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(57)【要約】
【課題】携帯電話機の筺体の両側の側面の音孔からのス
ピーカの音圧を高める。
【解決手段】携帯電話機のステレオスピーカ配置構造に
、画面表示部１０２が実装される筐体１０１の両端部の
各々に画面表示部に対して垂直方向で、かつ、筐体の側
面方向に複数の孔を形成し、音響を通す２つの音孔２０
４、２０５と、各音孔の内側に位置し、筐体の側面と一
定の傾角度で、筐体の正面に向くように配置され、各音
孔を介してステレオ音響を再生する２つのスピーカ１０
３、１０４とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯電話機のステレオスピーカ配置構造において、
　画面表示部が実装される筐体の両端部の各々に前記画面表示部に対して垂直方向で、か
つ、前記筐体の側面方向に形成される多孔性を有し、音響を通す音孔と、
　各前記音孔の内側に位置し、前記筐体の側面と一定の傾角度で、前記筐体の正面に向く
ように配置され、各前記音孔を介してステレオ音響を再生するスピーカとを備えることを
特徴とする、携帯電話機のステレオスピーカ配置構造。
【請求項２】
前記一定の傾角度は実質的に４５°であることを特徴とする、請求項１に記載の携帯電話
機のステレオスピーカ配置構造。
【請求項３】
前記画面表示部が縦画面の場合、一方の側の前記音孔及び前記スピーカと他方の側の前記
音孔及び前記スピーカが前記画面表示部を挟んで対向する位置にあることを特徴とする、
請求項１に記載の携帯電話機のステレオスピーカ配置構造。
【請求項４】
前記画面表示部が縦画面の表示、横画面の表示を行う場合、一方の前記音孔及び前記スピ
ーカと他方の前記音孔及び前記スピーカを前記画面表示部の対角上に設けることを特徴と
する、請求項１に記載の携帯電話機のステレオスピーカ配置構造。
【請求項５】
前記筐体の左右９０°回転に対して前記画面表示部が一方の横画面から他方の横画面に切
り替える場合、２つの前記スピーカの左右音源を相互に切り替えることを特徴とする、請
求項３に記載の携帯電話機のステレオスピーカ配置構造。
【請求項６】
携帯電話機のステレオスピーカ配置方法において、
　画面表示部が実装される筐体の両端部の各々に前記画面表示部に対して垂直方向で、か
つ、前記筐体の側面方向に多孔性を有する音孔を形成する工程と、
　各前記音孔の内側に、前記筐体の側面と一定の傾角度で、前記筐体の正面に向くように
各スピーカを配置し、各前記音孔を介してステレオ音響を再生させる工程とを備えること
を特徴とする、携帯電話機のステレオスピーカ配置方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示画面の両側にステレオスピーカが配置される携帯電話機のステレオスピー
カ配置構造に関する。特に、本発明は、ステレオスピーカの出力の音圧を高める携帯電話
機のステレオスピーカ配置構造及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１４は本発明の前提となる携帯電話機の概略外観図である。なお、全図を通して同一
の構成要素には同一の符号、番号を記す。本図に示すように、携帯電話機は上側筺体１０
１と下側筺体１０６からなり、上側筺体１０１には画面表示部１０２、レシーバ１０５、
スピーカ１０３、１０４が実装され、下側筺体１０５にはキー入力部１０７、マイクロフ
ォン１０８が実装されている。
【０００３】
　画面表示部１０２は動画等を再生し、レシーバ１０５は電話の受話部であり、スピーカ
１０３、１０４は画面表示部１０２で再生される動画等に対してステレオの音響を再生し
、キー入力部１０７は電話番号の入力、機能表示の操作等に使用され、マイクロフォン１
０８は電話の送話部である。
　スピーカ１０３、１０４は、画面表示部１０２の縦画面の状態に対して、左右に対向し
て並行に配列されている。
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【０００４】
　また、スピーカ１０３、１０４は上側筺体１０１の両側の側面に音孔を設け、スピーカ
１０４、１０３からの音圧はそれぞれ左右の方向１１０、１０９に向いている。よって、
縦画面で動画等の再生を行った場合、ステレオ効果が得られる。
　しかしながら、スピーカ１０３、１０４の音孔は側面に配置されており、直接視聴者の
方向に向いていないため、視聴者に対する音圧確保に厳しい方向になっているという問題
がある。
【０００５】
　このような携帯電話機のステレオスピーカに関連する従来技術は以下のものがある。
　従来、快適、高音質な音響再生が可能で、使用環境への高適応性、高利便性を有する携
帯端末装置を提供するため、携帯端末装置１の音響再生システムにおいて、携帯端末装置
に少なくとも２つの音響用スピーカが設けられ、前記少なくとも２つの音響用スピーカは
、同時に駆動され、互いの再生音響を補助し合うものがある（例えば、特許文献１参照）
。
【０００６】
　しかしながら、引用文献１では、２つの音響用スピーカのクロストークを削除するため
に互いに外向きとなるようにしているが、前述のように、本発明の前提となるステレオの
スピーカの音圧不足を改善するものではない。
　また、従来、スピーカの個数の増加を抑えて、表示画面の向きをいずれにしても、ステ
レオ音声を良好に聴取することができるようにするため、携帯電話機は、上ケースと下ケ
ースがヒンジ部で連結されて折り畳みが可能に構成され、上ケースには、矩形状の表示画
面が設けられており、この表示画面より上側の右端の領域にスピーカが、表示画面より下
側の左端の領域にスピーカが夫々設けられ、これらスピーカがステレオ音声再生用のスピ
ーカをなし、図示の縦向きの使用状態でのステレオ音声再生では、右側のスピーカからス
テレオの右チャンネルが、左側のスピーカから左チャンネルが夫々再生されるが、図示の
状態から左方向に倒した横向きの使用状態では、右側となるスピーカからステレオの右チ
ャンネルが、左側となるスピーカから左チャンネルが夫々再生されるものもある（例えば
、特許文献２参照）。
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献２では、表示画面の対角上で表示画面の上部、下部の正面
に左右スピーカが設けられ、正面からスピーカの音圧が十分に得られるが、本発明の前提
となるスピーカのように十分な設置スペースが取れず、正面からスピーカの音圧が得られ
ず、側面から音圧を得なければならない場合には上記特許文献２のようにスピーカの音圧
が得られない。
【０００８】
　また、従来、表示部筐体の正面に設けられた正面表示部または表示部筐体の背面に設け
られた背面表示部のいずれで表示している場合でも、最適なステレオ音声再生を行うため
、制御部は、上記開閉検出部の検出結果に基づいて正面表示部または背面表示部のどちら
で表示しているかを判断するとともに、傾きセンサの検出結果に基づいて表示画面の傾き
（向き）を判断し、そして、どちらに表示しているか、また、その表示画面の傾き（向き
）に応じて、右（Ｒ）成分、左（Ｌ）成分の音声をスピーカに振り分けて最適なステレオ
音声再生を行うものもある（例えば、特許文献３参照）。
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献３では、表示画面の対角上で表示画面の上部、下部の正面
に左右スピーカが設けられ、正面からスピーカの音圧が十分に得られるが、本発明の前提
となるスピーカのように十分な設置スペースが取れず、正面からスピーカの音圧が得られ
ず、側面から音圧を得なければならない場合には上記特許文献３のようにスピーカの音圧
が得られない。
【００１０】
　また、従来、表示部筐体が操作部筐体に対して如何なる角度で表示している場合であっ



(4) JP 2009-81743 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

ても、最適なステレオ音声再生を行うため、操作部筐体と表示部筐体とは、回転式ヒンジ
部にて結合され、該回転式ヒンジ部を回転軸中心として表示部筐体が回転する構造になっ
て、表示部筐体には、表示部の所定の位置に３個のスピーカが搭載され、携帯端末は、回
転式ヒンジ部の角度を検出し、表示部に表示している正立した表示映像に対して、最右側
に位置するスピーカと最左側に位置するスピーカとを特定し、そして、右音声を正立して
いる表示映像の右側から出力し、左音声を表示映像の左側から出力するものもある（例え
ば、特許文献４参照）。
【００１１】
　しかしながら、上記特許文献４では、表示部の周辺に３個のスピーカが搭載され、正面
からスピーカの音圧が得られるが、本発明の前提となるスピーカのように十分な設置スペ
ースが取れず、正面からスピーカの音圧が得られず、側面から音圧を得なければならない
場合には上記特許文献４のようにスピーカの音圧が得られない。
【００１２】
【特許文献１】特開２００２－１１１８１７号公報
【特許文献２】特開２００３－０７８６０１号公報
【特許文献３】特開２００６－１７４０７４号公報
【特許文献４】特開２００６－１７４２７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　したがって、本発明は上記問題点に鑑みて、携帯電話機の筺体の両側の側面の音孔から
のスピーカの音圧を高める携帯電話機のステレオスピーカ配置構造及び方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は前記問題点を解決するために、携帯電話機のステレオスピーカ配置構造におい
て、画面表示部が実装される筐体の両端部の各々に前記画面表示部に対して垂直方向で、
かつ、前記筐体の側面方向に形成される多孔性を有し、音響を通す音孔と、各前記音孔の
内側に位置し、前記筐体の側面と一定の傾角度で、前記筐体の正面に向くように配置され
、各前記音孔を介してステレオ音響を再生するスピーカとを備えることを特徴とする、携
帯電話機のステレオスピーカ配置構造を提供する。
　さらに、前記一定の傾角度は実質的に４５°である。
【００１５】
　さらに、前記画面表示部が縦画面の場合、一方の側の前記音孔及び前記スピーカと他方
の側の前記音孔及び前記スピーカが前記画面表示部を挟んで対向する位置にある。
　さらに、前記画面表示部が縦画面の表示、横画面の表示を行う場合、一方の前記音孔及
び前記スピーカと他方の前記音孔及び前記スピーカを前記画面表示部の対角上に設ける。
　さらに、前記筐体の左右９０°回転に対して前記画面表示部が一方の横画面から他方の
横画面に切り替える場合、２つの前記スピーカの左右音源を相互に切り替える。
【００１６】
　さらに、携帯電話機のステレオスピーカ配置方法において、画面表示部が実装される筐
体の両端部の各々に前記画面表示部に対して垂直方向で、かつ、前記筐体の側面方向に多
孔性を有する音孔を形成する工程と、各前記音孔の内側に、前記筐体の側面と一定の傾角
度で、前記筐体の正面に向くように各スピーカを配置し、各前記音孔を介してステレオ音
響を再生させる工程とを備えることを特徴とする、携帯電話機のステレオスピーカ配置方
法を提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、画面表示部が実装される筐体の両端部の各々に
画面表示部に対して垂直方向で、かつ、筐体の側面方向に複数の孔を有する２つの音孔を
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形成し、各音孔の内側に、筐体の側面と一定の傾角度で、筐体の正面に向くように２つの
スピーカを配置し、各音孔を介してステレオ音響を再生するようにしたので、スピーカの
配置を従来と比較して大きく変えずに、動画、テレビジョンの視聴者に対して、ステレオ
の音圧を高め、左右に広がる効果が得られる。
【００１８】
　さらに、縦画面、横画面の両方で音圧の高いステレオ効果を得ることができる。
　さらに、画面表示部の左右の９０°回転に対する縦画面から横画面、横画面から縦画面
の切り替えに対して、相互に２つのスピーカの切り替えが行われ、視聴者に対する左右音
源が変化しないようにできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は本発明に係る携帯電話機の概略外観を示す斜視図である。本図に示すように、図
１４と比較して、携帯電話機はスライド稼動機構により上側筺体１０１と下側筺体１０６
が重なるように収納でき、スピーカ１０３、１０４は上側筐体１０１で画面表示部１０２
が隣接する両側端に設けられ、後述するように視聴者に対して音圧を高める構造を有する
。
【００２０】
　図２は図１における携帯電話機の収納状態を示す図である。本図に示すように、図１の
携帯電話機の状態からスライドさせて収納した状態である。
　図３は図２の円２０１で示す部分を拡大表示したスピーカの音孔を示す携帯電話機の斜
視図である。本図に示すように、スピーカ１０４が設けられる上側筐体１０１の一方の側
端にはスピーカ１０４の音孔２０５が設けられ、同様に、上側筐体１０１の他方の側端に
はスピーカ１０３の音孔２０４（図示しない）が設けられる。
【００２１】
　側端に設けられるスピーカ１０４の音孔２０５は、画面表示部１０２に対して垂直方向
、つまり視聴者に向かう正面方向と、上側筐体１０１の側面で視聴者が画面表示部１０２
の縦画面で視聴する際に左を向く側面方向に複数の小さな孔の集合で形成される多孔性を
有し、スピーカ１０４からの音響を通す。同様に、側端に設けられるスピーカ１０３の音
孔２０４は画面表示部１０２に対して垂直方向、つまり視聴者に向かう正面方向と、上側
筐体１０１の側面で視聴者が画面表示部１０２の縦画面で視聴する際に右を向く側面方向
に複数の小さな孔の集合で形成される多孔性を有し、スピーカ１０３からの音響を通す。
【００２２】
　図４は図２の線ＡＡの断面図である。本図に示すように、上側筐体１０１には、図３で
説明したように、スピーカ１０３、１０４の音孔２０４、２０５が設けられ、音孔２０４
、２０５の内側にはスピーカ１０３、１０４がそれぞれ実装され、スピーカ１０３、１０
４はそれぞれの面が上側筐体１０１の側面とおよそ４５°の傾角度で、画面表示部１０２
が実装される上側筐体１０１の正面である視聴者に向いて配置される。画面表示部１０２
はスピーカ１０３、１０４の間に配置され、その他の部品４０９、４１０とともに、回路
基板４０８に接続されている。
【００２３】
　上記スピーカの上向きの傾角度について４５°は一例であり、スピーカが完全に上を向
いた、すなわち、正面を向いた場合には上向きの傾角度度は９０°であり、スピーカが横
を向いた場合には上向き傾角度は０°である。上向き傾角度は一定の角度であればよく、
スピーカの設置スペースにより調整可能である。
　図５は図１における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。本図に示すよ
うに、画面表示部１０２で動画等を再生し、このとき、スピーカ１０３は視聴者に対して
右側、スピーカ１０４は左側に位置し、それぞれ、上向きに４５°の傾角度をもち、図４
に示すように、音圧方向４０６ａ－ｃ、音圧方向４０７ａ－ｃが形成される。音圧方向４
０６ａ、４０７ａは直接視聴者に向かい、ステレオの音圧を高める効果が得られ、音圧方
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向４０６ｂ、ｃ、４０７ｂ、ｃはそれぞれ左右に広がる方向なので、ステレオ効果に作用
する。このようにして、スピーカの配置を従来と比較して大きく変えずに、動画、テレビ
ジョンの視聴者に対して、ステレオの音圧を高め、左右に広がる効果が得られる。
【実施例１】
【００２４】
　図６は図１の変形例であり、本発明に係る携帯電話機の概略外観を示す斜視図である。
本図に示すように、図１と比較して、スピーカ１０３は画面表示部１０２の右側下部に位
置し、スピーカ１０４は画面の表示部１０２の左側上部に位置する。この逆に、スピーカ
１０３は画面表示部１０２の左側上部に位置し、スピーカ１０４は画面の表示部１０２の
右側下部に位置するようにしてもよい。スピーカ１０３、１０４、それらの音孔２０４、
２０５の構造は前述と同様である。すなわち、スピーカ１０３、１０４は画面表示部１０
２の対角上に配置される。
【００２５】
　図７は図６における携帯電話機の収納状態を示す図である。本図に示すように、図６の
携帯電話機の状態からスライドさせて収納した状態である。
　図８は図６における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。本図に示すよ
うに、携帯電話機ではスライドが開いた状態で、画面表示部１０２に縦画面で動画等が再
生され、このとき、スピーカ１０３の音圧４０６は視聴者に対して右側下部、スピーカ１
０４の音圧４０７は左側上部で視聴者に向き、左右に広がるステレオ効果が得られる。
【００２６】
　図９は図７における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。本図に示すよ
うに、携帯電話機ではスライドが閉じた状態で、画面表示部１０２に横画面で動画等が再
生され、このとき、スピーカ１０３の音圧４０６は視聴者に対して右側上部、スピーカ１
０４の４０７は左側下部で視聴者に向き、左右に広がるステレオ効果が得られる。
　したがって、本発明によれば、さらに、縦画面、横画面の両方で音圧の高いステレオ効
果を得ることができる。
【実施例２】
【００２７】
　以上の説明では、携帯電話機は、スライド稼動機構により上側筺体１０１と下側筺体１
０６が重なるものであったが、さらに、上側筐体１０１が左右に９０°回転する機構を有
する。
　図１０は、上側筐体１０１が左に９０°回転した場合のスピーカの動作例を説明する図
である。本図に示すように、携帯電話機では上側筐体１０１が左に９０°回転した状態で
、画面表示部１０２に横画面で動画等が再生され、このとき、スピーカ１０３の音圧４０
６は視聴者に対して右側上部、スピーカ１０４の音圧４０７は左側下部で視聴者に向き、
さらに左右に広がるステレオ効果が得られる。
【００２８】
　図１１は、上側筐体１０１が右に９０°回転した場合のスピーカの動作例を説明する図
である。本図に示すように、携帯電話機では上側筐体１０１が右に９０°回転した状態で
、画面表示部１０２に横画面で動画等が再生され、このとき、スピーカ１０３の音圧４０
６は視聴者に対して左側下部、スピーカ１０４の音圧４０７は右側上部で視聴者に向き、
さらに、左右に広がるステレオ効果が得られる。
【００２９】
　図１２は上側筐体１０１の回転に伴うスピーカの左右音源を切り替える回路の概略構成
を示すブロック図である。本図に示すように、スピーカ１０３、１０４にはスイッチ５０
１を介してスピーカアンプ５０２が接続され、スピーカアンプ５０２は左右の音源を出力
し、スイッチ５０１はスピーカ１０３、１０４に対してスピーカアンプ５０２からの左右
音源を切り替える。
【００３０】
　スイッチ５０１には制御部５０３が接続され、制御部５０３はスイッチ５０１を制御し
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、上側筐体１０１の９０°の左右回転に対して、スピーカ１０３、１０４に出力する左右
音源の切り替えを制御する。
　図１３は図１２の制御部の動作例を説明するフローチャートである。本図に示すように
、ステップＳ６０１において、制御部５０３は、携帯電話機の画面表示部１０２が縦画面
に表示されている場合には、スピーカ１０３が右音源の再生を行い、スピーカ１０４が左
音源の再生を行うように制御を行う（図８の状態）。
【００３１】
　ステップＳ６０２において、制御部５０３は、携帯電話機の画面表示部１０２が左に９
０°回転した横画面に表示された場合には、スピーカ１０３が右音源の再生を行い、スピ
ーカ１０４が左音源の再生を行うように制御を行う（図１０の状態）。携帯電話機の画面
表示部１０２が元に戻された場合にはステップＳ６０１に戻る。
　ステップ６０３において、制御部５０３は、携帯電話機の画面表示部１０２が右に９０
°回転した横画面に表示された場合には、スピーカ１０３が左音源の再生を行い、スピー
カ１０４が右音源の再生を行うように制御を行う（図１１の状態）。携帯電話機の画面表
示部１０２が元に戻された場合にはステップＳ６０１に戻る。
【００３２】
　したがって、本発明によれば、画面表示部１０２の左右の９０°回転に対する縦画面か
ら横画面、横画面から縦画面の切り替えに対して、視聴者に対する左右音源が変化しない
ように、相互にスピーカ１０３、スピーカ１０４の切り替えが制御される。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　以上、携帯電話機について説明したが、これに限られず、簡易電話機（ＰＨＳ）、携帯
情報端末（ＰＤＡ）に対しても同様に本発明の利用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明に係る携帯電話機の概略外観を示す斜視図である。
【図２】図１における携帯電話機の収納状態を示す図である。
【図３】図２の円２０１で示す部分を拡大表示したスピーカの音孔を示す携帯電話機の斜
視図である。
【図４】図２の線ＡＡの断面図である。
【図５】図１における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。
【図６】図１の変形例であり、本発明に係る携帯電話機の概略外観を示す斜視図である。
【図７】図６における携帯電話機の収納状態を示す図である。
【図８】図６における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。
【図９】図７における携帯電話機のスピーカの動作例を説明する図である。
【図１０】上側筐体１０１が左に９０°回転した場合のスピーカの動作例を説明する図で
ある。
【図１１】上側筐体１０１が右に９０°回転した場合のスピーカの動作例を説明する図で
ある。
【図１２】上側筐体１０１の回転に伴うスピーカの左右音源を切り替える回路の概略構成
を示すブロック図である。
【図１３】図１２の制御部の動作例を説明するフローチャートである。
【図１４】本発明の前提となる携帯電話機の概略外観図である。
【符号の説明】
【００３５】
１０１…上側筐体
１０２…画面表示部
１０３、１０４…スピーカ
１０５…レシーバ
１０６…下側筐体
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１０７…キー入力
１０８…マイクロフォン
１０９、１１０…音圧方向
２０４、２０５…音孔
４０６、４０７…音圧方向
４０６ａ－ｃ…音圧方向
４０７ａ－ｃ…音圧方向
４０８…回路基板
４０９、４１０…その他部品
５０１…スイッチ
５０２…スピーカアンプ
５０３…制御部

【図１】 【図２】
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