
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の筐体と、第１の筐体に枢支されて第１の筐体の前面を開閉する第２の筐体と、第１
、第２の筐体のいずれか一方に設けられる送話用マイクと、第１、第２の筐体の少なくと
も一方に前記送話用マイクに向けて設けられる集音用穴と、第２の筐体を閉じた際に前記
集音用穴の周囲を覆うとともに第１の筐体と第２の筐体との隙間を埋める弾性部材とを備
えたことを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
前記弾性部材を第１の筐体または第２の筐体と一体成形したことを特徴とする請求項１に
記載の携帯電話機。
【請求項３】
前記弾性部材の表面に突起を設けたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の携
帯電話機。
【請求項４】
前記弾性部材を第１、第２の筐体の両方に設けたことを特徴とする請求項１乃至請求項３
のいずれかに記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯電話機に関し、特に携帯電話機の送話部の筐体構造に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
従来の携帯電話機は、例えば、特開平９－２５２３４０号公報に開示されている。同公報
によると、携帯電話機の本体筐体を開閉するフリップ部に送話用マイクが保持されている
。そして、フリップ部を伝わる受話部等からの音声の共鳴による雑音を送話用マイクを覆
うゴム等のマイクホルダーにより防止するようになっている。
【０００３】
図２４及び図２５は、従来の種携帯電話機のフリップ部を開いた状態と閉じた状態を示し
ている。これらの図に示すように、携帯電話機は受話部３、表示部４、操作キー１３ａを
有する第１操作部５ａ、操作キー１３ｂを有する第２操作部５ｂ及びアンテナ部７が設け
られた本体筐体６を備えている。また、第２操作部５ｂを覆うように本体筐体６の一端部
に枢支軸１１で回動可能に枢支されたフリップ部１２を有している。フリップ部１２には
内蔵された送話用マイク（不図示）により送話部１が構成されている。
【０００４】
第２操作部５ｂを使用するときには、フリップ部１２を回動して開き、第２操作部５ｂに
配置された操作キー１３ｂを操作して入力操作等が行われる。そして、フリップ部１２の
内面に設けられた集音用穴８ｂを通して送話用マイクにより送話が行われる。一方、第２
操作部５ｂを使用しない場合には、フリップ部１２を回動させて折り畳む。そして、フリ
ップ部１２の外面に設けられた集音用穴８ａを通して送話用マイクにより送話が行われる
ようになっている。
【０００５】
図２６は、図２５におけるＡ－Ａ断面図である。本体筐体６及びフリップ部１２は硬質樹
脂で形成されており、フリップ部１２は外板１２ａと内板１２ｂとにより内部に空間が形
成されている。本体筐体６の内部には操作キー１３ｂに対応するキー接点１４、回路部品
１６を含んだ演算回路基板１５、電池１７が内設されている。
【０００６】
送話用マイク１ａはゴム等から成るマイクホルダー１ｂに挿入され、マイクホルダー１ｂ
は内板１２ｂに形成されたマイクホルダー保持用リブ１０ａに圧入されている。これによ
り、フリップ部１２を伝わって共鳴する雑音が送話用マイク１ａに集音されることを防止
するようになっている。
【０００７】
図２７は、他の従来例の携帯電話の断面図を示しており、送話用マイク１ａが本体筐体６
に内蔵されている。フリップ部１２が開かれた際は、本体筐体６に設けられた集音用穴８
ｄを通して送話が行われ、フリップ部１２が閉じられた際は、フリップ部１２に設けられ
た集音用穴８ｃ及び集音用穴８ｄを通して送話が行われるようになっている。
【０００８】
そして、本体筐体６とフリップ部１２との間の隙間から不要な音が送話用マイク１ａに入
り込むのを防止するために、フリップ部１２の集音用穴８ｃの外周を覆うようにフリップ
部１２の内面にノイズ遮蔽用の環状リブ２４を形成している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
図２６に示す従来の携帯電話機は、マイクホルダー１ｂにより受話部３等からフリップ部
１２を伝わって共鳴する雑音の防止が可能である。しかし、本体筐体６を伝わって共鳴す
る雑音が集音用穴８ｂを介して送話用マイク１ａに集音されることを防止することができ
ない。
【００１０】
同様に、図２７に示す従来の携帯電話機は、マイクホルダー１ｂにより受話部３等から本
体筐体６を伝わって共鳴する雑音の防止が可能である。しかし、フリップ部１２を伝わっ
て共鳴する雑音が集音用穴８ｄを介して送話用マイク１ａへ集音されることを防止するこ
とができない。
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【００１１】
また、本体筐体６及びフリップ部１２が硬質樹脂で成形されているため、部品の寸法精度
や組み立てのバラツキにより、本体筐体６とフリップ部１２との間に不要な隙間が生じる
場合がある。この隙間が生じると、受話部３等からの音がその隙間を通って送話用マイク
１ａへ集音される問題がある。
【００１２】
前述の図２７に示す従来の携帯電話機は、本体筐体６とフリップ部１２との隙間を伝わる
雑音を環状リブ２４により遮蔽している。しかし、フリップ部１２と同じ硬質樹脂で形成
されているため遮蔽が充分でなく、送話感度が低い問題があった。これらの問題は、フリ
ップ部１２を有する携帯電話だけでなく、本体筐体を２つに折り畳むような携帯電話にお
いても同様に生じる。
【００１３】
本発明は、フリップ部を閉じた状態や本体筐体を折り畳んだ状態での送話用マイクへの雑
音を防止することのできる携帯電話機を提供することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、第１の筐体と、第１の筐体に枢
支されて第１の筐体の前面を開閉する第２の筐体と、第１、第２の筐体のいずれか一方に
設けられる送話用マイクと、第１、第２の筐体の少なくとも一方に前記送話用マイクに向
けて設けられる集音用穴と、第２の筐体を閉じた際に前記集音用穴の周囲を覆うとともに
第１の筐体と第２の筐体との隙間を埋める弾性部材とを備えたことを特徴としている。
【００１５】
この構成によると、第２の筐体を閉じると、集音用穴の周囲が弾性部材により覆われて、
その閉じる力により弾性部材は第１の筐体と第２の筐体とに密着する。
【００１６】
また請求項２に記載された発明は、請求項１に記載の携帯電話において、前記弾性部材を
第１の筐体または第２の筐体と一体成形したことを特徴としている。
【００１７】
また請求項３に記載された発明は、請求項１または請求項２に記載された携帯電話機にお
いて、前記弾性部材の表面に複数の突起を設けたことを特徴としている。
【００１８】
また請求項４に記載された発明は、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載された携帯電
話機において、前記弾性部材を第１、第２の筐体の両方に設けたことを特徴としている。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施形態を図を参照して説明する。説明の便宜上、従来例の図２４乃至図２７と
同一の部分については同一の符号を付している。図１、図２は本発明の第１実施形態の携
帯電話機のフリップ部を開いた状態と閉じた状態を示す斜視図である。
【００２０】
携帯電話機は受話部３、表示部４、操作キー１３ａを有する第１操作部５ａ、操作キー１
３ｂを有する第２操作部５ｂ及びアンテナ部７が設けられた本体筐体６（第１の筐体）を
備えている。また、第２操作部５ｂを覆うように本体筐体６の一端部に枢支軸１１で回動
可能に枢支されたフリップ部１２（第２の筐体）を有している。フリップ部１２には内蔵
された送話用マイク（不図示）により送話部１が構成されている。
【００２１】
図３は、図２のＢ－Ｂ断面図である。本体筐体６は硬質樹脂で形成された上筐体６ａと下
筐体６ｂにより箱状に構成されている。上筐体６ａには操作キー１３ｂと、これに対応す
るキー接点１４、回路部品１６を含んだ演算回路基板１５が内設されている。一方、下筐
体６ｂには電池１７が収納されている。
【００２２】
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フリップ部１２は内部に空間を有するように外板１２ａ及び内板１２ｂを重ね合わせた構
造になっており、一端部に形成したヒンジ部１２ｃに挿通される枢支軸１１により本体筐
体６の一端部に回動可能に結合されている。送話用マイク１ａは、送話用マイク接続用ケ
ーブル１９により、ヒンジ部１２ｃを経由して本体筐体６内の演算回路基板１５に電気的
に接続されている。
【００２３】
送話用マイク１ａはゴム等から成るマイクホルダー１ｂに挿入されている。マイクホルダ
ー１ｂはフリップ部１２に設けられたマイクホルダー保持用リブ１０ａに圧入されている
。これにより、受話部３（図２参照）等からフリップ部１２を伝わって共鳴する雑音が送
話用マイク１ａに集音されないようになっている。
【００２４】
フリップ部１２には、送話用マイク１ａに送話音を集音するための集音用穴８ａ、８ｂが
夫々開口されている。フリップ部１２の内板１２ｂの表面には２色成形によりゴム等の弾
性を有する材料から成る弾性部材２ｂが一体成形されている。弾性部材２ａは前述の図１
に示すように集音用穴８ｂの周囲を包囲するように馬蹄形を成している。弾性部材２ａは
接着剤、粘着剤或いは粘着テープ等によりフリップ部１２の内板１２ｂに固着してもよい
。
【００２５】
このような携帯電話は、第２操作部５ｂを使用するときには、フリップ部１２を回動して
開き、第２操作部５ｂに配置された操作キー１３ｂを操作して入力操作等が行われる。そ
して、フリップ部１２の内面に設けられた集音用穴８ｂを通して送話用マイク１ａにより
送話が行われる。
【００２６】
一方、第２操作部５ｂを使用しない場合には、フリップ部１２を回動させて折り畳む。そ
して、フリップ部１２の外面に設けられた集音用穴８ａを通して送話用マイク１ａにより
送話が行われるようになっている。この時、フリップ部１２を閉じる力により、フリップ
部１２の内面に形成した弾性部材２ａが本体筐体６の表面に圧接される。
【００２７】
これにより、受話部３等から本体筐体６を伝わって共鳴する雑音、及び本体筐体６とフリ
ップ部１２との隙間を伝わる雑音は、集音用穴８ｂの周囲で弾性部材２ａにより吸収され
る。従って、これらの雑音が集音用穴８ｂから送話用マイク１ａに集音されることを防止
することができ、良好な送話感度を得ることができる。弾性部材２ａは天然ゴムや合成ゴ
ム等のゴム状弾性を有する材料を使用することができ、軟質樹脂等をスポンジ状に形成し
てもよい。
【００２８】
図４、図５は本発明の第２実施形態の携帯電話機のフリップ部１２を開いた状態を示す斜
視図及び要部断面図である。本実施形態では、第１実施形態においてフリップ部１２に設
けた弾性部材２ｂを本体筐体６の送話用マイク１ａに対向する位置に形成している。その
他の構成は第１実施形態と同一である。
【００２９】
弾性部材２ｂは上記と同様に２色成形や接着等により形成することができ、これにより第
１実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本体筐体６の表面に弾性部材２ｂを
形成することにより、送話用マイク１ａを収納する内板１２ｂの成形加工の自由度を向上
させることができる。
【００３０】
図６、図７は本発明の第３実施形態の携帯電話機のフリップ部１２を開いた状態を示す斜
視図及び要部断面図である。本実施形態は、第１実施形態と同様にフリップ部１２に馬蹄
形の弾性部材２ａを設けるとともに、本体筐体６の送話用マイク１ａに対向する位置に弾
性部材２ｃを２色成形により一体成形している。その他の構成は第１実施形態と同一であ
る。
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【００３１】
従って、本実施形態は、第１、第２実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本
体筐体６の表面とフリップ部１２の両方に形成した弾性部材２ａ、２ｃを対向させて形成
することにより、本体筐体６とフリップ部１２の間の隙間を確実に埋めて密着させること
ができ、より良好な送話感度を得ることが可能となる。
【００３２】
図８、図９は本発明の第４実施形態の携帯電話機のフリップ部１２を開いた状態を示す斜
視図及び要部断面図である。本実施形態は、本体筐体６に送話用マイク１ａが内蔵されて
送話部１が構成されている。本体筐体６の上筐体６ａの内側にはマイクホルダー保持用リ
ブ１０ｂが形成されている。送話用マイク１ａはマイクホルダー１ｂを介して、マイクホ
ルダー保持用リブ１０ｂに圧入されている。
【００３３】
本体筐体６の上筐体６ａには送話用マイク１ａに対向して集音用穴８ｄを開口している。
上筐体１ａの表面には集音用穴８ｄの周囲を包囲するように環状の弾性部材２ｄが２色成
形により一体成形されている。弾性部材２ｄは上記各実施形態と同様の弾性を有する材料
から成っている。
【００３４】
一方、フリップ部１２は、ヒンジ部１２ｃにおいて枢支軸１１により本体筐体６の一端部
に回動可能に枢支された１枚の板材から構成されている。集音用穴８ｄに対向する位置に
集音用穴８ｄよりやや大径の集音用穴８ｃを開口している。集音用穴８ｃを通して送話音
の集音が行われるようになっている。
【００３５】
このような携帯電話は、第２操作部５ｂを使用するときには、フリップ部１２を回動して
開き、第２操作部５ｂに配置された操作キー１３ｂを操作して入力操作等が行われる。そ
して、本体筐体６の表面に設けられた集音用穴８ｄを通して送話用マイク１ａにより送話
が行われる。
【００３６】
一方、第２操作部５ｂを使用しない場合には、フリップ部１２を回動させて折り畳む。そ
して、フリップ部１２に設けられた集音用穴８ｃを通して送話用マイク１ａにより送話が
行われるようになっている。この時、フリップ部１２を閉じる力により、送話部１に形成
した弾性部材２ｄがフリップ部１２に圧接される。
【００３７】
これにより、受話部３等からフリップ部１２を伝わって共鳴する雑音、及び本体筐体６と
フリップ部１２との隙間を伝わる雑音は、集音用穴８ｄの周囲で弾性部材２ｄにより吸収
される。従って、これらの雑音が集音用穴８ｄから送話用マイク１ａに集音されることを
防止することができ、良好な送話感度を得ることができる。上記と同様に、弾性部材２ｄ
は天然ゴムや合成ゴム等のゴム状弾性を有する材料を使用することができ、軟質樹脂等を
スポンジ状に形成してもよい。
【００３８】
図１０、図１１は本発明の第５実施形態の携帯電話機のフリップ部１２を開いた状態を示
す斜視図及び要部断面図である。本実施形態では、第４実施形態と同様の弾性部材２ｅを
フリップ部１２の内面の送話用マイク１ａに対向する位置に設けている。その他の構成は
第４実施形態と同一である。従って、第４実施形態と同様の効果を得ることができる。ま
た、フリップ部１２に弾性部材２ｅを形成したことにより、本体筐体６の成形加工の自由
度を向上させることができる。
【００３９】
図１２、図１３は本発明の第６実施形態の携帯電話機のフリップ部１２を開いた状態を示
す斜視図及び要部断面図である。本実施形態では、第４実施形態と同様の環状の弾性部材
２ｆを本体筐体６に設けるとともに、フリップ部１２の送話用マイク１ａに対向する位置
に弾性部材２ｅを２色成形により一体成形している。その他の構成は第４実施形態と同一
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である。
【００４０】
従って、第４、第５実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本体筐体６の表面
とフリップ部１２の両方に形成した弾性部材２ｆ、２ｅを対向させて形成することにより
、本体筐体６とフリップ部１２の間の隙間を確実に埋めて密着させることができ、より良
好な送話感度を得ることが可能となる。
【００４１】
図１４、図１５は第７実施形態の携帯電話機の補助筐体を開いた状態を示す斜視図及び補
助筐体を閉じた状態を示す斜視図である。また、図１６は図１５におけるＣ－Ｃ断面図で
ある。携帯電話機の本体筐体６（第１の筐体）は、その外面に受話部３、第１表示部４ａ
及び第２表示部４ｂ、操作キー１３ａを有する第１操作部５ａ及びアンテナ部７を備えて
いる。
【００４２】
本体筐体６は、上筐体６ａ及び下筐体６ｂにより箱体に構成されている。下筐体６ｂの内
部には電池１７を備えている。上筐体６ａの内部には操作キー１３ａに対峙するキー接点
１４ａ、回路部品１６ａを含んだ演算回路基板１５ａ、第２表示部４ｂを形成している表
示透明板２１及び表示素子２２を備えている。
【００４３】
一方、補助筐体９（第２の筐体）は内部に空間を有するように内板９ａ及び外板９ｂを重
ね合わせた構造になっている。補助筐体９は一端部に形成したヒンジ部９ｃに挿通される
枢支軸１１により本体筐体６の一端部に回動可能に結合されている。補助筐体９の外板９
ｂの内面には操作キー１３ｂを有する第２操作部５ｂが形成されている。
【００４４】
また補助筐体９の内部には、操作キー１３ｂに対峙するキー接点１４ｂと、キー接点１４
ｂに接続される回路部品１６ｂを含んだ演算回路基板１５ｂを備えている。更に、補助筐
体９の内部にはマイクホルダー保持用リブ１０ｃが形成されている。送話用マイク１ａは
マイクホルダー１ｂを介してマイクホルダー保持用リブ１０ｃに圧入されている。これに
より、補助筐体９を伝わって共鳴する雑音が送話用マイク１ａに集音されないようになっ
ている。
【００４５】
補助筐体９の内板９ａには、送話用マイク１ａに送話音を集音する集音用穴８ｅが開口さ
れている。内板９ａの表面には集音用穴８ｅを覆う馬蹄形の弾性部材２ｈが２色成形によ
り補助筐体９と一体成形されている。弾性部材２ｈは、第１実施形態と同様に、天然ゴム
や合成ゴム等のゴム状弾性を有する材料を使用することができ、軟質樹脂等をスポンジ状
に形成してもよい。また、接着剤、粘着剤或いは粘着テープ等により補助筐体９の内板９
ａの表面に固着してもよい。
【００４６】
このような携帯電話は、第２操作部５ｂを使用するときには、補助筐体９を回動して開き
、第２操作部５ｂに配置された操作キー１３ｂを操作して入力操作等が行われる。そして
、補助筐体９の内面に設けられた集音用穴８ｅを通して送話用マイク１ａにより送話が行
われる。
【００４７】
一方、第２操作部５ｂを使用しない場合には、補助筐体９を回動させて折り畳む。そして
、補助筐体９の外面に設けられた集音用穴８ｆを通して送話用マイクに１ａより送話が行
われるようになっている。この時、補助筐体９を閉じる力により、補助筐体９の送話部１
に形成した弾性部材２ｈが本体筐体６の表面に圧接される。
【００４８】
これにより、受話部３等から本体筐体６を伝わって共鳴する雑音、及び本体筐体６と補助
筐体９との隙間を伝わる雑音は、集音用穴８ｅの周囲で弾性部材２ｈにより吸収される。
従って、これらの雑音が集音用穴８ｅから送話用マイク１ａに集音されることを防止する
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ことができ、良好な送話感度を得ることができる。
【００４９】
図１７、図１８は第８実施形態の携帯電話機の補助筐体９を開いた状態を示す斜視図及び
補助筐体９を閉じた状態の要部断面図である。本実施形態は、第７実施形態に対して弾性
部材２ｉを本体筐体６の送話用マイク１ａに対向する位置に設けた点で異なるのみであり
、その他の構成は第７実施形態と同一である。従って、第７実施形態と同様の効果を得る
ことができる。
【００５０】
図１９、図２０は第９実施形態の携帯電話機の補助筐体９を開いた状態を示す斜視図及び
補助筐体９を閉じた状態の要部断面図である。本実施形態は、第７実施形態と同様に、補
助筐体９に弾性部材２ｈを設けるとともに、弾性部材２ｇを本体筐体６の送話用マイク１
ａに対向する位置に設けている。その他の構成は第７実施形態と同一である。
【００５１】
従って、第７実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本体筐体６の表面と補助
筐体９の両方に形成した弾性部材２ｇ、２ｈを対向させて形成することにより、本体筐体
６と補助筐体９の間の隙間を確実に埋めて密着させることができ、より良好な送話感度を
得ることが可能となる。また、送話マイク１ａを本体筐体６に内蔵した際も同様に弾性部
材を配することで同様の効果を得ることができる。
【００５２】
図２１は第１０実施形態の携帯電話機の要部断面図である。本実施形態は、第１実施形態
の弾性部材２ａの下面に突起２３を設けている。図２２は第１１実施形態の携帯電話機の
要部断面図である。本実施形態は、第２実施形態の弾性部材２ｂの上面に突起２３を設け
ている。図２３は第１２実施形態の携帯電話機の要部断面図である。本実施形態は、第３
実施形態の弾性部材２ａの下面に突起２３を設けている。
【００５３】
第１０乃至第１２実施形態において、弾性部材に突起２３を設けているので、フリップ部
１２を閉じると、その力が突起２３に集中的に加わる。このため、突起２３が確実に対面
する本体筐体６またはフリップ部１２に密着される。従って、より効果的に送話用マイク
１ａへの雑音を遮蔽し、良好な送話感度を得ることができる。また、第７乃至第９実施形
態のように、第２操作部５ｂを有する補助筐体９を開閉する場合においても弾性部材に突
起２３を設けることで、同様の効果を得ることができる。
【００５４】
【発明の効果】
請求項１の発明によると、第２の筐体を閉じた状態で送話する場合に、第２の筐体を閉じ
る力によって弾性部材が第１、第２の筐体に圧接される。このため、受話部等から第１の
筐体または第２の筐体を伝わって共鳴する雑音、及び第１、第２筐体の隙間を伝わる雑音
は、集音用穴の周囲で弾性部材により吸収される。従って、これらの雑音が集音用穴から
送話用マイクに集音されることを防止することができ、良好な送話感度を得ることができ
る。
【００５５】
請求項２の発明によると、部品点数を削減して、集音用穴から雑音が送話用マイクに集音
されることを防止する携帯電話を簡単に実現することができる。
【００５６】
請求項３の発明によると、突起により弾性部材が確実に対面する筐体に密着され、より効
果的に送話用マイクへの雑音を遮蔽し、良好な送話感度を得ることができる。
【００５７】
請求項４の発明によると、第１、第２の筐体の両方に形成した弾性部材を対向させて形成
することにより、第１の筐体と第２の筐体の間の隙間を確実に埋めて密着させることがで
き、より良好な送話感度を得ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の第１実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図２】本発明の第１実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す斜視図であ
る。
【図３】図２におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図４】本発明の第２実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図５】本発明の第２実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面図
である。
【図６】本発明の第３実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明の第３実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面図
である。
【図８】本発明の第４実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図９】本発明の第４実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面図
である。
【図１０】本発明の第５実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図で
ある。
【図１１】本発明の第５実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面
図である。
【図１２】本発明の第６実施形態の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図で
ある。
【図１３】本発明の第６実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面
図である。
【図１４】本発明の第７実施形態の携帯電話機の補助筐体を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図１５】本発明の第７実施形態の携帯電話機の補助筐体を閉じた状態を示す斜視図であ
る。
【図１６】図１５におけるＣ－Ｃ断面図である。
【図１７】本発明の第８実施形態の携帯電話機の補助筐体を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図１８】本発明の第８実施形態の携帯電話機の補助筐体を閉じた状態を示す要部断面図
である。
【図１９】本発明の第９実施形態の携帯電話機の補助筐体を開いた状態を示す斜視図であ
る。
【図２０】本発明の第９実施形態の携帯電話機の補助筐体を閉じた状態を示す要部断面図
である。
【図２１】本発明の第１０実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断
面図である。
【図２２】本発明の第１１実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断
面図である。
【図２３】本発明の第１２実施形態の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断
面図である。
【図２４】従来の携帯電話機のフリップ部を開いた状態を示す斜視図である。
【図２５】従来の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す斜視図である。
【図２６】図２５におけるＡ－Ａ断面図である。
【図２７】他の従来の携帯電話機のフリップ部を閉じた状態を示す要部断面図である。
【符号の説明】
１　　送話部
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１ａ　送話用マイク
１ｂ　マイクホルダー
２ａ～２ｉ　弾性部材
３　　受話部
４　　表示部
５ａ　第１の操作部
５ｂ　第２の操作部
６　　本体筐体
７　　アンテナ部
８ａ～８ｆ　集音用穴
９　　補助筐体
１０ａ～１０ｃ　マイクホルダー保持用リブ
１１　　枢支軸
１２　　フリップ部
１３ａ、１３ｂ　操作キー
１４　　キー接点
１５　　演算回路基板
１６　　回路部品
２３　　突起
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

(12) JP 3571575 B2 2004.9.29



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04M  1/02- 1/23
              H04R  1/00- 1/08
              H04R  1/12- 1/14
              H04R  1/42- 1/46

(13) JP 3571575 B2 2004.9.29


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

