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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側筐体と、
　下側筐体と、
　前記上側筐体と前記下側筐体との間に設けられ、前記上側筐体と前記下側筐体とを第１
の軸で回転自在に連結する第１のヒンジ部と、
　前記上側筐体と前記下側筐体との間に設けられ、前記上側筐体と前記下側筐体とを前記
第１の軸と直交する第２の軸で回転自在に連結する第２のヒンジ部と、
　前記上側筐体内に設けられた回路基板と、
　前記上側筐体内に設けられた長辺部および前記長辺部の一端に接続された短辺部を有す
るアンテナ素子と、
　前記アンテナ素子の前記短辺部の先端側から給電する前記回路基板に設けた給電部と、
を具備する携帯無線装置であって、
　前記上側筐体は、互いに対向する２つの長辺、互いに対向する２つの短辺および、前記
長辺と前記短辺とが交わる４つの角部を有し、
　前記第１のヒンジ部は、前記短辺に近接して配置され、
　前記４つの角部のうちの１つである第１の角部は、前記第１のヒンジ部がある側の前記
短辺のうち前記第２のヒンジ部がある側の角部であり、
　前記アンテナ素子は、前記４つの角部のうち、前記第１の角部から最も遠い第２の角部
に配置された、携帯無線装置。
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【請求項２】
　下側筐体と、
　互いに直交する２つの軸を回転軸として回転自在に前記下側筐体に取付けられた上側筐
体と、
　前記上側筐体内に設けられた回路基板と、
　前記上側筐体内に設けられた長辺部および前記長辺部の一端に接続された短辺部を有す
るアンテナ素子と、
　前記アンテナ素子の前記短辺部の先端側から給電する、前記回路基板に設けた給電部と
を具備する携帯無線装置であって、
　前記上側筐体は、互いに対向する２つの長辺、互いに対向する２つの短辺、および前記
長辺と前記短辺とが交わる４つの角部を有し、
　前記２つの回転軸の一方の軸は前記上側筐体の前記長辺と略一致して配置され、他方の
軸は前記上側筐体の前記短辺と略一致して配置され、前記２つの軸の交点は前記４つの角
部のうちの第１の角部に位置し、
　前記アンテナ素子は、前記４つの角部のうち、前記第１の角部から最も遠い第２の角部
に配置された、携帯無線装置。
【請求項３】
　前記アンテナ素子の前記長辺部の電気的な長さと前記短辺部の電気的な長さとの比率は
、前記長辺部上の電流値の総和と前記短辺部上の電流値の総和とが略等しくなるように設
計されている、請求項１または２に記載の携帯無線装置。
【請求項４】
　前記アンテナ素子の電気的な長さが略λ／４のときに、前記長辺部の電気的な長さと前
記短辺部の電気的な長さとの比率が略２：１である、請求項３に記載の携帯無線装置。
【請求項５】
　前記上側筐体に設けられた表示部をさらに有し、
　前記表示部は、折り畳んだ状態から前記上側筐体の長辺と前記下側筐体の長辺とが略一
直線になるように前記上側筐体を開いた場合に、前記上側筐体の前記長辺の伸びる方向を
上下方向として画像を表示し、折り畳んだ状態から前記上側筐体の前記短辺と前記下側筐
体の短辺とが略一直線になるように前記上側筐体を開いた場合に、前記上側筐体の前記短
辺の伸びる方向を上下方向として画像を表示する、請求項１から４のいずれかに記載の携
帯無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯無線装置に関し、特に筐体を折り畳んだ状態から開いた状態にして通信
を行う携帯無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、筐体を二つ折りにすることができる携帯無線機において、Ｌ字状のアンテナ素子
を下側筐体に配置したものが知られている（例えば、特許文献１）。特許文献１によれば
、アンテナ素子は、下側筐体のヒンジ部の近傍に配置されるとともに、下側筐体に設けら
れた回路基板上の給電部から給電される。また、Ｌ字状のアンテナ素子は、主偏波と交差
偏波の双方を送受信することができる。
【特許文献１】特開２００７－１８９６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１の携帯無線機においては、通話時に通話者の手が下側筐体を
覆うので、アンテナからの放射が妨げられるという問題がある。また、特許文献１の携帯
無線機においては、携帯無線機を金属製の机等においた状態で通信する際に、下側筐体に
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配置したアンテナ素子と金属製の机との距離が接近していることからアンテナ特性が劣化
するという問題がある。また、長辺部と短辺部からなるＬ字状のアンテナ素子の長辺部か
ら給電した際には、主偏波の送受信と交差偏波の送受信とで均一なアンテナ特性を得られ
ないという問題がある。さらに、特許文献１の携帯無線機においては、下側筐体が筐体グ
ランド部を有する場合、筐体グランド部がアンテナ素子からの電磁波の放射を妨害すると
いう問題がある。
【０００４】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、主偏波と交差偏波の双方を送受信可能
なアンテナ素子を筐体グランド部から離して配置することにより、アンテナ特性の劣化を
防ぐことができる携帯無線装置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】
【０００５】
　本発明のある実施形態の携帯無線装置は、上側筐体と、下側筐体と、上側筐体と下側筐
体との間に設けられ、上側筐体と下側筐体とを第１の軸で回転自在に連結する第１のヒン
ジ部と、上側筐体と下側筐体との間に設けられ、上側筐体と下側筐体とを第１の軸と直交
する第２の軸で回転自在に連結する第２のヒンジ部と、上側筐体内に設けられた回路基板
と、上側筐体内に設けられた長辺部および前記長辺部の一端に接続された短辺部を有する
アンテナ素子と、アンテナ素子の短辺部の先端側から給電する回路基板に設けた給電部と
、を具備する。上側筐体は、互いに対向する２つの長辺、互いに対向する２つの短辺およ
び、長辺と短辺とが交わる４つの角部を有し、第１のヒンジ部は、短辺に近接して配置さ
れ、４つの角部のうちの１つである第１の角部は、第１のヒンジ部がある側の短辺のうち
第２のヒンジ部がある側の角部であり、アンテナ素子は、４つの角部のうち、第１の角部
から最も遠い第２の角部に配置されている。
　本発明の他の実施形態の携帯無線装置は、下側筐体と、互いに直交する２つの軸を回転
軸として回転自在に前記下側筐体に取付けられた上側筐体と、上側筐体内に設けられた回
路基板と、上側筐体内に設けられた長辺部および前記長辺部の一端に接続された短辺部を
有するアンテナ素子と、アンテナ素子の短辺部の先端側から給電する、回路基板に設けた
給電部とを具備する。上側筐体は、互いに対向する２つの長辺、互いに対向する２つの短
辺、および長辺と短辺とが交わる４つの角部を有し、２つの回転軸の一方の軸は上側筐体
の長辺と略一致して配置され、他方の軸は上側筐体の短辺と略一致して配置され、２つの
軸の交点は４つの角部のうちの第１の角部に位置し、アンテナ素子は、４つの角部のうち
、第１の角部から最も遠い第２の角部に配置されている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、主偏波と交差偏波の双方を送受信可能なアンテナ素子を筐体グランド
部から離して上側筐体に配置することにより、アンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【０００８】
　（実施の形態１）
　図１～図３は、本発明の実施の形態１に係る携帯無線装置１００の平面図である。図１
及び図３は、開いた状態の携帯無線装置１００を示すものであり、図２は、折り畳んだ状
態の携帯無線装置１００を示すものである。
【０００９】
　携帯無線装置１００は、第１筐体１０１（下側筐体）、第２筐体１０２（上側筐体）及
び第３筐体１０３の３つの筐体を有する。第１ヒンジ部１０４は、図１の開いた状態から
図２の折り畳んだ状態、または図２の折り畳んだ状態から図１の開いた状態になるように
、第１筐体１０１と第２筐体１０２及び第３筐体１０３とを回転自在に接続する。第２ヒ
ンジ部１０５は、図３の開いた状態から図２の折り畳んだ状態、または図２の折り畳んだ
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状態から図３の開いた状態になるように、第２筐体１０２と第３筐体１０３とを回転自在
に接続する。即ち、第２筐体１０２は、互いに垂直な異なる２方向（図１～図３の上方向
（第１筐体１０１の長手方向）と右方向）に開いた状態になり得るとともに、第１筐体１
０１と重なり合うように折り畳み自在に、第３筐体１０３を介して第１筐体１０１に取り
付けられている。なお、第２ヒンジ部１０５は、第１ヒンジ部１０４を回転軸として第２
筐体１０２及び第３筐体１０３を回転させた際に、第２筐体１０２及び第３筐体１０３と
一緒に回転可能になっている。
【００１０】
　第１筐体１０１は、平面視矩形状であり、携帯無線装置１００を開いた状態で外部に露
出するとともに、通話等の際に操作される図示しない操作面を有する。また、第１筐体１
０１は、導電性の筐体グランド部１１１を内部に有する。ここで、筐体グランド部とは、
回路基板上に構成されたグランドパターン（接地電位を有する）や、回路基板上に構成さ
れたグランドパターンに接続された導電性の部材（接地電位を有する）である。
【００１１】
　第２筐体１０２は、平面視矩形状であり、アンテナ素子１１２及び回路基板１１３を内
部に有するとともに、携帯無線装置１００を開いた状態で外部に露出する表示部１１４を
有する。回路基板１１３は、導電性の回路パターンが平面部に形成されており、回路パタ
ーンに表示部１１４の導電性の端子を接続することにより、導電性パターンと表示部１１
４とが電気的機械的に接続している。表示部１１４は、例えばＬＣＤであり、回路基板１
１３の導電性パターンを形成した平面部に載置され、受信した画像データの画像等を表示
する。また、表示部１１４は、図２の携帯無線装置１００を折り畳んだ状態において、第
１筐体１０１の操作面と内側で対向する。また、表示部１１４は、第２筐体１０２を開く
方向と平行な方向に画像を表示する。具体的には、表示部１１４は、図１の上方向に開い
た状態では、上方向と平行な方向（図１の上下方向）に画像を表示し、図３の右方向に開
いた状態では、右方向と平行な方向（図３の左右方向）に画像を表示する。
【００１２】
　アンテナ素子１１２は、例えば導電性の金属板をプレス加工して形成したものであり、
平面視Ｌ字状に形成される。また、アンテナ素子１１２は、第２筐体１０２の４つの隅部
１０２ａ～１０２ｄの内、図１上で左上の隅部１０２ａの回路基板１１３上に配置される
。また、第２筐体１０２の上側壁１１７に沿わせてアンテナ素子１１２の短辺部１１２ａ
を配置するとともに、上側壁１１７と角部１１８で垂直に交わる左側壁１１６に沿わせて
アンテナ素子１１２の長辺部１１２ｂを配置する。また、アンテナ素子１１２は、第２筐
体１０２の左側壁１１６と上側壁１１７よって位置決めされる。また、回路基板１１３上
には、アンテナ素子１１２と電気的に接続してアンテナ素子１１２に対して給電を行う給
電部１１５が設けられている。なお、図１において、第１ヒンジ部１０４、第２ヒンジ部
１０５、筐体グランド部１１１、アンテナ素子１１２、回路基板１１３及び給電部１１５
は、第１筐体１０１、第２筐体１０２または第３筐体１０３の内部に収納されるため、実
際は外部から視認できない。
【００１３】
　図４は、アンテナ素子１１２の平面図である。図４より、アンテナ素子１１２は、短辺
部１１２ａと長辺部１１２ｂとを有し、平面視Ｌ字状に形成される。短辺部１１２ａは、
長辺部１１２ｂの長手方向（図４の上下方向）と直交する方向（図４の左右方向）に、長
辺部１１２ｂと一体にかつ長辺部１１２ｂの一端から延設して形成する。また、アンテナ
素子１１２は、短辺部１１２ａの先端側４０１から給電部１１５より給電される。
【００１４】
　図５は、アンテナ素子１１２の電流分布を示す図である。図５より、アンテナ素子１１
２は、短辺部１１２ａの先端側４０１から給電した際に、長辺部１１２ｂ上の電流値の総
和Ｓ１と短辺部１１２ａ上の電流値の総和Ｓ２とが略等しい電流分布を有するように（Ｓ
１≒Ｓ２）、長辺部１１２ｂと短辺部１１２ａの各々の電気的な長さを決める。例えば、
アンテナ素子長を４分の１波長とすると、アンテナ素子１１２における電流分布は、４分
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の１波長の正弦状の分布であることから、短辺部１１２ａ上の電流値の総和と長辺部１１
２ｂ上の電流値の総和とを等しくするためには、例えば、短辺部１１２ａと長辺部１１２
ｂの電気的な長さの比を１対２にする。また、放射はアンテナ素子上の電流分布が支配的
であることから、短辺部と長辺部からの放射量は同量となる。
【００１５】
　また、アンテナ素子１１２は、Ｌ字状に形成することにより、無線通信装置１００の使
用状態に応じて、長辺部１１２ｂが主偏波を送受信する場合に短辺部１１２ａが交差偏波
を送受信し、長辺部１１２ｂが交差偏波を送受信する場合に短辺部１１２ａが主偏波を送
受信する。
【００１６】
　図６は、第１筐体１０１内に筐体グランド部１１１と回路基板６０１を配置した際の筐
体グランド部１１１と回路基板６０１の側面図である。図６より、筐体グランド部１１１
は、導電性を有する薄板状の金属板であり、回路基板６０１の下かつ第１筐体１０１のほ
ぼ全面に配置する。回路基板６０１は、絶縁部６０２及び接点部６０３を積層して形成す
る。また、接点部６０３には、ＣＰＵ等の電子部品６０４の接続端子が半田付けされて、
回路基板６０１と電子部品６０４とが電気的機械的に接続される。なお、図６に示すよう
に筐体グランド部１１１の平面部と回路基板６０１の底面部とが接するように第１筐体１
０１内に配置する場合に限らず、筐体グランド部１１１の平面部と回路基板６０１の底面
部とを離して第１筐体１０１内に配置しても良い。
【００１７】
　次に、携帯無線装置１００の動作について、図１～図３を用いて説明する。
【００１８】
　使用者は、通話または表示部１１４に表示された画像を視聴する際には、携帯無線装置
１００を図１の開いた状態にする。即ち、図２の折り畳んだ状態から第１ヒンジ部１０４
を回転軸として第２筐体１０２を上方向（図２の上方向）に開くように回転させることに
より、携帯無線装置１００は、図１の開いた状態になる。図１の状態において、例えば、
主偏波が水平偏波であるシステムにおいては、アンテナ素子１１２の短辺部１１２ａが主
偏波である水平偏波を送受信し、長辺部１１２ｂが交差偏波である垂直偏波を送受信する
。また、図１の開いた状態において、アンテナ素子１１２は、隅部１０２ａ～１０２ｄの
内、筐体グランド部１１１から最も離れた隅部１０２ａに位置しているので、アンテナ素
子１１２からの電磁波の放射が筐体グランド部１１１によって妨害されることを防ぐこと
ができる。また、図１の開いた状態において、アンテナ素子１１２は、第２ヒンジ部１０
５から最も離れた第２筐体１０２の隅部１０２ａに配置される。
【００１９】
　また、使用者は、表示部１１４に表示された画像を視聴する際には、携帯無線装置１０
０を図３の開いた状態にすることも可能である。即ち、図２の折り畳んだ状態から第２ヒ
ンジ部１０５を回転軸として第２筐体１０２を右方向（図２の右方向）に開くように回転
することにより、携帯無線装置１００は、図３の開いた状態になる。図３の状態において
、例えば、アンテナ素子１１２の長辺部１１２ｂが主偏波である水平偏波を送受信し、短
辺部１１２ａが交差偏波である垂直偏波を送受信する。また、図３の開いた状態において
、アンテナ素子１１２は、隅部１０２ａ～１０２ｄの内、筐体グランド部１１１から最も
離れた隅部１０２ａに位置しているので、アンテナ素子１１２からの電磁波の放射が筐体
グランド部１１１によって妨害されることを防ぐことができる。また、図３の開いた状態
において、アンテナ素子１１２は、第１ヒンジ部１０４及び第２ヒンジ部１０５から最も
離れた第２筐体１０２の隅部１０２ａに配置される。隅部１０２ｄは、図３の開いた状態
では、隅部１０２ａ～１０２ｄの内で隅部１０２ａと同様に筐体グランド部１１１から最
も離れているが、図１の開いた状態では、隅部１０２ａよりも筐体グランド部１１１に近
い。従って、本実施の形態においては、アンテナ素子１１２は、隅部１０２ａに配置する
。
【００２０】
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　なお、図３の開いた状態で表示部１１４に画像を表示中に携帯無線装置１００が着信し
た場合、使用者は、携帯無線装置１００を一旦図２の折り畳んだ状態にした後に、図１の
開いた状態にして通話を行う。
【００２１】
　図１の開いた状態で通話を行う場合には、使用者は、第１筐体１０１を手に持って、第
１筐体１０１に設けた図示しない通話孔を介してマイクにより集音した音声を通話相手に
送信し、第２筐体１０２に設けた図示しない通話孔を介してスピーカから通信相手の音声
を聞き取ることができる。また、図１の開いた状態で表示部１１４に表示される画像を視
聴する場合には、使用者は、第１筐体１０１を手に持って、表示部１１４に表示される画
像を視聴することができる。
【００２２】
　一方、図３の開いた状態で表示部１１４に表示される画像を視聴する場合には、使用者
は、携帯無線装置１００を机等に置いて、表示部１１４に表示される画像を視聴すること
ができる。
【００２３】
　このように、本実施の形態によれば、アンテナ素子を筐体グランド部から離して上側筐
体に配置することにより、異なる２方向に第２筐体を開いたいずれの状態においても、ア
ンテナ特性の劣化を防ぐことができる。また、本実施の形態によれば、アンテナ素子をＬ
字状にすることにより、簡易な構成で主偏波と交差偏波の双方を送受信することができる
。また、本実施の形態によれば、アンテナ素子の短辺部の先端側から給電することにより
、アンテナ素子の短辺部と長辺部における送受信性能を均一にすることができる。また、
本実施の形態によれば、アンテナ素子をＬ字状に形成するとともに、第２筐体のＬ字状の
側壁に沿わせてアンテナ素子を配置するので、第２筐体内でアンテナ素子をコンパクトに
配置することができ、省スペースにすることができるとともに、アンテナ素子を給電部１
１５に接続する作業を容易にすることができる。
【００２４】
　（実施の形態２）
　図７及び図８は、本発明の実施の形態２に係る携帯無線装置７００の平面図である。図
７及び図８は、携帯無線装置７００の開いた状態を示すものである。なお、図７及び図８
において、図１～図３と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明を省略する
。また、図７及び図８において、筐体グランド部１１１、アンテナ素子１１２、回路基板
１１３及び給電部１１５は、第１筐体７０１または第２筐体７０２の内部に収納されるた
め、実際は外部から視認できない。
【００２５】
　図７より、携帯無線装置７００は、第１筐体７０１（下側筐体）及び第２筐体７０２（
上側筐体）の２つの筐体から構成される。また、第２筐体７０２は、連結部７０３を回転
軸として、図７の紙面と水平な面上を時計回り及び反時計回りに回転可能であるとともに
、第１筐体７０１と重なり合うように折り畳み自在に第１筐体７０１に取り付けられてい
る。即ち、第２筐体７０２は、互いに垂直な異なる２方向（図７及び図８の上方向と右方
向）に開いた状態になり得るとともに、第１筐体７０１と重なり合うように折り畳み自在
に第１筐体７０１に取り付けられている。
【００２６】
　第１筐体７０１は、携帯無線装置７００を開いた状態で外部に露出するとともに、通話
等の際に操作される図示しない操作面を有する。また、第１筐体７０１は、筐体グランド
部１１１を内部に有する。なお、第１筐体７０１の内部に設けられる筐体グランド部１１
１と回路基板との位置関係は図６と同一であるので、その説明は省略する。
【００２７】
　第２筐体７０２は、アンテナ素子１１２及び回路基板１１３を内部に有するとともに、
携帯無線装置７００を開いた状態で外部に露出する表示部１１４を有する。表示部１１４
は、例えばＬＣＤであり、受信した画像データの画像等を表示する。また、表示部１１４
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は、携帯無線装置７００を閉じた状態において、第１筐体７０１の操作面と内側で対向す
る。また、表示部１１４は、第２筐体７０２の開く方向に関わりなく常に同一方向に画像
を表示する。具体的には、表示部１１４は、第２筐体７０２を図７の上方向に開いた状態
及び図８の右方向に開いた状態の双方の状態において、図７及び図８の上下方向に画像を
表示する。
【００２８】
　また、第２筐体７０２の上側壁７０５に沿わせてアンテナ素子１１２の短辺部１１２ａ
を配置するとともに、上側壁７０５と角部７０６で垂直に交わる左側壁７０４に沿わせて
アンテナ素子１１２の長辺部１１２ｂを配置する。また、アンテナ素子１１２は、第２筐
体７０２の左側壁７０４と上側壁７０５によって位置決めされる。なお、図７及び図８に
おいて、筐体グランド部１１１、アンテナ素子１１２、回路基板１１３及び給電部１１５
は、第１筐体７０１または第２筐体７０２の内部に収納されるため、実際は外部から視認
できない。
【００２９】
　次に、携帯無線装置７００の動作について、図７及び図８を用いて説明する。
【００３０】
　携帯無線装置７００は、通話または表示部１１４に画像を表示する際には、図７の開い
た状態になる。即ち、携帯無線装置７００は、図示しない折り畳んだ状態から、連結部７
０３を回転軸として、第２筐体７０２を上方向（図７の上方向）に開くように回転させる
ことにより、図７の開いた状態になる。図７の開いた状態において、例えば、主偏波が水
平偏波であるシステムにおいてはアンテナ素子１１２の短辺部１１２ａが主偏波である水
平偏波を送受信し、長辺部１１２ｂが交差偏波である垂直偏波を送受信する。また、図７
の開いた状態において、アンテナ素子１１２は、隅部７０２ａ～７０２ｄの内、筐体グラ
ンド部１１１から最も離れた隅部７０２ａに位置しているので、アンテナ素子１１２から
放射される電磁波が妨害されることを防ぐことができる。また、図７の開いた状態におい
て、アンテナ素子１１２は、連結部７０３から最も離れた第２筐体１０２の隅部１０２ａ
に配置される。
【００３１】
　また、携帯無線装置７００は、表示部１１４に画像を表示する際には、図８の開いた状
態になる。即ち、携帯無線装置７００は、図７の状態から連結部７０３を回転軸として第
２筐体７０２を水平面（図７の紙面と水平な面）上を時計回りに回転させることにより、
図８の状態になる。また、携帯無線装置７００は、図示しない閉じた状態から連結部７０
３を回転軸として第２筐体７０２を開く動作と回転する動作を並行して行うことにより、
一挙動で図８の状態になる。図８の状態において、例えば、アンテナ素子１１２の長辺部
１１２ｂが主偏波である水平偏波を送受信し、短辺部１１２ａが交差偏波である垂直偏波
を送受信する。また、図８の開いた状態において、アンテナ素子１１２は、隅部７０２ａ
～７０２ｄの内、筐体グランド部１１１から最も離れた隅部７０２ａに位置しているので
、アンテナ素子１１２から放射される電磁波が妨害されることを防ぐことができる。また
、図８の開いた状態において、アンテナ素子１１２は、連結部７０３から最も離れた第２
筐体１０２の隅部１０２ａに配置される。隅部７０２ｂは、図７の開いた状態では、隅部
７０２ａ～７０２ｄの内で隅部７０２ａと同様に筐体グランド部１１１から最も離れてい
るが、図８の開いた状態では、隅部７０２ａよりも筐体グランド部１１１に近い。従って
、本実施の形態においては、アンテナ素子１１２は、隅部７０２ａに配置する。
【００３２】
　図７の開いた状態で通話を行う場合には、使用者は、第１筐体７０１を手に持って、第
１筐体７０１に設けた図示しない通話孔を介してマイクにより集音した音声を通話相手に
送信し、第２筐体７０２に設けた図示しない通話孔を介してスピーカから通信相手の音声
を聞き取ることができる。また、図７の開いた状態で表示部１１４に表示される画像を視
聴する場合には、使用者は、第１筐体７０１を手に持って、表示部１１４に表示される画
像を視聴することができる。また、図８の開いた状態で表示部１１４に表示される画像を
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視聴する場合には、使用者は、第１筐体７０１を手に持って、表示部１１４に表示される
画像を視聴することができる。
【００３３】
　このように、本実施の形態によれば、アンテナ素子を筐体グランド部から離して第２筐
体に配置することにより、異なる２方向に第２筐体を開いたいずれの状態においても、ア
ンテナ特性の劣化を防ぐことができる。また、本実施の形態によれば、アンテナ素子をＬ
字状にすることにより、簡易な構成で主偏波と交差偏波の双方を送受信することができる
。また、本実施の形態によれば、アンテナ素子の短辺部の先端側から給電することにより
、アンテナ素子の短辺部と長辺部における送受信性能を均一にすることができる。また、
本実施の形態によれば、アンテナ素子をＬ字状に形成するとともに、第２筐体のＬ字状の
側壁に沿わせてアンテナ素子を配置するので、第２筐体内でアンテナ素子をコンパクトに
配置することができ、省スペースにすることができるとともに、アンテナ素子を給電部１
１５に接続する作業を容易にすることができる。
【００３４】
　なお、本実施の形態において、表示部１１４に表示した画像を視聴する際には、第２筐
体７０２を図７の状態から時計回りに９０度回転させて図８の状態にしたが、本実施の形
態はこれに限らず、第２筐体７０２を図７の状態から反時計回りに９０度回転させても良
い。この場合、第２筐体７０２の隅部７０２ａ～７０２ｄの内の隅部７０２ｂにアンテナ
素子を配置した場合に、アンテナ素子は、第２筐体を開いた状態において、筐体グランド
部１１１から最も離れる。従って、この場合、アンテナ素子１１２は、第２筐体７０２の
隅部７０２ｂに配置する。
【００３５】
　上記実施の形態１及び実施の形態２において、アンテナ素子の全体の形状をＬ字状にし
たが、本発明はこれに限らず、長辺部と長辺部の長手方向と異なる方向に長辺部の一端か
ら延設した短辺部を有するものであればアンテナ素子の形状を任意の形状にすることがで
きる。例えば、図９に示すように、アンテナ素子は、逆７字形状であっても良い。図９の
アンテナ素子９００は、長辺部９０１と、長辺部９０１の長手方向と垂直方向に長辺部９
０１と一体に延設した短辺部９０２と、短辺部９０２の先端部９０３から長辺部９０１の
長手方向且つ長辺部９０１と同一方向へ垂直に折り曲げた先端片部９０４とから構成され
る。この場合、アンテナ素子９００は、先端片部９０４の先端部９０５から給電される。
また、上記実施の形態１及び実施の形態２において、異なる２方向に開いた状態にしたが
、本発明はこれに限らず、第２筐体が任意の開いた状態を取ることができる。その際に、
筐体グランド部から最も離れた第２筐体の隅部にアンテナ素子を配置する。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明にかかる携帯無線装置は、特に筐体を折り畳んだ状態から開いた状態にして通信
を行うのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施の形態１に係る携帯無線装置の平面図
【図２】本発明の実施の形態１に係る携帯無線装置の平面図
【図３】本発明の実施の形態１に係る携帯無線装置の平面図
【図４】本発明の実施の形態１に係るアンテナ素子の平面図
【図５】本発明の実施の形態１に係るアンテナ素子の電流分布を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に係る筐体グランド部と回路基板の側面図
【図７】本発明の実施の形態２に係る携帯無線装置の平面図
【図８】本発明の実施の形態２に係る携帯無線装置の平面図
【図９】アンテナ素子の平面図
【符号の説明】
【００３８】
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　１００、７００　携帯無線装置
　１０１、７０１　第１筐体
　１０２、７０２　第２筐体
　１０３　第３筐体
　１０４　第１ヒンジ部
　１０５　第２ヒンジ部
　１１１　筐体グランド部
　１１３　回路基板
　１１２　アンテナ素子
　１１４　表示部
　１１５　給電部

【図１】 【図２】
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【図５】
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