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(57)【要約】
【課題】複数のユニットを互いに連動させて同時に稼動
させることができる無線通信端末機およびそのガイドユ
ニットを提供する。
【解決手段】端末機本体と、前記端末機本体に設置され
るスライド可能なカバーユニットと、前記端末機本体に
設置される可動式の端子ユニットと、前記カバーユニッ
トの閉鎖位置から開放位置へのスライドをガイドする第
１ガイドユニットと、前記カバーユニットの前記開放位
置への固定と前記端子ユニットの動きに連動して前記開
放位置に位置した前記カバーユニットの固定を解除する
こととが可能な第２ガイドユニットとを備える無線通信
端末機。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末機本体と、
　前記端末機本体に設置されるスライド可能なカバーユニットと、
　前記端末機本体に設置される可動式の端子ユニットと、
　前記カバーユニットの閉鎖位置から開放位置へのスライドをガイドする第１ガイドユニ
ットと、
　前記カバーユニットの前記開放位置への固定と前記端子ユニットの動きに連動して前記
開放位置に位置した前記カバーユニットの固定を解除することとが可能な第２ガイドユニ
ットと、
　を備えることを特徴とする無線通信端末機。
【請求項２】
　前記第１ガイドユニットは、
　前記端末機本体に設けられる１つ以上のレールと、
　前記カバーユニットに連動して前記レールに沿って動くフレームと、
　前記フレームに連結され、前記カバーユニットを前記閉鎖位置側へと移動させる弾性力
を提供する弾性体と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の無線通信端末機。
【請求項３】
　前記第２ガイドユニットは、
　前記端末機本体に設置され、前記カバーユニットが前記開放位置に位置する際に、前記
端子ユニットと接触する加圧体と、
　前記フレームに設けられ、前記カバーユニットが前記閉鎖位置に位置する際に、前記加
圧体を支持する連動レールと、
　前記連動レールに形成され、前記カバーユニットが開放位置に位置する際に前記加圧体
と噛み合ってその位置を固定する稼動爪と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の無線通信端末機。
【請求項４】
　前記端子ユニットは、前記カバーユニットに干渉されない状態で第１方向に回転可能で
あり、前記第１方向に回転した状態から第２方向に回転して姿勢変換が可能であることを
特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の無線通信端末機。
【請求項５】
　前記カバーユニットにはインテナが内蔵されることを特徴とする請求項１から３のいず
れかに記載の無線通信端末機。
【請求項６】
　前記端子ユニットは、ＵＳＢ端子を含むことを特徴とする請求項１から３のいずれかに
記載の無線通信端末機。
【請求項７】
　端末機本体と、
　前記端末機本体に設置される可動式のカバーユニットと、
　前記端末機本体の第１収納空間から解除位置へと移動可能に設置され、前記カバーユニ
ットによって少なくとも一部がカバーされる端子ユニットと、
　前記カバーユニットが前記第１収納空間に位置する前記端子ユニットをカバーして位置
を固定する閉鎖位置と、前記カバーユニットが前記端子ユニットをカバーせず前記端子ユ
ニットの固定を解除する開放位置との間での前記カバーユニットの移動をガイドするとと
もに、前記閉鎖位置および前記開放位置に位置する前記カバーユニットの姿勢を固定させ
るガイドユニットと、
　を備えることを特徴とする無線通信端末機。
【請求項８】
　前記ガイドユニットは、
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　前記端末機本体に設けられる１つ以上のレールと、前記カバーユニットに連動して前記
レールに沿って動くフレームと、前記フレームと連結して前記カバーユニットを前記閉鎖
位置へと移動させる復元力を提供する弾性体とを含む第１ガイドユニットと、
　前記端末機本体の外側方向へと前後進可能なように前記端末機本体に設置されて少なく
とも一部が前記端子ユニットと接触する加圧体と、前記フレームに形成されて前記端末機
本体の内側方向前記加圧体を弾性支持する連動レールと、前記連動レールに形成されて前
記カバーユニットが前記開放位置に移動するときに前記加圧体と噛み合って前記加圧体の
位置を固定させる稼動爪とを含む第２ガイドユニットと、
　を備えることを特徴とする請求項７に記載の無線通信端末機。
【請求項９】
　前記カバーユニットは、前記閉鎖位置と前記開放位置との間をスライド可能であり、
　前記端子ユニットは、前記カバーユニットの前記開放位置への移動に連動して回転軸を
中心として第１方向に回転可能であり、前記第１方向に回転した状態から第２方向に回転
して姿勢変換が可能であることを特徴とする請求項７または８に記載の無線通信端末機。
【請求項１０】
　前記カバーユニットにはインテナが内蔵されることを特徴とする請求項７から９のいず
れかに記載の無線通信端末機。
【請求項１１】
　前記端子ユニットは、ＵＳＢ端子を含むことを特徴とする請求項７から１０のいずれか
に記載の無線通信端末機。
【請求項１２】
　一部に収納部が形成された端末機本体と、
　前記端末機本体にヒンジで連結され、前記収納部へと収納および搬出が可能な端子ユニ
ットと、
　前記端末機本体に設置され、閉鎖位置に位置するときに前記収納部の少なくとも一部を
閉鎖する開放位置と閉鎖位置との間をスライド可能なカバーユニットと、
　前記カバーユニットの開放位置への固定と、前記端子ユニットが収納部へと移動すると
きに前記端子ユニットの動きに連動して前記カバーユニットを閉鎖位置に移動させるガイ
ドとが可能なガイドユニットと、
　を備えることを特徴とする無線通信端末機。
【請求項１３】
　前記ガイドユニットは、
　前記端末機本体に設けられる１つ以上のレールと、
　前記カバーユニットに連動し、前記レールに沿って動くフレームと、
　前記フレームに連結され、前記カバーユニットを前記閉鎖位置へと移動させる弾性力を
提供する弾性体と、
　前記端末機本体に設置され、前記カバーユニットが前記収納部に位置する際に、前記端
子ユニットと接触する加圧体と、
　前記フレームに設けられ、前記カバーユニットが閉鎖位置に位置する際に、前記加圧体
を弾性支持する連動レールと、
　前記連動レールに形成され、前記カバーユニットが開放位置に位置する際に前記加圧体
と噛み合ってその位置を固定する稼動爪と、
　を備えることを特徴とする請求項１２に記載の無線通信端末機。
【請求項１４】
　前記カバーユニットは、前記閉鎖位置に位置する際に前記端子ユニットの少なくとも一
部分をカバーして前記端子ユニットの移動を制限することを特徴とする請求項１２または
１３に記載の無線通信端末機。
【請求項１５】
　前記端子ユニットは、前記カバーユニットが開放位置に移動するときにヒンジ軸を中心
として回転して前記収納部の外側に突出することを特徴とする請求項１２から１４のいず



(4) JP 2010-206781 A 2010.9.16

10

20

30

40

50

れかに記載の無線通信端末機。
【請求項１６】
　前記カバーユニットにはインテナが内蔵されることを特徴とする請求項１２から１５の
いずれかに記載の無線通信端末機。
【請求項１７】
　前記端子ユニットは、ＵＳＢ端子を含むことを特徴とする請求項１２から１６のいずれ
かに記載の無線通信端末機。
【請求項１８】
　端末機本体に一部領域が重畳するように収納される第１ユニットおよび第２ユニットを
互いに連動させて位置移動させるガイドユニットであって、
　前記ガイドユニットは、前記第１ユニットおよび第２ユニットのいずれかの位置移動に
連動して他の１つの位置を自動で移動させることを特徴とするガイドユニット。
【請求項１９】
　前記第１ユニットはインテナが内蔵されたカバーを含み、
　前記第２ユニットはＵＳＢ端子を含むことを特徴とする請求項１８に記載のガイドユニ
ット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末機に関し、より詳細には、端子ユニットと、端子ユニットの動
きに連動するカバーユニットとを備える無線通信端末機およびそのガイドユニットに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、無線通信端末機とは、ユーザが携帯しながら無線で所定の信号を送受信する
ことができる機器（送信のみ、または受信のみをすることができる機器を含む）を総称す
る。このような無線通信端末機は、個人携帯通信端末機（ＰＣＳ、ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）、個人携帯コンピュータ（ＰＤＡ、ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、スマートフォン、携帯用マル
チメディア再生装置（ＰＭＰ、ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｌａｙｅｒ
）、および無線ＬＡＮ端末機などを含む。また、最近では、場所に関係なく無線でインタ
ーネット環境を提供するために、ノートパソコンのようなコンピュータに接続される無線
通信端末機も提供されている。
【０００３】
　このような無線通信端末機には、無線で信号を送受信するためにアンテナが装着されて
いるが、最近ではユーザの携帯性の増進のために端末機に内蔵されるインテナ（ｉｎｔｅ
ｎｎａ）が主に採用されている。また、ノートパソコンのようなコンピュータに接続する
ために、無線通信端末機にはＵＳＢ端子のような接続端子が設けられている。
【０００４】
　ところが、このような無線通信端末機は、携帯性の増進のためにその大きさが次第に小
型化しており、それに伴い内蔵されたインテナの放射パターンは段々と制限されている。
すなわち、インテナで多様な放射パターンをどれだけ実現できるかは、端末機の大きさお
よび厚さに左右されるところ、小型化された無線通信端末機には限界がある。
【０００５】
　また、コンピュータに接続するための接続端子が、無線通信端末機から突出して露出し
ていることにより、使用の不便を引き起こしたり、突出した状態による接続端子の損傷を
引き起こすことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明は、上述した問題点を解決するために、端子ユニットと、端子ユニットと連動す
るカバーユニットとを備える無線通信端末機およびそのガイドユニットを提供することを
目的とする。
【０００７】
　また、本発明は、カバーユニットに内蔵されたインテナの放射パターンを多様化させる
ことができる無線通信端末機およびこのガイドユニットを提供することを他の目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述したような目的を達成するために、本発明に係る無線通信端末機は、端末機本体と
、カバーユニットと、端子ユニットと、ガイドユニットとを備える。
【０００９】
　前記端末機本体は、無線通信端末機の本体を指称し、カバーユニットと端子ユニットと
が収納される収納部が設けられる。このとき、前記収納部は、一部領域が互いに重畳する
第１および第２収納空間に区分されてもよい。前記第１および第２収納空間の一部領域が
互いに重畳することにより、前記カバーユニットが端子ユニットの一部をカバーする。
【００１０】
　前記カバーユニットは、前記第１収納空間に収納され、前記収納部の少なくとも一部を
開放する開放位置と全てを閉鎖する閉鎖位置との間でスライド可能なように前記端末機本
体に設置される。ここで、前記カバーユニットには、所定の放射パターンを形成して無線
通信を実現させるインテナが内蔵される。
【００１１】
　前記端子ユニットは、前記第２収納空間に収納され、前記カバーユニットによって位置
が固定される固定位置と前記カバーユニットの開放位置への移動に連動して固定が解除さ
れ移動可能となる解除位置との間で第１方向へと回転可能なように前記端末機本体に設置
される。すなわち、前記端子ユニットは、前記収納部に収納および搬出可能に設けられる
。ここで、前記端子ユニットは、前記解除位置で第２方向へと回転し、姿勢変換が可能な
ように構成されてもよい。
【００１２】
　前記ガイドユニットは、前記カバーユニットを開放位置に固定して前記端子ユニットが
収納部に位置するときに、前記端子ユニットと連動して前記カバーユニットの開放位置か
ら閉鎖位置への移動をガイドする。このとき、前記ガイドユニットは、前記カバーユニッ
トが前記端子ユニットをカバーする閉鎖位置とカバーしない開放位置との間で前記カバー
ユニットの動きをガイドする第１ガイドユニットと、前記カバーユニットを前記開放位置
に固定することと、前記端子ユニットの動きに連動して前記開放位置に位置した前記カバ
ーユニットの固定を解除することができる第２ガイドユニットとを備える。
【００１３】
　このような第１ガイドユニットは、前記端末機本体に設けられる少なくとも１つのレー
ルと、前記カバーユニットに連動して前記レールに沿ってスライドするフレームと、前記
フレームと連結して前記カバーユニットを前記閉鎖位置へと移動させる復元力を有する弾
性体とを備える。
【００１４】
　前記第２ガイドユニットは、前記収納部の内側に向かって一部が突出して前記端子ユニ
ットと接触する加圧体と、前記フレームに形成されて前記加圧体を弾性支持する連動レー
ルと、前記連動レールに形成されて前記カバーユニットが開放位置に移動するときに前記
加圧体と噛み合ってその位置を固定する稼動爪とを備える。
【発明の効果】
【００１５】
　上述したような構成を有する本発明によれば、第１に、カバーユニットまたは端子ユニ
ットのうちのいずれか１つの位置の移動に連動して他のユニットの位置を同時に移動させ
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ることができ、操作性が向上した無線通信端末機を提供することができる。
【００１６】
　第２に、カバーユニットと端子ユニットが端末機本体に少なくとも一部領域が重畳する
ように収納されることにより、操作性と携帯性が向上した小型の無線通信端末機を提供す
ることができる。
【００１７】
　第３に、カバーユニットが端末機本体に対して収納部を開放させる開放位置に移動して
突出することにより、カバーユニットに内蔵されたインテナによって形成される放射パタ
ーンを多様化させることができる。これにより、小型無線通信端末機でも高品質の放射性
能を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線通信端末機を概略的に示す斜視図である。
【図２】図１に示す無線通信端末機のカバーユニットが開放位置に移動した状態を概略的
に示す斜視図である。
【図３】図１に示す無線通信端末機の分解斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るカバーユニットが閉鎖位置に位置するときのガイドユ
ニットの状態を説明するための図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るカバーユニットが開放位置に位置するときのガイドユ
ニットの状態を説明するための図である。
【図６】図４のＶＩ－ＶＩ線に沿って切断した場合における、カバーユニットが閉鎖位置
にある状態と開放位置にある状態とを示す断面図である。
【図７】図４のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿って切断した場合における、カバーユニットが閉鎖
位置にある状態と開放位置にある状態とを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の一実施形態について、添付の図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１～５を参照すると、本発明の一実施形態に係る無線通信端末機１は、端末機本体１
０と、カバーユニット２０と、端子ユニット３０と、ガイドユニット４０とを備える。こ
こでは、本発明で説明する無線通信端末機１として、携帯用ノートパソコンに連結され、
場所に関係なく無線インターネット環境を提供する無線通信端末機を例示する。
【００２１】
　端末機本体１０は、図１に示すように、無線通信端末機１の本体である。このような端
末機本体１０には、図２に示すように、後述するカバーユニット２０と端子ユニット３０
の少なくとも一部領域が重畳して収納される収納部が設けられる。より具体的には、端末
機本体１０に設けられる収納部は、カバーユニット２０と端子ユニット３０とがそれぞれ
収納されて一部が互いに重畳する第１収納空間１１および第２収納空間１２を含んで構成
される。
【００２２】
　また、端末機本体１０の内部には、図示してはいないが、送受信する無線信号を処理す
ることができる制御基板といった無線通信に必要な部品が装着される。このような無線通
信のために端末機本体１０の内部に装着される部品に関する技術構成は、公知の技術から
理解可能であるため、詳細な説明および図示は省略する。
【００２３】
　カバーユニット２０は、図１および図２に示すように、端末機本体１０の第１収納空間
１１に収納されて第１収納空間１１をカバーする閉鎖位置と、第１収納空間１１の少なく
とも一部をカバーしない開放位置との間で移動が可能なように設置される。ここで、カバ
ーユニット２０は、端末機本体１０の長手方向を基準とした一端に向かって突出するよう
に設置される。
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【００２４】
　具体的には、カバーユニット２０は、第１収納空間１１に収納される閉鎖位置と、この
第１収納空間１１から図２に示すＭ１方向に搬出されて第１収納空間１１を開放させる開
放位置との間でスライド可能に設置されてもよい。もっとも、カバーユニット２０は、端
末機本体１０に対して必ずしもＭ１およびＭ２方向にスライド可能に設置されなくともよ
く、カバーユニット２０が端末機本体の第１収納空間１１を開放及び閉鎖させることがで
きる位置間で回転するような変形例も可能である。
【００２５】
　一方、カバーユニット２０は、図示してはいないが、所定の放射パターンを形成して無
線で信号を送受信するためのインテナ（図示せず）が内蔵される。ここで、インテナとは
、外部に突出した別途の突出部がなくてもアンテナ特性が維持されるように設計された一
種の内臓型アンテナであり、無線通信端末機１の小型化、外的デザイン性の向上、電磁波
の発生などにおいて有利な技術構成である。
【００２６】
　これにより、カバーユニット２０が図２のように開放位置に向かってＭ１方向にスライ
ドする場合には、第１収納空間１１に収納された状態に比べてより多様な放射パターンを
カバーユニット２０が形成できるようになる。すなわち、端末機本体１０の大きさと厚さ
などのような端末機本体１０の条件に関係なく、カバーユニット２０が選択的にスライド
することにより、インテナの放射パターンの多様化を実現することができる。
【００２７】
　端子ユニット３０は、携帯用ノートパソコンのようなコンピュータに接続されるＵＳＢ
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）接続部３１を備え、端末機本体１０に移
動可能に設置される。このとき、端子ユニット３０は、図１に示すように、端末機本体１
０に設けられた第２収納空間１２に収納されて閉鎖位置のカバーユニット２０によって位
置が固定される固定位置と、図２に示すように、第２収納空間１２から搬出して位置固定
が解除された解除位置との間で移動可能である。ここで、第１収納空間１１および第２収
納空間１２の一部が互いに重畳するので、端子ユニット３０の少なくとも一部分、すなわ
ちＵＳＢ接続部３１は、固定位置に位置するときにカバーユニット２０と接触して位置が
固定される。これにより、カバーユニット２０の閉鎖位置は、端子ユニット３０の回転が
制限される固定位置に対応し、カバーユニット２０の開放位置は、端子ユニット３０の回
転制限が解除される解除位置に対応する。これにより、一部のユニットの動きに他のユニ
ットの動きを連動させることが可能となり、また、重畳した構成により小型化することが
でき、無線通信端末機の操作性と携帯性が向上する。
【００２８】
　また、本実施形態では、端子ユニット３０が、図２に示すＭ３およびＭ４方向のように
、第２収納空間１２に収納される固定位置と、第２収納空間１２から搬出され端末機本体
１０より突出する解除位置との間を結んだ移動方向である第１方向に回転可能なように端
末機本体１０の他端にヒンジ軸によって連結される。同時に、図２（ｃ）に示すように、
端子ユニット３０が、解除位置から第１方向に対して直交する第２方向に回転することで
、姿勢変換が可能なように構成されてもよい。このとき、端子ユニット３０と端末機本体
１０との間の第１方向への回転結合のためのヒンジ軸は、端子ユニット３０の回転範囲を
ガイドすると同時に、端子ユニット３０を解除位置側に弾力支持できるように構成されて
もよい。しかしながら、本発明は必ずしもこの構成に限定されるのではなく、スライドす
るカバーユニット２０のように、端子ユニット３０が端末機本体１０に対してスライド可
能であるといった構成による変形例も可能である。
【００２９】
　なお、端子ユニット３０の第１よび第２方向への回転のためのヒンジ軸の技術構成は、
公知の技術から理解が可能であるので、詳しい説明および図示は省略する。
【００３０】
　ガイドユニット４０は、図２及び図３に示すように、カバーユニット２０の開放位置へ
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の移動をガイドし、ガイドユニット２０を開放位置に固定してもよく、端子ユニット３０
の第２収納空間１２への移動に連動し、カバーユニット２０を閉鎖位置に移動させるよう
にガイドしてもよい。このとき、ガイドユニット４０は、カバーユニット２０または端子
ユニット３０のうちのいずれか１つの位置移動に連動して他のユニットの移動をガイドす
る。このために、ガイドユニット４０は、図３～７に示すように、互いに連動する第１ガ
イドユニット５０および第２ガイドユニット６０を備えてもよい。これにより、各ユニッ
ト間の移動が連動するため、無線通信端末機の操作性が向上する。
【００３１】
　第１ガイドユニット５０は、カバーユニット２０のＭ１およびＭ２方向へのスライド移
動をガイドする。このために、第１ガイドユニット５０は、図３および図４に示すように
、レール５１と、フレーム５２と、弾性体５５とを備えてもよい。
【００３２】
　レール５１は、端末機本体１０にＭ１およびＭ２方向に１つ以上設けられる。本実施形
態では、一対のレール５１が設けられることを例示しているが、端末機本体１０の大きさ
および設置位置などを考慮してレール５１の数は変更してもよい。
【００３３】
　フレーム５２は、カバーユニット２０と連結し、図４および図５に示すように、カバー
ユニット２０のスライドに連動してレール５１に沿ってスライドする。ここで、図４およ
び図７に示すように、フレーム５２は、レール５１に挿入されるレール５１に対応した数
のスライド突起５３を備える。本実施形態では、一対のレール５１が設けられているので
、レール５１と対向する位置に一対のスライド突起５３が設けられたことを例示する。こ
こで、フレーム５２は、カバーユニット２０とスクリューＳによって締結されて互いに連
結する。
【００３４】
　弾性体５５は、フレーム５２と端末機本体１０との間に設置され、開放位置から閉鎖位
置へとカバーユニット２０を移動させる復元力を提供する。ここで、弾性体５５は、フレ
ーム５２と端末機本体１０に一端と他端がそれぞれ連結するように設けられた引張バネ（
Ｔｅｎｓｉｏｎ　ｓｐｒｉｎｇ）を含んでもよい。本実施形態では、弾性体５５の一端は
フレーム５２に設けられた係止フック５４に係止固定され、他端は端末機本体１０にスク
リューＳで固定されることを例示する。このような構成により、開放位置にスライドした
カバーユニット２０の位置固定力が解除される場合、弾性体５５がカバーユニット２０を
閉鎖位置側に弾性加圧して復元させることができる。このとき、弾性体５５の弾性力を調
節することにより、開放位置から閉鎖位置に向かうカバーユニット２０の復元速度を調節
することができる。
【００３５】
　なお、本実施形態における弾性体５５は引張バネに限定されず、カバーユニット２０を
閉鎖位置から開放位置側に加圧して復元することができる加圧手段、例えばトーションス
プリングのような多様な加圧手段のうちのいずれか１つを、採用してもよい。
【００３６】
　第２ガイドユニット６０は、カバーユニット２０の開放位置に固定させることができ、
また、端子ユニット３０の動きに連動して開放位置に位置したカバーユニット２０の固定
を解除することができる。このために、第２ガイドユニット６０は、図３～５に示すよう
に、加圧体６１と、連動レール６５と、稼動爪６６とを備え、図２のようにＭ３およびＭ
４方向に端子ユニット３０を回転させてもよい。
【００３７】
　加圧体６１は、図４～７に示すように、第１収納空間１１および第２収納空間１２が互
いに重畳する収納部の内側に向かって突出し、突出方向への前後進が可能なように設けら
れ、少なくとも一部が端子ユニット３０と接触するように設けられる。このような加圧体
６１は、端末機本体１０から前後進方向に突出したガイド突起１３に挿入するガイド溝６
２を備え、これにより前後進がガイドされてもよい。また、加圧体６１は、端末機本体１
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０にスクリューＳで固定設置される後進支持体６３によって後進する範囲が制限されても
よい。ここで、加圧体６１と後進支持体６３との間には、図３および図６に示すように、
加圧体６１を前進させる方向に弾性支持する加圧スプリング６４が介在することによって
、加圧体６１の前進を補助する。
【００３８】
　なお、図６と上述した内容を参照しつつ参考までに説明すると、第２収納空間１２に収
納された端子ユニット３０の姿勢を固定させる姿勢固定力は、閉鎖位置に位置して端子ユ
ニット３０の一部であるＵＳＢ接続部３１をカバーするカバーユニット２０によって提供
される。
【００３９】
　連動レール６５は、図４～７に示すように、加圧体６１を後進方向に弾性支持するよう
に、フレーム５２に少なくとも１つが設けられる。具体的に、連動レール６５は、フレー
ム５２に設けられ、フレーム５２のスライド動作に沿って選択的に加圧体６１を前後進さ
せるためのものであり、フレーム５２に一対が設けられる。これにより、連動レール６５
は、カバーユニット２０の動きに連動して加圧体６１を選択的に加圧するようになる。
【００４０】
　稼動爪６６は、図７に示すように、カバーユニット２０が閉鎖位置から開放位置に向か
うスライド方向Ｍ１に基づいて連動レール６５の後端に段差を有して形成され、加圧体６
１の後進加圧力を選択的に解除させる。すなわち、稼動爪６６は、連動レール６５と加圧
体６１との間の接触を解除させるために、連動レール６５の後端に段差を有して形成され
る。このような稼動爪６６は、連動レール６５の後端に設けられることにより、開放位置
へのカバーユニット２０のスライド移動が完了する位置に設けられる。これにより、稼動
爪６６は、カバーユニット２０の閉鎖位置へのスライデド移動が完了する時点に、連動レ
ール６５と加圧体６１との間の接触を解除させ、加圧体６１が前進させることができる高
さで段差を有する。
【００４１】
　このような構成により、カバーユニット２０と共に開放位置にスライドするフレーム５
２の移動に連動して連動レール６５と加圧体６１との接触が解除されれば、加圧体６１は
加圧スプリング６４の加圧力によって前進して端子ユニット３０を解除位置側に所定の範
囲押し出すようになる。これにより、端子ユニット３０は、固定位置を容易に逸脱し、ヒ
ンジ軸によって第１方向に回転して端末機本体１０に対して突出するようになる。
【００４２】
　また、フレーム５２に形成される稼動爪６６は、図７の（ｂ）に示されるように、開放
位置にカバーユニット２０が移動するとき、加圧体６１の縁部とが噛み合ってその位置を
固定させるストッパ（Ｓｔｏｐｐｅｒ）の役割を備える。すなわち、カバーユニット２０
を閉鎖位置側に加圧する弾性体５５の弾性力が稼動爪６６と加圧体６１との噛み合いによ
って規制され、開放位置に位置するカバーユニット２０の姿勢を固定させるのである。こ
のような構成によれば、稼動爪６６が形成される位置によって、カバーユニット２０の開
放位置への移動距離を調節できるようになる。
【００４３】
　なお、本実施形態において、本発明に係る無線通信端末機１がコンピュータに接続して
無線インターネット環境を提供する端末機であることを例示することにより、ガイドユニ
ット４０がカバーユニット２０と端子ユニット３０を互いに連動させることを例示したが
、本発明の構成はこれに限られない。すなわち、無線通信端末機１が個人携帯通信端末機
（ＰＣＳ、ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）の場合
、ガイドユニット４０が互いに連動させる２つのユニットが、例えばカバーユニットとマ
イクユニットのような構成の変形例でも本発明が実施可能であることは当然である。
【００４４】
　以上のような構成を有する本発明の一実施形態に係る無線通信端末機１の動作について
、図１～７を参照しながら説明する。
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【００４５】
　まず、カバーユニット２０と端子ユニット３０とを用いようとする場合には、図１のよ
うに端末機本体１０にカバーユニット２０と端子ユニット３０とが第１収納空間１１およ
び第２収納空間１２にそれぞれ収納された状態から、図２のように端子ユニット３０より
も相対的に端末機本体１０に対して外側に収納されるカバーユニット２０をＭ１方向、す
なわち開放位置に向かってスライドさせる。これにより、図５および図６に示すように、
カバーユニット２０と連結したフレーム５２がカバーユニット２０と共にＭ１方向にスラ
イドする。このとき、フレーム５２は、図７に示すように、端末機本体１０に設けられた
レール５１に挿入するスライド突起５３を備えることでそのスライド移動がガイドされ、
フレーム５２と連結した弾性体５５はＭ１方向に引っ張られる。
【００４６】
　このようにカバーユニット２０と連結したフレーム５２がＭ１方向すなわち開放位置に
向かって継続して移動することにより、図７に示すように、フレーム５２に設けられた連
動レール６５と接触して後進していた加圧体６１が、段差を有する稼動爪６６と噛み合う
ようになる。これにより、図６の（ａ）および図７の（ａ）のような加圧体６１と連動レ
ール６５との間の接触力が解除され、図６の（ｂ）および図７の（ｂ）のように、加圧体
６１が加圧スプリング６４によって前進すると同時にカバーユニット２０の開放位置が固
定される。このようなカバーユニット２０によって固定位置に固定されていた端子ユニッ
ト３０の固定力が解除されることにより、端子ユニット３０のヒンジ軸の回転力によって
解除位置に向かって突出されるようになる。これにより、ユーザは、解除位置に突出した
加圧された端子ユニット３０をＭ３方向に回転させることで、ノートパソコンのようなコ
ンピュータに端子ユニット３０を介して無線通信端末機を容易に接続できるようになる。
【００４７】
　一方、カバーユニット２０と端子ユニット３０を端末機本体１０に収納する場合には、
端子ユニット３０を固定位置に向かって、すなわち図２に示すＭ４方向に回転させて第２
収納空間１２に収納させる。このとき、端子ユニット３０が端末機本体１０の外側面に対
して突出しないように完全に第２収納空間１２に収納させることにより、加圧体６１が後
進加圧される。これにより、加圧体６１と稼動爪６６との間の噛み合いが解除され、カバ
ーユニット２０の開放位置固定力が解除される。これにより、弾性体５５の復元力によっ
て図２に示すＭ２方向にカバーユニット２０がスライドし、カバーユニット２０も第１収
納空間１１に収納される。
【００４８】
　以上のように、本発明によれば、操作性と携帯性の向上した小型の無線通信端末機を提
供することができるとともに、小型無線通信端末機においても高品質の放射性能を実現で
きる。
【００４９】
　以上、本発明について実施形態を参照して説明したが、本発明の属する技術分野におい
て熟練した当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の思想および領域から
逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更させることができることを理解でき
るであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定められ、上
述した実施形態により制限されるものではない。
【符号の説明】
【００５０】
　　１：無線通信断面図
　　１０：端末機本体
　　２０：カバーユニット
　　３０：端子ユニット
　　４０：ガイドユニット
　　５０：第１ガイドユニット
　　６０：第２ガイドユニット
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