
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導電性の筐体と、
アンテナ端子を有し前記筐体内にあって前記筐体前部に配置した無線回路基板と、
前記筐体後方に備えた外部アンテナ端子またはアンテナと、
前記筐体の前方に設けたケーブル導出孔と、
前記筐体の後方に設けたケーブル導入孔と、
前記ケーブル導出孔と前記ケーブル導入孔との間に前記筐体表面から内方に陥没するよう
に設けたケーブル溝と、
前記無線回路基板のアンテナ端子から前記外部アンテナ端子または前記アンテナへ接続す
る同軸ケーブルと、
少なくとも前記ケーブル導出孔と前記ケーブル導入孔と前記ケーブル溝とを覆うための蓋
とを備え、
前記同軸ケーブルを前記無線回路基板のアンテナ端子から、前記ケーブル導出孔、前記ケ
ーブル溝、および前記ケーブル導出孔を介して前記外部アンテナ端子または前記アンテナ
に接続することを特徴とする無線機能内蔵携帯用情報端末。
【請求項２】
導電性の筐体と、
前記筐体後方に備えた外部アンテナ端子またはアンテナと、
前記筐体の後方に設けたケーブル導入孔と、
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無線回路基板を取り付けるため前記筐体表面から内方に陥没する回路基板取り付け凹部と
、
アンテナ端子を有し前記回路基板取り付け凹部内に配置した無線回路基板と、
前記回路基板取り付け凹部と前記ケーブル導入孔との間に前記筐体表面から内方に陥没す
るように設けたケーブル溝と、
前記無線回路基板のアンテナ端子から前記外部アンテナ端子または前記アンテナへ接続す
る同軸ケーブルと、
少なくとも前記回路基板取り付け凹部と前記ケーブル溝と前記ケーブル導入孔とを覆うた
めの蓋とを備え、
前記無線回路基板を前記回路基板取り付け凹部に取り付けて、そのアンテナ端子から前記
ケーブル溝、および前記ケーブル導入孔を介して前記同軸ケーブルを前記外部アンテナ端
子または前記アンテナに接続することを特徴とする無線機能内蔵携帯用情報端末。
【請求項３】
前記の蓋は導電性であることを特徴とする請求項１または２に記載の無線機能内蔵携帯用
情報端末。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はノート型パーソナルコンピュータ等の携帯型情報端末において、外部との通信用
の無線回路を有するものにおける信号対雑音比の改善に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、パーソナルコンピュータ（以下パソコン）の中で、携帯して、または卓上で場所を
とらずに用いられるノート型パソコンと称されるものが多く用いられている。図５はこの
ような従来のノート型パソコンの側面から見た断面図であり、筐体１の後方には蝶番部２
によって蓋体３が筐体１に対して開閉自在に、少なくともある角度まで開いて固定される
ように取り付けられており、図示を省略しているがロック装置で携帯中に蓋体３が開かな
いようになっている。
【０００３】
筐体１は金属、たとえばマグネシウム合金でダイキャスト成形したものか、金属板をプレ
ス加工したもの等で導電性を有するものを用いて、内部のクロックなどの高周波成分が外
部に漏れないように遮蔽している。筐体１の表面には、文字、数字および記号等を入力す
る複数のキー４が配置され、後方にはたとえばプリンタ出力端子などのＩ／Ｏ端子５が設
けられている。
【０００４】
筐体１の内部にはパソコンの主要な回路を搭載するマザーボード６が配置され、このマザ
－ボード６上には中央演算装置（ＣＰＵ）７が搭載されている。蓋体３のユーザに面した
側には液晶表示装置８が配置され、筐体１のマザーボード６から液晶表示装置８までの接
続線９が蝶番部２を通っている。
【０００５】
また筐体１内でマザーボード６より前方には、外部と通信するための、たとえば携帯電話
機、パーソナルハンディホン、無線ローカルエリアネットワーク（無線ＬＡＮ）等の無線
回路基板１０が取り付けられている。この無線回路基板１０のアンテナ端子に同軸ケーブ
ル１４の一端が接続されている。この同軸ケーブル１４は筐体１の内部を通って筐体１後
方の外部アンテナ接続端子１７に接続され、そこから再び同軸ケーブル１８が蝶番部２を
通って蓋体３の中を液晶表示装置８の背後を通り蓋体３を開いたときにもっとも高い位置
になるアンテナ１９に接続されている。
【０００６】
このような従来のノート型パソコンにおいては、図示のように、プリンタ出力端子などの
Ｉ／Ｏ端子５や液晶表示装置８への接続線９等が筐体後方に集中しているので、パソコン
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の主な回路部分を搭載するマザーボード６は、通常筐体１の後方に配置するのが一般的で
ある。このような装置において、装置外部と無線で通信するための無線装置の無線回路基
板１０を搭載する場合は、必然的に筐体１の前部に配置されることとなる。
【０００７】
またアンテナ１９は感度劣化を防ぐため人体から離れた筐体後方に配置され、無線装置と
同軸ケーブル１４，１８で接続される。そこで、この筐体１前部に配置された無線装置か
ら筐体後方に配置される外部アンテナ端子１７やアンテナ１９まで接続する同軸ケーブル
１４，１８が筐体１内部を縦断して延びることになる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このような位置関係から、同軸ケーブル１４は途中でマザーボード６に搭載さ
れたＣＰＵ７の近辺を通過することとなる。そのためアンテナ１９に誘起し、同軸ケーブ
ル１８および１４を通って無線回路基板１０のアンテナ入力端子に入るべき低レベルの高
周波信号にＣＰＵ７のクロック信号が干渉し、高周波信号のＳ／Ｎ比が低下するという問
題がある。
【０００９】
本発明はこのような従来の課題に対処し、簡単な構成でＣＰＵ７のクロックの干渉を防ぎ
、高いＳ／Ｎ比を得られる手段を提供するものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明の請求項１記載の無線機能内蔵携帯用情報端末は、導電
性の筐体と、アンテナ端子を有し前記筐体内にあって前記筐体前部に配置した無線回路基
板と、前記筐体後方に備えた外部アンテナ端子またはアンテナと、前記筐体の前方に設け
たケーブル導出孔と、前記筐体の後方に設けたケーブル導入孔と、前記ケーブル導出孔と
前記ケーブル導入孔との間に前記筐体表面から内方に陥没するように設けたケーブル溝と
、前記無線回路基板のアンテナ端子から前記外部アンテナ端子または前記アンテナへ接続
する同軸ケーブルと、少なくとも前記ケーブル導出孔と前記ケーブル導入孔と前記ケーブ
ル溝とを覆うための蓋とを備え、前記同軸ケーブルを前記無線回路基板のアンテナ端子か
ら、前記ケーブル導出孔、前記ケーブル溝、および前記ケーブル導出孔を介して前記外部
アンテナ端子またはアンテナに接続することを特徴とするものであある。
【００１１】
この構成によって、無線回路基板のアンテナ端子から外部アンテナ端子またはアンテナに
至る同軸ケーブルをこのケーブル溝に通すことにより、同軸ケーブルが筐体内部の他の回
路、特にマザーボードのＣＰＵのクロックの干渉を受けることなく、高いＳ／Ｎ比で無線
信号を受信できるように作用する。
【００１２】
また本発明の請求項２記載の無線機能内蔵携帯用情報端末は、導電性の筐体と、前記筐体
後方に備えた外部アンテナ端子またはアンテナと、前記筐体の後方に設けたケーブル導入
孔と、無線回路基板を取り付けるため前記筐体表面から内方に陥没する回路基板取り付け
凹部と、アンテナ端子を有し前記回路基板取り付け凹部内に配置した無線回路基板と、前
記回路基板取り付け凹部と前記ケーブル導入孔との間に前記筐体表面から内方に陥没する
ように設けたケーブル溝と、前記無線回路基板のアンテナ端子から前記外部アンテナ端子
または前記アンテナへ接続する同軸ケーブルと、少なくとも前記回路基板取り付け凹部と
前記ケーブル溝と前記ケーブル導入孔とを覆うための蓋とを備え、前記無線回路基板を前
記回路基板取り付け凹部に取り付けて、前記無線回路基板のアンテナ端子から前記ケーブ
ル溝、および前記ケーブル導入孔を介して前記同軸ケーブルを前記外部アンテナ端子また
は前記アンテナに接続することを特徴とするものである。
【００１３】
この構成によって、請求項１の構成による作用に加えて、無線回路基板をサービス拠点に
おいて、またはユーザ自らが容易に設置することができるように作用する。
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【００１４】
また本発明の請求項３に記載の無線機能内蔵携帯用情報端末は、請求項１または２の構成
において、前記の蓋は導電性であることを特徴とするものであり、これにより特に送信時
において同軸ケーブルから外部への放射を遮蔽できるように作用する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
以下本発明の実施の形態１について、図面に基づいて説明する。図１は本発明の実施の形
態１のノート型パソコンの底面側から見た斜視図、図２は同じくその側面から見た断面図
、図３は同じくその底面図である。
【００１６】
図において、図４の従来例と同じ部分については同じ符号を付けて詳細な説明を省略する
。図４と大きく異なる点は筐体１の底面に内方に向かって陥没する細長いケーブル溝１１
を設けた点であり、この溝１１の前後にはケーブル導出孔１５，ケーブル導入孔１６が開
けられており、筐体内部の無線回路基板１０のアンテナ端子からケーブル導出孔１５を通
じて，同軸ケーブル１４が引き出され、ケーブル溝１１を通った後、ケーブル導入孔１６
から再び筐体１内部に引き込まれ、外部アンテナ接続端子１７に接続され、この接続端子
１７から改めて同軸ケーブル１８によってアンテナ１９に接続されている。外部アンテナ
接続端子１７だけがあってアンテナ１９がなくてもよく、また外部アンテナ接続端子１７
がなくてアンテナ１９だけがあってもよい。そしてケーブル溝１１は蓋１３をねじ止めし
て取り付けるか、または図示しないが、止め金等によって取り付けられている。蓋１３は
通常プラスチック板などで形成されるが、シールド効果を要するときはプラスチック板に
金属メッキを施して導電性を与えるか、または金属板で形成する等の考慮を払う。ケーブ
ル溝１１の周辺は蓋１３の大きさに合わせてそれよりわずかに大きく、かつ蓋１３の厚さ
と同等の凹部２０を設けておき、蓋１３を閉じたとき、それによってケーブル溝１１、ケ
ーブル導出孔１５、ケーブル導入孔１６をカバーする。
【００１７】
このように構成され、つぎにその動作を説明すると、使用時には蓋体３が開かれているた
め机面から高く挙げられているアンテナ１９で受信された微弱な電波は、同軸ケーブル１
８によって外部アンテナ接続端子１７に接続され、別の同軸ケーブル１４を経由して無線
回路基板１０のアンテナ端子に入力する。もし外部アンテナ端子１７に図示しない外部ア
ンテナが接続されると、同軸ケーブル１８と同軸ケーブル１４の間の接触は断たれて外部
アンテナからの信号入力が同軸ケーブル１４に接続される。このとき同軸ケーブル１４は
ケーブル溝１１内部を通っているので、導電性材料で形成されたケーブル溝底１２によっ
てマザーボード６のＣＰＵ７のクロック信号からは遮断されて従来例に比べて高い信号対
雑音比を得ることができる。
【００１８】
また蓋１３に導電性を持った材質を用いれば、特に送信時において同軸ケーブル１４から
わずかに漏れる高周波信号も遮蔽することができる。
【００１９】
なお筐体１は導電性を持たせるために金属合金のダイキャスト製や金属板をプレスしたも
のに限らず、たとえばプラスチック材料で形成したものの内面に金属蒸着を施す、または
金属をメッキしたもの等であってもよい。またはプラスチック材料に金属粉のフィラーを
混入してもよい。蓋１３については必ずしも導電性でなくてもよいが、筐体１と同様な構
成でも差し支えない。
【００２０】
このように本実施形態では、ケーブル溝１１を設けて、無線回路基板１０から外部アンテ
ナ端子１７またはアンテナ１９へ接続するための同軸ケーブル１４をケーブル溝１１に通
すことによって、導電性の筐体を間に挟むことになり、マザーボード６上のＣＰＵ７から
のクロックの干渉を受けることなく良好なＳ／Ｎでアンテナからの信号を受信することが
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できる。
【００２１】
（実施の形態２）
図４は本発明の第２の実施形態におけるノート型パソコンの底面から見た斜視図である。
図４において実施の形態１の図１との差異は、ケーブル溝１１と、その周辺の凹部２０に
続いて、無線回路基板１０を外部から取り付けできる回路基板取り付け凹部２１を設け、
この凹部２１を覆う蓋２２を設けたことである。この蓋２２は蓋１３と同様にねじ止め、
または止め金等で取り付け、取り外しできる。この凹部２１を設けた理由は、あらかじめ
無線回路基板１０が設けられていないノート型パソコンに、サービス拠点において、また
はユーザ自らが、後から無線回路基板を装着する場合を想定したものである。
【００２２】
無線回路基板１０を取り付ける際、まず蓋２２をはずし、無線回路基板１０を取り付ける
。無線回路基板１０から延びた同軸ケーブル１４を、外部アンテナ接続端子１７に接続す
る。またはあらかじめ増設を見越して外部アンテナ接続端子１７と同軸ケーブル１４とを
取り付けておき、無線回路基板１０とはコネクタで接続するようにしてもよい。アンテナ
１９と同軸ケーブル１８はあらかじめ取り付けてあることが望ましい。後は蓋１３，２２
を取り付ければ完了する。ここでは蓋１３と蓋２２は別体として図示したが、一体に形成
しても差し支えない。
【００２３】
このように本実施形態では、ケーブル溝１１とその周辺の凹部２０に続く回路基板取り付
け凹部２１を設けて、サービス拠点またはユーザーが容易に無線回路基板１０を増設でき
、その際に無線回路基板１０から外部アンテナ端子１７またはアンテナ１９へ接続するた
めの同軸ケーブル１４をケーブル溝１１に通せば、導電性の筐体を間に挟むことになり、
同軸ケーブル１４がマザーボード６上のＣＰＵ７からのクロックの干渉を受けることなく
良好なＳ／Ｎでアンテナからの信号を受信することができる。
【００２４】
なお、上記各実施形態では、ノート型パソコンを例示したが、これに限らず同じような構
造を持つ無線機能内蔵携帯用情報端末に応用できることはいうまでもない。
【００２５】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の無線機能内蔵携帯用情報端末は、導電性の筐体の表面から内
方に陥没するようにケーブル溝を設け、無線回路基板のアンテナ端子から外部アンテナ端
子またはアンテナに至る同軸ケーブルをこのケーブル溝に通すことにより、同軸ケーブル
が筐体内部の他の回路、特にマザーボードのＣＰＵのクロックの干渉を受けることなく、
高いＳ／Ｎ比で無線信号を受信できるという有利な効果が得られる。
【００２６】
またケーブル溝や無線回路基板を納めた凹部の蓋を導電性にすれば、特に送信時において
同軸ケーブルから外部への放射を遮蔽できるという有利な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１のノート型パソコンの底面側から見た斜視図
【図２】同じくその側面から見た断面図
【図３】同じくその底面図
【図４】本発明の実施の形態２のノート型パソコンの底面側から見た斜視図
【図５】従来のノート型パソコンの側面から見た断面図
【符号の説明】
１　筐体
２　蝶番部
３　蓋体
４　キー
５　Ｉ／Ｏ端子
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６　マザーボード
７　中央演算装置（ＣＰＵ）
８　液晶表示装置
９　接続線
１０　無線回路基板
１１　ケーブル溝
１２　ケーブル溝底
１３　蓋
１４　同軸ケーブル
１５　ケーブル導出孔
１６　ケーブル導入孔
１７　外部アンテナ接続端子
１８　同軸ケーブル
１９　アンテナ
２０　凹部
２１　回路基板取り付け凹部
２２　蓋
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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