実装面を向けて
配置される本体部と、前記本体部に対して折り曲げられて、前記第１基板側に前記第２実
装面を向けて配置される取付部とを有する第２基板と、前記第２基板の前記取付部の前記
第２実装面に設けられ、音響部が前記第１基板に形成された第１の空所又は縁部に面する
電気音響変換部と、を有する。
【０００６】
　好適には、一方の面に前記第１基板が前記第１実装面の背面を対向させて積層され、他
方の面に前記本体部が前記第２実装面の背面を対向させて積層され、前記第１基板及び前
記本体部の積層方向にみて前記音響変換部と重なる位置に第２の空所又は縁部が形成され
たフレームを有する。
【０００７】
　好適には、前記音響変換部を保持する保持部材を有し、前記保持部材は、前記フレーム
の被係合部に係合して固定される係合部と、前記音響変換部の前記音響部の面積よりも小
さい断面積の、前記音響変換部の音道の少なくとも一部を構成する音孔が形成された音道
部と、を有する。
【０００８】
　好適には、前記保持部材は、弾性部材であり、前記音響変換部は、前記弾性部材に形成
された孔部に圧入されて前記弾性部材に固定され、前記被係合部及び前記係合部は、一方
が他方に形成された孔部に圧入されて係合する。
【０００９】
　好適には、前記保持部材の前記音道部は、前記音響部の一部を覆い、前記音響部とは反
対側の天面が前記フレームの前記一方の面と面一になるように形成され、当該天面に前記
第１基板の一部が積層される被覆部と、前記被覆部の前記天面から前記第１基板の前記第
１実装面よりも前記第１実装面の向く方向へ延び、内部に前記音孔が形成された管状部と
、を有する。
【００１０】
　好適には、前記複数のスイッチに被せられ、前記電気音響変換部に対向する第３の空所
又は縁部が形成されたキーシートと、前記キーシートの前記複数のスイッチとは反対側に
設けられた複数のキートップと、を有し、前記管状部は、前記キーシートの前記第３の空
所又は縁部まで延びている。
【００１１】
　好適には、前記複数のスイッチ、前記第１基板、前記第２基板、前記電気音響変換部、
前記保持部材、前記キーシートを収納し、前記複数のキートップを露出させる筐体を有し
、前記電気音響変換部と重なる位置には、前記筐体に形成された孔部により、又は、前記
キートップと前記筐体との隙間により、前記音響変換部の音道の一部が構成されている。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、電気音響変換部の取付構造の自由度を向上させ、筐体を小型化するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　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。
【００１５】
　本体部３は、ケース７と、ケース７に保持された表示部９及び操作部１１とを有してい
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８参照、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。
【００１６】
　図２は、携帯電話機１の分解斜視図である。
【００１７】
　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。
【００１８】
　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
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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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の不図示の放音口が開口している。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。
【００２１】
　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。



(5) JP 4694517 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

【００２２】
　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。
【００２３】
　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。
【００２４】
　図１２は、ＦＰＣ４３の展開図である。ＦＰＣ４３は、いわゆる片面実装の基板であり
、一方の面（実装面４３ｄ）にのみ電子部品が実装されるものである。ＦＰＣ４３は、第
２実装部４３ａ（第２基板の一例）と、第１実装部４３ｂ（第１基板の一例）と、第２実
装部４３ａと第１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。なお
、以下では、ＦＰＣ４３の実装面４３ｄのうち、第２実装部４３ａにおける部分を第２実
装面４３ｄａ、第１実装部４３ｂにおける部分を第１実装面４３ｄｂという。
【００２５】
　図３に示すように、第２実装部４３ａの第２実装面４３ｄａには、例えば、マイクロフ
ォン１７（図８参照）、ＦＰＣ４３と第１回路基板４５とを電気的に接続するコネクタ５
１が設けられている。コネクタ５１は、第２実装部４３ａに形成された舌片４３ｈ（図１
２も参照）において第２実装面４３ｄａに取り付けられ、舌片４３ｈが適宜に折り曲げら
れることにより、第１回路基板４５に設けられた不図示のコネクタに接続可能な位置に配
される。第１実装部４３ｂに実装される部品については後述する。
【００２６】
　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２実装部４３ａ、フレーム４４、第１実装部４３ｂの
順に積層される。第２実装部４３ａは、実装面４３ｄを図３の紙面表面側に向けて、フレ
ーム４４の紙面表面側に配され、接続部４３ｃに接続される第１実装部４３ｂは、フレー
ム４４の紙面裏面側に取り回され、実装面４３ｄを紙面裏面側に向けて配される。なお、
第２実装部４３ａ及び第１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る。
【００２７】
　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
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。
【００２８】
　スピーカ１３は、本体部３の第１端部３ｃ側において、第１回路基板４５とフレーム４
４とによって挟持される。スピーカ１３は、放音面１３ｃをフレーム４４側に向けて配置
される。フレーム４４には、スピーカ１３の放音面１３ｃと対向する位置に、スピーカ１
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３から出力された音を本体部３の正面３ａ側に導くための孔部４４ｈが形成されている。
【００２９】
　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。
【００３０】
　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。
【００３１】
　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、種々の情報を表示する表示面５３ａを有している。表示器５３の外形
は、例えば、矩形の板状に構成されている。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。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。
【００３２】
　複数のスイッチ５５は、ＦＰＣ４３の第１実装部４３ｂの第１実装面４３ｄａに設けら
れている。複数のスイッチ５５は、例えば、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、ＦＰＣ４３を介
して基板アセンブリ４１に出力される。
【００３３】
　なお、複数のスイッチ５５は、絶縁性のフィルム等により形成された比較的薄い被覆部
材５６により被覆されており、図４において符号５５を付した箇所は、厳密には、被覆部
材５６のうち、複数のスイッチ５５により盛り上った部分である。ただし、複数のスイッ
チ５５の位置の理解の容易化のため、また、被覆部材５６も複数のスイッチ５５の一部と
捉えることができることから、図４及び他の図面においては、被覆部材５６の有無に関ら
ず、複数のスイッチ５５の位置に符号５５を付す。
【００３４】
　第１実装部４３ｂの第１実装面４３ｄａ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。
【００３５】
　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。
【００３６】
　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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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。
【００３９】



(7) JP 4694517 B2 2011.6.8

10

20

30

40

50

　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。
【００４０】
　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
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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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は、例
えば、枠部材２５及び後述する骨部材７３上に両面テープや接着剤により固定されている
。
【００４３】
　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。
【００４４】
　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。
【００４５】
　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１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８参照）が突出している。
【００４６】
　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。
【００４７】
　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
。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。
【００４８】
　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
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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。
【００４９】
　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。
【００５０】
　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。
【００５１】
　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。
【００５２】
　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。
【００５３】
　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。
【００５４】
　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。
【００５５】
　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。
【００５６】
　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。
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【００５７】
　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。
【００５８】
　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。
【００５９】
　本実施形態の携帯電話機１は、以上の概略構成に加え、マイクロフォン１７（図８参照
）を適宜な位置に配置するために、以下の構成を備えている。
【００６０】
　図３及び図４に示すように、携帯電話機１は、マイクロフォン１７を保持するホルダ８
１を有している。マイクロフォン１７及びホルダ８１は、内部アセンブリ２１において、
携帯電話機１の本体部３の第２端部３ｄ側（紙面下方側）に配置されている。
【００６１】
　図６は、内部アセンブリ２１のホルダ８１（マイクロフォン１７）周辺の拡大図である
。図６（ａ）は、本体部３の正面３ａ側から見た斜視図（図１と同一方向の斜視図）であ
る。図６（ｂ）は、本体部３の背面３ｂ側から見た斜視図である。
【００６２】
　図３、図６（ｂ）及び図１２に示すように、第２実装部４３ａは、フレーム４４の背面
３ｂ側（図３及び図６（ｂ）の紙面上方側、第１実装部４３ｂの第１実装面４３ｄａの背
後側）において、フレーム４４とは反対側（第１実装部４３ｂとは反対側）に第２実装面
４３ｄａを向けて配置される本体部４３ｅと、本体部４３ｅに対して折り曲げられて、フ
レーム４４側（第１実装部４３ｂ側）に第２実装面４３ｄａを向ける取付部４３ｆとを有
している。
【００６３】
　図３及び図１２に示すように、本体部４３ｅは、例えば、第２実装部４３ａの大部分を
占めている。第２実装面４３ｄａのうち、本体部４３ｅにおける部分には、例えば、メモ
リーカード（不図示）を挿入するためのスロット部５０、アンテナ８９とＦＰＣ４３とを
接続するための不図示の給電端子等が設けられている。
【００６４】
　取付部４３ｆは、例えば、本体部４３ｅにおいて、矩形領域が一辺を残して本体部４３
ｅから切り離されて形成されている。より具体的には、本体部４３ｅの図３及び図１２の
紙面下方側の縁部において、縁部に直交する一辺と、縁部に平行な一辺とが切り離されて
いる。取付部４３ｆは、いわゆる舌片形状、より具体的には、長尺状の矩形に形成されて
いる。取付部４３ｆは、図３に示すように、本体部４３ｅの紙面下方側の縁部に平行な方
向へ折り曲げられている。
【００６５】
　マイクロフォン１７は、図３、図４、図６では、ホルダ８１に隠れて不図示であるが、
取付部４３ｆの第２実装面４３ｄｂに、収音面１７ａ（図８参照）を正面３ａ側（図３及
び図６（ｂ）の紙面下方側、図４及び図６（ａ）の紙面上方（表面）側）に向けて設けら
れている。ホルダ８１は、マイクロフォン１７の収音面１７ａに被せられている。ホルダ
８１には、正面３ａ側に開口する音孔８１ｅ（図４、図６（ａ））が形成されている。
【００６６】
　図７は、ホルダ８１を示す斜視図である。図７（ａ）は、正面３ａ側から見た（図１と
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同一方向から見た）斜視図である。図７（ｂ）は、背面３ｂ側から見た斜視図である。
【００６７】
　ホルダ８１は、例えば、弾性材料により構成されている。弾性材料は、例えば、ゴム、
発泡スチロールである。
【００６８】
　ホルダ８１は、正面３ａ側（図７（ａ）の紙面表面側）に２段の段差が形成されるよう
に、第１構成部８１ａと、第１構成部８１ａ上に設けられ、第１構成部８１ａよりも面積
が小さい第２構成部８１ｂ（被覆部の一例）と、第２構成部８１ｂ上に設けられ、第２構
成部８１ｂよりも面積が小さい第３構成部８１ｃ（管状部の一例）とを有している。第１
構成部８１ａ、第２構成部８１ｂ、第３構成部８１ｃのそれぞれの天面（正面３ａ側の面
）は平面に形成されている。また、ホルダ８１の背面３ｂ側（図７（ｂ）の紙面表面側、
第１構成部８１ａの背面３ｂ側）の面は、平面に形成されている。
【００６９】
　ホルダ８１の図７（ｂ）の紙面表面側には、マイクロフォン１７を挿入するための凹部
８１ｄが形成されている。凹部８１ｄは、マイクロフォン１７が嵌合する大きさ及び形状
（若しくは一致する大きさよりも若干小さい大きさ）に形成されている。従って、マイク
ロフォン１７は、凹部８１ｄに圧入されることにより、ホルダ８１に固定（保持）される
。凹部８１ｄ（マイクロフォン１７）の形状は適宜に設定されてよいが、例えば円柱状（
円盤状）である。
【００７０】
　上述の音孔８１ｅは、図７（ａ）に示すように、第３構成部８１ｃの天面に開口してい
る。また、音孔８１ｅは、背面３ｂ側において凹部８１ｄに連通している。
【００７１】
　第１構成部８１ａには、ホルダ８１をフレーム４４に固定するための係合孔部８１ｆ（
係合部の一例）が形成されている。係合孔部８１ｆの形状は適宜に設定されてよいが、例
えばＴ字状である。
【００７２】
　第２構成部８１ｂには、ホルダ８１をフレーム４４に固定するための係合突部８１ｇ（
係合部の一例）が形成されている。係合突部８１ｇは、第２構成部８１ｂの天面の縁部に
沿って設けられ、第２構成部８１ｂの表面の外側に突出している。なお、第２構成部８１
ｂの側面に係合溝が形成されていると捉えることもできる。
【００７３】
　図８は、図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における断面図である。なお、図８では、被覆部
材５６（図４）は省略している。
【００７４】
　マイクロフォン１７は、例えば、概ね円柱形状の筐体を有しており、その一端面に収音
面１７ａと、他端面に端子部１７ｂとを有している。マイクロフォン１７は、収音面１７
ａから入力された音響を電気信号に変換して端子部１７ｂに出力する。マイクロフォン１
７は、例えば、ダイナミックマイクロフォンにより構成されており、筐体内部に設けられ
た振動板１７ｃと、振動板１７ｃに連結された不図示の永久磁石と、当該永久磁石に対し
て移動可能な不図示のコイルとを有している。なお、マイクロフォン１７は、コンデンサ
マイクロフォンやリボン型マイクロフォンによって構成されてもよい。
【００７５】
　マイクロフォン１７は、第２実装部４３ａの取付部４３ｆの第２実装面４３ｄａに端子
部１７ｂを向けて、第２実装面４３ｄａに実装されている。マイクロフォン１７と第２実
装面４３ｄａとの固定は、例えば半田により行われる。マイクロフォン１７は、収音面１
７ａ側から、ホルダ８１の凹部８１ｄへ圧入されている。凹部８１ｄは、例えば、マイク
ロフォン１７の収音面１７ａから端子部１７ｂまでの厚さと略同等の深さを有している。
【００７６】
　凹部８１ｄの深さは、第１構成部８１ａ及び第２構成部８１ｂ全体の厚さよりも小さい
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。また、音孔８１ｅの断面積は、収音面１７ａの面積よりも小さい。従って、第２構成部
８１ｂは、収音面１７ａを被覆する被覆部として機能する。そして、第３構成部８１ｃは
、第２構成部８１ｂから連続形成されて音孔８１ｅを構成するように管状に延長された管
状部として機能する。
【００７７】
　フレーム４４には、第２端部３ｄ側（図８の紙面右側）に、ホルダ８１の第２構成部８
１ｂが嵌合する切り欠き部４４ｅ（図３及び図４も参照。第２の空所の一例）が形成され
ている。そして、上述のように取付部４３ｆは本体部４３ｅに対して折り曲げられ、ホル
ダ８１の第２構成部８１ｂは切り欠き部４４ｅに圧入される。
【００７８】
　この際、第１構成部８１ａの天面は、フレーム４４の第２実装部４３ａ側の面（図８の
紙面下方側の面）に当接する。また、係合突部８１ｇ（図７）は、フレーム４４の縁部に
おいて、フレーム４４の第１実装部４３ｂ側の面（図８の紙面上方側の面）に係合する（
図６（ｂ）参照）。さらに、フレーム４４の第２実装部４３ａ側の面（図８の紙面下方側
の面）には、係合孔部８１ｆに嵌合する形状（本実施形態ではＴ字）の係合突部４４ｇが
形成されており、係合突部４４ｇが係合孔部８１ｆに圧入される。なお、フレーム４４の
第１実装部４３ｂ側の面には、係合突部８１ｇの厚さと略同等の深さを有する凹部４４ｊ
（図６（ｂ）参照）が形成されている。
【００７９】
　このようにして、ホルダ８１はフレーム４４に対して固定される。ひいては、マイクロ
フォン１７は、収音面１７ａを正面３ａ側（図８の紙面上方側）に向けてフレーム４４に
対して固定される。なお、切り欠き部４４ｅ及び第２構成部８１ｂも本発明の被係合部及
び係合部の一例である。
【００８０】
　第２構成部８１ｂの厚さは、フレーム４４のうち、ＦＰＣ４３が実装される側の厚さと
同等に設定されている。また、上述のように、フレーム４４の図８の紙面下方側の面にお
いては第１構成部８１ａが当接し、フレーム４４の図８の紙面上方側の面においては、係
合突部８１ｇの厚さと同じ深さの凹部４４ｊが形成されている。従って、図８において点
線Ｓｆで示すように、フレーム４４の第１実装部４３ｂが積層される面と、第２構成部８
１ｂの天面とは面一になっている。そして、第１実装部４３ｂのフレーム４４側の面は、
第２構成部８１ｂの天面と当接している。すなわち、第１実装部４３ｂの一部は、第２構
成部８１ｂの天面に配置されている。第１実装部４３ｂのうち第２構成部８１ｂの天面上
の部分には、図４に示すように、ＬＥＤ６１や抵抗体６３が設けられている。
【００８１】
　第１実装部４３ｂには、第２端部３ｄ側（図８の紙面右側）の縁部に、切り欠き部４３
ｇ（図６（ａ）も参照、第１の空所の一例）が形成されている。キーシート７５には、第
２端部３ｄ側の縁部に、切り欠き部４３ｇと対向する切り欠き部７５ｇ（図５も参照、第
３の空所の一例）が形成されている。骨部材７３には、第２端部３ｄ側の縁部に、切り欠
き部４３ｇと対向する切り欠き部７３ｇ（図５も参照）が形成されている。ホルダ８１の
第３構成部８１ｃは、切り欠き部４３ｇ、切り欠き部７５ｇ及び切り欠き部７３ｇに図８
の紙面左側の部分が嵌合している。換言すれば、第３構成部８１ｃの一部は、切り欠き部
４３ｇ、切り欠き部７５ｇ及び切り欠き部７３ｇに収まっている。
【００８２】
　ホルダ８１の第２端部３ｄ側（図８の紙面右側）には、連結部材７７が位置している。
連結部材７７は、キートップ７１側（図８の紙面右側）に、携帯電話機１の正面３ａの一
部を構成する端部被覆部７７ａを有している。端部被覆部７７ａは、ホルダ８１の第３構
成部８１ｃを覆っている。端部被覆部７７ａには、収音口１９が形成されている。収音口
１９は、ホルダ８１の音孔８１ｅと連通している。従って、収音口１９から入力された音
響は、音孔８１ｅを通過してマイクロフォン１７の収音面１７ａに入力される。なお、収
音口１９及び音孔８１ｅは、マイクロフォン１７の音道を構成している。
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【００８３】
　図９は、マイクロフォン１７と、第１実装部４３ｂ及び第２実装部４３ａとの位置関係
を示すために、ホルダ８１等を省略して示す図である。図９（ａ）は、第１実装部４３ｂ
側から見た平面図である。図９（ｂ）は、第２実装部４３ａ側から見た斜視図である。
【００８４】
　マイクロフォン１７は、一部が第１実装部４３ｂに重なり、他の部分は第１実装部４３
ｂの切り欠き部４３ｇを介して第１実装部４３ｂの縁部から露出している。マイクロフォ
ン１７は、例えば、半分程度が第１実装部４３ｂに重なっている。
【００８５】
　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。
【００８６】
　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。
【００８７】
　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。
【００８８】
　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。
【００８９】
　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
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
。
【００９０】
　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。
【００９１】
　以上の実施形態によれば、第２実装部４３ａは、第１実装部４３ｂの第１実装面４３ｄ
ｂの背面側において、第１実装部４３ｂとは反対側に第２実装面４３ｄａを向けて配置さ
れる本体部４３ｅと、本体部４３ｅに対して折り曲げられて、第１実装部４３ｂ側に第２
実装面４３ｄａを向けて配置される取付部４３ｆとを有し、マイクロフォン１７は、第１
実装部４３ｂに形成された切り欠き部４３ｇに面する収音面１７ａを有し、第２実装部４
３ａの取付部４３ｆの第２実装面４３ｄａに設けられているから、スイッチ５５が設けら
れる第１実装面４３ｄｂの背後側にマイクロフォン１７を配置することができ、筐体の小
型化が可能である。しかも、基本的には第１実装面４３ｄｂの背後側を向き、種々の電子
部品を配置可能な第２実装面４３ｄａを有する第２実装部４３ｂのフレキシビリティを利
用して、一端に収音面１７ａ、他端に端子部１７ｂを有する構成のマイクロフォン１７を
、収音面を第１実装面４３ｄが向く方向（図１の正面３ａが向く方向）に向けつつ、端子
部１７ｂをＦＰＣ４３に接続しているから、第１実装面４３ｄｂの背後側にマイクロフォ
ン１７を設けたことによる部品点数の増加、例えば、マイクロフォンと基板とを接続する
リード線の追加等を招くこともない。
【００９２】
　一方の面に第１実装部４３ｂが第１実装面４３ｄｂの背面を対向させて積層され、他方
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の面に第２実装部４３ａの本体部４３ｅが第２実装面４３ｄａの背面を対向させて積層さ
れ、その積層方向にみてマイクロフォン１７と重なる位置に切り欠き部４４ｅが形成され
たフレーム４４を有することから、第２実装部４３ａがフレキシビリティを有していても
、筐体の強度を確保することができる。また、第１実装部４３ｂをフレキシブル基板によ
り構成したり、さらには、第１実装部４３ｂ及び第２実装部４３ａを一のフレキシブル基
板により構成することが可能となる。
【００９３】
　マイクロフォン１７を保持するホルダ８１は、フレーム４４に係合して固定される係合
孔部８１ｆや係合突部８１ｇ等と、マイクロフォン１７の音道の少なくとも一部を構成す
る音孔８１ｅが形成された第２構成部８１ｂ及び第３構成部８１ｃ（音道部の一例）とを
有するから、ホルダ８１がマイクロフォン１７の固定及び音道の形成を兼ねている。そし
て、音孔８１ｅは、マイクロフォン１７の収音面１７ａの面積よりも断面積が小さいから
、マイクロフォン１７と第１実装部４３ｂとを並列に配置した場合に比較して、第１実装
部４３ｂに並列に確保されなければならない面積を小さくしつつ、第１実装面４３ｄａ側
からマイクロフォン１７へ収音可能である。以上のように、部品点数の削減及び筐体の小
型化が図られる。
【００９４】
　ホルダ８１は、弾性部材であり、マイクロフォン１７は、ホルダ８１に形成された孔部
に圧入されてホルダ８１に固定され、また、ホルダ８１の係合孔部８１ｆにフレーム４４
の係合突部４４ｇが圧入されたり、ホルダ８１の第２構成部８１ｂが切り欠き部４４ｅに
圧入される等により、ホルダ８１がフレーム４４に固定されることから、ネジ等の部品点
数の増加を招くことなく、簡単且つ確実にマイクロフォン１７をフレーム４４に固定する
ことができる。しかも、マイクロフォン１７が弾性部材に圧入されていることから、ホル
ダ８１によりマイクロフォン１７の収音面１７ａが密閉され、ひいては、音道の密閉性が
高まり、効率的に収音可能である。さらに、ホルダ８１が弾性部材により構成されている
ことにより、ホルダ８１の振動がホルダ８１により吸収され、不必要な振動がフレーム４
４等に伝達されることも抑制される。
【００９５】
　ホルダ８１の第２構成部８１ｂは、収音面１７ａの一部を覆い、天面がフレーム４４の
，第１実装部４３ｂが積層される面と面一になるように形成され、当該天面上に第１実装
部４３ｂの一部が位置し、第３構成部８１ｃは、第２構成部８１ｂの天面から第１実装部
４３ｂの第１実装面４３ｄｂよりも第１実装面４３ｄｂの向く方向へ延び、内部に音孔８
１ｅが形成されているから、第１実装面４３ｄｂの向く方向へ連通する音孔８１ｅを確保
しつつ、第１実装部４３ｂとマイクロフォン１７とを無理なく重ねることが可能となる。
その結果、筐体内のスペースが有効利用され、筐体の小型化が図られる。
【００９６】
　第１実装面４３ｄｂ上の複数のスイッチ５５に被せられ、フレーム４４の切り欠き部４
４ｅに対向する切り欠き部７５ｇが形成されたキーシート７５を有し、第３構成部８１ｃ
は、キーシート７５の切り欠き部７５ｇまで延びていることから、ホルダ８１により、マ
イクロフォン１７からキーシート７５まで音孔８１ｅが確保される。従って、音道の長い
範囲に亘って密閉性が確保され、小さい断面積の音道であっても、確実に収音することが
できる。
【００９７】
　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。
【００９８】
　本発明が適用される携帯電子機器は、携帯電話機に限定されない。例えば、電子機器は
、ノートパソコン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、デジタルカメラ、ゲーム機であってもよい。
【００９９】
　電気音響変換部は、電気信号から音響への変換、及び、音響から電気信号への変換の少
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なくともいずれか一つを行うものであればよい。従って、電気音響変換部は、マイクロフ
ォンに限定されない。例えば、電気音響変換部は、スピーカであってもよい。
【０１００】
　電気音響変換部の音響部は、音響の出力又は音響の入力が行われる部分であればよい。
従って、音響部は、マイクロフォンにおける、音響が入力される収音面（収音部）に限定
されない。例えば、音響部は、スピーカにおける、音響が出力される放音面（放音部）で
あってもよい。音響部の面積は、例えば、電気音響変換部の筐体における、振動板に対向
する開口の面積により特定可能である。
【０１０１】
　複数のスイッチが設けられる第１実装面を有する第１基板は、フレキシブル基板に限定
されない。例えば、硬質の樹脂をベースとした回路基板であってもよい。
【０１０２】
　フレームは、本発明の必須要件ではない。例えば、上述のように、第１基板が硬質の樹
脂をベースとした回路基板である場合に、第１基板の第１実装面の背面に直接的に第２基
板を積層してもよい。
【０１０３】
　電気音響変換部の固定は、ホルダによるもの、ホルダの係合部によるもの、弾性材料に
より構成されたホルダにおける圧入を利用するものに限定されない。例えば、電気音響変
換部は、ネジ、接着剤、両面テープ等の適宜な固定部材を利用して固定されてもよい。
【０１０４】
　第１基板の第１の空所（実施形態では切り欠き部４３ｇを例示）、フレーム４４の第２
の空所（実施形態では切り欠き部４４ｅを例示）、キーシートの第３の空所（実施形態で
は切り欠き部７５ｇを例示）は、本発明の必須要件ではない。例えば、電気音響変換部の
音響部が、これらの部材の縁部に向くように配置されていても、音道は確保可能であるし
、第１の基板と電気音響変換部とを隣接、更には、重ねて、筐体の小型化を図ることがで
きる。
【０１０５】
　また、上述した第１の空所、第２の空所、第３の空所は、切り欠き部に限られず、開口
であってもよい。この場合、第１基板の中央に電気音響変換部を配置したり、複数のスイ
ッチ間に音道を確保することができる。
【０１０６】
　電気音響変換部の音道のうち、筐体外部と連通される部分は、実施形態のように筐体表
面を構成する筐体に形成された孔部により構成されるものに限定されない。
【０１０７】
　図１１は、放音口の変形性を示す、実施形態の図８に対応する断面図である。
【０１０８】
　この変形例では、キートップ７１と、筐体１０３との隙間１０４により、マイクロフォ
ン１７の音道のうち、筐体１０３外部に連通する部分が形成されている。このような構成
にすることにより、キートップ７１と筐体の外縁との距離を一層短くし、筐体１０３の小
型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【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１の携帯電話機のマイクロフォン周辺を拡大して示す図。
【図７】図１の携帯電話機のマイクロフォンを保持するホルダを示す斜視図。
【図８】図１のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線における断面図。
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【図９】図１の携帯電話機のマイクロフォンの配置位置を説明する図。
【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】放音口の変形例を示す断面図。
【図１２】図１の携帯電話機のＦＰＣの展開図。
【符号の説明】
【０１１０】
１…携帯電話機（携帯電子機器）、１７…マイクロフォン、１７ａ…収音面（音響部）、
４３ａ…第２実装部（第２基板）、４３ｂ…第１実装部（第１基板）、４３ｄａ…第２実
装面、４３ｄｂ…第１実装面、４３ｅ…本体部、４３ｆ…取付部、５５…スイッチ。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】
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