
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の筐体と、
前記第１の筐体に設けられるアンテナ素子と、
第２の筐体と、
前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回動自在に連結す ンジ部と、
前記第２の筐体内部に設けられ る回路基板と、
前記回路基板 給電部と
を備え

携帯無線機。
【請求項２】
請求項１記載の携帯無線機であって、
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るヒ
、グランドパターンを有す

上の無線回路に接続された
、

前記ヒンジ部は、導電性の金属で構成された第１ヒンジ部及び第２ヒンジ部と、前記第１
ヒンジ部と前記第２ヒンジ部とを電気的に接続すると共に、回動可能に支持する連結部と
を有し、
前記第１ヒンジ部は、前記第１の筐体に設けられ、前記アンテナ素子の前記ヒンジ部側の
端部に電気的に接続されており、
前記第２ヒンジ部は、前記第２の筐体に設けられ、前記回路基板上のグランドパターンと
所定の間隔を隔てて配置されかつ前記給電部に電気的に接続されており、
前記アンテナ素子及び前記ヒンジ部と、前記回路基板上のグランドパターンとがダイポー
ルアンテナとして動作することを特徴とする



前記ヒンジ部は、
第１ヒンジ部 との間に所定の容量性リアクタンスが発生するよう

に る携帯無線機。
【請求項３】
請求項１ないし 記載の携帯無線機であって、

携帯無線機。
【請求項４】

【請求項５】
請求項１ないし４ に記載 帯無線機であって、前記アンテナ素子が前記
第１の筐体の一部を構成する導電性フレームである携帯無線機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話等の携帯無線機に関し、特に筐体が折り畳み可能な構造を持つ携帯無
線機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、上述した折畳み可能な構造を持つ携帯無線機は、一般に上部筐体と下部筐体をヒン
ジ部で連結して開閉自在とする機構を有しており、開いた状態と閉じた状態の２つの状態
をとることができる。このような構造上の特徴から、開いて使用する状態（即ち開状態）
では閲覧できる表示画面を大型化でき、閉じて使用する状態（閉状態）ではコンパクトな
形状にできるという、高視認性と携帯容易性の２つの利点を有している。
【０００３】
折畳み可能な構造を持つ携帯無線機のアンテナとして、下部筐体に配設された突起型アン
テナ（例えば特許文献１参照）や、上部筐体に配設された突起型アンテナ（例えば特許文
献２参照）がある。これらの突起型アンテナには一般にヘリカルアンテナや伸縮式モノポ
ールアンテナが用いられており、いずれにおいてもアンテナの一部分を筐体から突起させ
ることで、携帯無線機を手で保持した使用状態でのアンテナ利得が高くできる利点を有し
ている。
【０００４】
一方、携帯無線機の上部筐体内部にアンテナ素子を配設して、ヒンジ部の内部を介してア
ンテナ素子に給電する給電線を備える構成を採ったものがある（例えば特許文献３または
特許文献４参照）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００２－２７０６６号公報（第８頁、図１）
【特許文献２】
特開２００１－４５１２３号公報（第３頁、図１）
【特許文献３】
特開２００１－１５６８９８号公報（第４頁、図１）
【特許文献４】
特開２００２－３３５１８０号公報（第３頁、図３）
【発明が解決しようとする課題】
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前記 と前記第２ヒンジ部
構成され

２に
前記第１の筐体に設けられる回路部品と前記回路基板とを接続するフレキシブルケーブル
を備え、前記第２ヒンジ部の、前記給電部が接続された位置から所定の間隔を隔てた位置
を、前記回路基板上のグランドパターンに接地した

請求項１ないし２に記載の携帯無線機であって、
前記第１の筐体に設けられる回路部品と前記回路基板とを接続するフレキシブルケーブル
を備え、前記第２ヒンジ部の、前記給電部が接続された位置から所定の間隔を隔てた位置
を、前記回路基板上のグランドパターンに、インピーダンス素子を介して接地することを
特徴とする携帯無線機。

のいずれか一項 の携



しかしながら、上述の突起型アンテナを備えた携帯無線機は、アンテナ部分が筐体から突
出しているため、使用者が服のポケット等から携帯無線機を取出すときに、アンテナ部が
ポケット等の一部に引っかかり、取出し難い場合があった。
【０００６】
一方、上部筐体内部にアンテナ素子を配設して、ヒンジ部の内部を介してアンテナ素子に
給電する給電線を備えた携帯無線機では、アンテナ部分が筐体から突出することはない。
しかしながら、給電線がヒンジ部内を通る構造であるために、給電線が、上部筐体内部の
表示素子等と下部筐体内部の制御回路との間の配線に使用する導電線による影響や、ヒン
ジ部による影響を受けて、アンテナ性能が劣化してしまう。また、給電線をヒンジ部に通
すための組立工数が増加し、さらに、上部筐体内部にアンテナ素子を内蔵する構造である
ために携帯無線機自体の薄型化が困難であるという事情もある。
【０００７】
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、高いアンテナ性能を確保できると
ともに、組立工数の削減ができる携帯無線機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明に係る携帯無線機は、第１の筐体と、前記第１の筐体
に設けられるアンテナ素子と、第２の筐体と、前記第１の筐体と前記第２の筐体とを回動
自在に連結するとともに、前記アンテナ素子と電気的に接続される導電性のヒンジ部と、
前記第２の筐体内部に設けられる回路基板と、前記回路基板から前記ヒンジ部に給電する
ための給電部とを備える。
【０００９】
上記構成によれば、ヒンジ部そのものを導電性としたので、給電線の代わりにヒンジ部を
給電経路に用いることが可能となり、給電線をヒンジ部に通すための工程が不要となり、
組立工数を削減することができる。また、給電線を備える携帯無線機では給電線がヒンジ
部内部で変形することによるアンテナ性能の劣化が生じたが、本発明に係る携帯無線機で
はそれを原理的に抑えることができるので、高いアンテナ性能を安定して確保することが
できる。
【００１０】
また、本発明に係る携帯無線機は、前記ヒンジ部は、前記アンテナ素子に電気的に接続さ
れた導電性の第１ヒンジ部と、前記給電部に電気的に接続された導電性の第２ヒンジ部と
、前記第１ヒンジ部と前記第２ヒンジ部とを電気的に接続すると共に、回動可能に支持す
る連結部とを有する。
【００１１】
この構成によれば、第１、第２ヒンジ部それぞれを導電性としたので、給電線を第１、第
２ヒンジ部に通すための工程が不要となり、組立工数を削減することができる。また、給
電線を備える携帯無線機では給電線が第１、第２ヒンジ部内部で変形することによるアン
テナ性能の劣化が生じたが、本発明に係る携帯無線機ではそれを原理的に抑えることがで
きるので、高いアンテナ性能を安定して確保することができる。
【００１２】
また、本発明に係る携帯無線機は、前記ヒンジ部は、前記アンテナ素子に電気的に接続さ
れた導電性の第１ヒンジ部と、前記第１ヒンジ部との間に所定の容量性リアクタンスが発
生するように配置されるとともに、前記給電部に電気的に接続された導電性の第２ヒンジ
部と、前記第１ヒンジ部と前記第２ヒンジ部とを回動可能に支持する連結部とを有する。
【００１３】
この構成によれば、第１ヒンジ部と第２ヒンジ部との間で容量リアクタンスが発生するの
で、これによってヒンジ部全体の給電インピーダンスを低くすることが可能となり、連結
部に導電性を有さないものを用いてもアンテナ性能を確保することができる。
【００１４】
また、本発明に係る携帯無線機は、複数の前記給電部が互いに離間して前記ヒンジ部に接
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続され、少なくとも一つの前記給電部が回路基板に接地される。
【００１５】
この構成によれば、組立工数を削減することができると共に高いアンテナ性能を安定して
確保することができる。さらに複数の離間配置された給電部を設け、そのうちの少なくと
も一つを回路基板に接地するようにしたので、第１の筐体と第２の筐体とを配線する接続
線の影響を低減させることが可能となり、高いアンテナ性能を確保することができる。
【００１６】
また、本発明に係る携帯無線機は、前記アンテナ素子が前記第１の筐体の一部を構成する
導電性フレームである。
【００１７】
この構成によれば、第１の筐体の一部を形成する導電性フレームをアンテナ素子として機
能させることで、携帯無線機の薄型化を実現することができる。
【００１８】
また、本発明に係る携帯無線機は、前記回路基板上にグランドパターンが形成され、前記
ヒンジ部と前記グランドパターンが所定の間隔を有して配置される。
【００１９】
この構成によれば、ヒンジ部と回路基板上のグランドパターンとの間隔を極力離すように
（例えば２ｍｍ以上）構成することで、高いアンテナ性能を確保することができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
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。
【００２１】
（第１の実施形態）
図１は、本発明の第１の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図であり、図２
は本発明の第１の実施形態を説明するための携帯無線機を示す側面図である。第１の実施
形態では、携帯無線機として、折畳型携帯電話機を例にとって説明する。
【００２２】
図１及び図２に示すように、携帯無線機１ａは、第１の筐体の一例としての上ケース１０
と、ヒンジ部１２ａによって上ケース１０と回動自在に連結された第２の筐体の一例とし
ての下ケース１１とを備え、ヒンジ部１２ａを中心として回動させることで開いた状態と
閉じた状態の２つの状態をとることができる。なお、上ケース１０と下ケース１１には絶
縁体である樹脂の成型品が用いられている。
【００２３】
上ケース１０のＸ方向側の面には、表示素子（例えば液晶ディスプレイ）１３が配置され
る。この表示素子１３が配置される面には、金属フレーム１４が装着されている。金属フ
レーム１４には、高い導電性を有し且つ軽量で強度が高い金属、例えばマグネシウム合金
が用いられる。この種の金属を用いることにより、薄型形状である上ケース９の強度を確
保できるとともに、金属フレーム１４をアンテナ素子として動作させることが可能となる
。なお、金属フレーム１４の長辺の長さＬ１は９０ｍｍ程度である。また、金属フレーム
１４の外装面には一般的に化粧用の塗装が施されるが、ここではその説明は省略する。
【００２４】
下ケース１１の内部には回路基板２１が設けられ、回路基板２１には、整合回路２２、無
線回路２３が配置される。また、整合回路２２には、給電端子２０が電気的に接続される
。
【００２５】
ヒンジ部１２ａは、上ケース１０に取付けられたヒンジ金具１５、下ケース１１に取付け
られたヒンジ金具１９、ヒンジ金具１５と、ヒンジ金具１９をそれぞれ回動自在に連結す
るための回転軸１８を有して構成される。尚、第１の実施形態において、ヒンジ金具１５
は第１ヒンジ部の、ヒンジ金具１９は第２ヒンジ部の、回転軸１８は連結部の一例として
、それぞれ説明する。
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【００２６】
金属フレーム１４の下側部分（－Ｚ方向）の左右（±Ｙ方向）両側にはそれぞれ上ケース
１０に取付けるためのネジ穴が開けられており、またヒンジ金具１５にも金属フレーム１
４に開けられた２つのネジ穴と対応する位置にネジ穴が開けられている。取付けネジ１６
は、金属フレーム１４とヒンジ金具１５のネジ穴を介して、上ケース１０のネジ穴部１７
に取付けられる。この構成により、金属フレーム１４とヒンジ金具１５とが電気的に接続
されるとともに、上ケース１０、ヒンジ金具１５及び金属フレーム１４とが機械的に固定
される。
【００２７】
ヒンジ金具１５は、さらに回転軸１８を介してヒンジ金具１９と回動自在に連結される。
ヒンジ金具１５、ヒンジ金具１９及び回転軸１８は導電性の金属で形成されており、それ
ぞれの間の接触点において電気的に導通する
【００２８】
ヒンジ金具１９の左右両側（±Ｙ方向）にはそれぞれ下ケース１１に取付けるためのネジ
穴が開けられており、また、給電端子２０にも、ネジ穴が開けられている。取付けネジ２
４ａは、ヒンジ金具１９の一方のネジ穴を介して、下ケース１１のネジ穴部に取付けられ
る。取付けネジ２４ｂは、ヒンジ金具１９の他方のネジ穴及び給電端子２０のネジ穴を介
して、下ケース１１のネジ穴部２９に取付けられる。この構成により、ヒンジ金具１９と
給電端子２０とが電気的に接続されるとともに、下ケース１１、ヒンジ金具１９及び給電
端子２０とが機械的に固定される。給電端子２０は、下ケース１１の内部に配置された回
路基板２１上の整合回路２２に、例えばバネ接触や半田付けにより接続される。整合回路
２２は、回路基板２１上の無線回路２３と接続される。回路基板２１は、携帯無線機１ａ
の各種機能を実現する回路部品が実装されたプリント基板であり、そのほぼ全面に回路の
接地電位となるグランドパターン（図示略）が形成されている。
【００２９】
上記の構成により、金属フレーム１４及びヒンジ部１２ａと、回路基板２１上のグランド
パターンとが、ダイポールアンテナとして動作する。このとき、金属フレーム１４とヒン
ジ部１２ａとが長さＬ２（例えば、１１０ｍｍ）の第１のアンテナ素子として動作し、整
合回路１１がその第１のアンテナ素子のインピーダンスを無線回路２３の入力インピーダ
ンス（例えば、５０Ω）に整合させる。一方、長さがＬ３（例えば、９０ｍｍ）である回
路基板２１上のグランドパターンが第２のアンテナ素子として動作する。ここで、ヒンジ
金具１９と回路基板２１上のグランドパターンとの間隔Ｇを極力離すように（例えば２ｍ
ｍ以上、又は携帯無線機が８００ＭＨｚで使用される場合はλ／２０以上）構成すること
がアンテナ性能上望ましい。このようにアンテナが構成された携帯無線機では、自由空間
中においても、使用者が手で保持して使用する状態においても高いアンテナ性能が得られ
る。
【００３０】
なお、第１の実施形態においては、ヒンジ金具１５とヒンジ金具１９を回転軸１８で電気
的に接触させることにより、ヒンジ部１２ａの電気的導通を確保している。しかしながら
、例えば回転軸１８が非導電性の材質であっても、またはヒンジ金具１５とヒンジ金具１
９との電気的接触を確保できない構成であってもよい。この場合、ヒンジ金具１５とヒン
ジ金具１９との対向面積を広く確保することによって容量結合させてヒンジ部１２ａ全体
の給電インピーダンスを低くすることにより、高いアンテナ性能を確保することが可能で
ある。すなわち、ヒンジ金具１５とヒンジ金具１９との間で、所定の容量性リアクタンス
を発生させるようにヒンジ金具１５、１９を配置することで、高いアンテナ性能を確保す
ることが可能となる。
【００３１】
また、第１の実施形態においては、金属フレーム１４、ヒンジ金具１５、ヒンジ金具１９
又は給電端子２０を別の構成要素として説明しているが、各構成要素のうちいくつかを一
体成形した場合においても同様の効果が得られる。
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【００３２】
また、第１の実施形態においては、アンテナ素子を金属フレーム１４で構成しているが、
樹脂製の上ケース１０の内部に配設された導体板やプリント基板上の印刷パターンでアン
テナ素子を形成した場合においても、給電線を使用しないことによる効果を得ることがで
きる。
【００３３】
このような本発明の第１の実施形態の携帯無線機によれば、ヒンジ部内を通る給電線を使
用せず、上ケース１０と下ケース１１とを機械的に支持するヒンジ部１２ａを介してアン
テナに給電することができるので、給電線をヒンジ部に通す組立工程が不要となり、組立
工数の削減が可能となる。また、給電線を用いた携帯無線機では、給電線がヒンジ部内部
で変形することによるアンテナ性能の劣化が生じたが、第１の実施形態の携帯無線機では
それを原理的に抑えることができるので、高いアンテナ性能を安定して確保することが可
能となる。
【００３４】
また、第１の実施形態の携帯無線機１ａでは、上ケース１０の一部を形成する金属フレー
ム１４をアンテナ素子として機能させるようにしているので、携帯無線機の薄型化を実現
することが可能となる。
【００３５】
（第２の実施形態）
図３は、本発明に係る第２の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図である。
なお、図３において、第１の実施形態で説明した図１と重複する部分には同一の符号を付
して説明を省略する。
【００３６】
図３に示すように、携帯無線機１ｂのヒンジ部１２ｂは、上ケース１０及び導電フレーム
１４に取付けられるヒンジ金具１５ａ及び１５ｂ、ヒンジ金具１５ａ及び１５ｂとそれぞ
れ回動可能に接続される回転軸１８ａ及び１８ｂ、回転軸１８ａ及び１８ｂと回動可能に
接続されるヒンジ金具１９ａ、１９ｂを有して構成される。ヒンジ金具１９ａは、給電端
子２５に接続され、給電端子２５は回路基板２１上のグランドパターンに接地されている
。ヒンジ金具１９ｂは、第１の実施形態と同様に、給電端子２０、整合回路２２を介して
無線回路２３に接続されている。
【００３７】
図３において、第２の実施形態の携帯無線機１ｂは、図１におけるヒンジ金具１５及びヒ
ンジ金具１９を左右（Ｙ方向、－Ｙ方向）に分割するように構成したものである。すなわ
ち、ヒンジ金具１５をヒンジ金具１５ａとヒンジ金具１５ｂに分割し、ヒンジ金具１９を
ヒンジ金具１９ａとヒンジ金具１９ｂに分割している。ヒンジ金具１５ｂとヒンジ金具１
９ｂとが回転軸１８ｂによって連結され、ヒンジ金具１５ａとヒンジ金具１９ａとが回転
軸１８ａにより連結される。これらの回転軸１８ａ，１８ｂが回動可能な機械的支持機能
と電気的な導通機能とを併せ持つことは第１の実施形態と同様である。整合回路２２から
給電端子２０を介してヒンジ金具１９ｂに給電が行われ、これにより金属フレーム１４の
Ｙ方向端側が給電されることになる。
【００３８】
また、図３では、フレキシブルケーブル２６と接続コネクタ２８を示している。フレキシ
ブルケーブル２６は、上ケース１０に配置される表示素子１３等の回路部品と回路基板２
１に設けられた制御回路（図示略）との接続を行うための配線材であり、その片端が接続
コネクタ２８を介して回路基板２１に接続され、他端がヒンジ部１２ｂ内部を介して表示
素子１３に接続される。このフレキシブルケーブル２６は、表示素子１３に近接して上ケ
ース１０に装着されている金属フレーム１４と、回路基板２１との間に一定のインピーダ
ンスを挿入するよう動作するため、金属フレーム１４、ヒンジ部１２ｂ及び回路基板２１
から構成されるアンテナの性能を劣化させることになる。また、フレキシブルケーブル２
６はヒンジ部１２ｂの回動機構に対応できるように柔軟性を有しているため、その配置位
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置が安定せず、アンテナ性能に変動を及ぼしてしまう。
【００３９】
しかるに、第２の実施形態の携帯無線機１ｂでは、ヒンジ金具１９ａが、給電端子２５を
介して回路基板２１上のグランドパターンの接地点２７に接地されている。この構成によ
り、フレキシブルケーブル２６の存在によって挿入されるインピーダンスを相殺するよう
にしている。これによりアンテナ性能の劣化が抑えられる。
【００４０】
なお、第２の実施形態においては、ヒンジ金具を左右に分割した構成としているが、例え
ばヒンジ金具１５ａとヒンジ金具１５ｂとが一体に構成される場合であっても、金属フレ
ーム１４における整合回路２２に給電される位置と回路基板２１上のグランドパターンに
接地される位置とが一定の間隔が隔てられるように構成されれば同様な効果が得られる。
【００４１】
また、第２の実施形態において、ヒンジ金具１９ａ、１９ｂと回路基板２１上のグランド
パターンとの間隔Ｇを極力離すように（例えば２ｍｍ以上）構成することがアンテナ性能
上望ましい。
【００４２】
また、第２の実施形態において、ヒンジ金具１５ａ及び１５ｂとヒンジ金具１９ａ及び１
９ｂをそれぞれ回転軸１８ａ、１８ｂで電気的に接触させることによりヒンジ部１２ｂの
電気的導通を確保している。しかしながら、例えば回転軸１８ａ、１８ｂが非導電性の材
質であっても、またはヒンジ金具１５ａ、１５ｂやヒンジ金具１９ａ、１９ｂとの電気的
接触を確保できない構成であってもよい。この場合、ヒンジ金具１５ａ、１５ｂとヒンジ
金具１９ａ、１９ｂとの対向面積を広く確保することによって容量結合させてヒンジ部１
２ｂ全体の給電インピーダンスを低くすることにより、高いアンテナ性能を確保すること
が可能である。すなわち、ヒンジ金具１５ａ、１５ｂとヒンジ金具１９ａ、１９ｂとの間
で、所定の容量性リアクタンスを発生させるように構成することで、高いアンテナ性能を
確保することが可能となる。
【００４３】
このような本発明の第２の実施形態の携帯無線機１ｂによれば、金属フレーム１４の整合
回路２２が接続される場所と離間した場所において、金属フレーム１４と回路基板２１上
のグランドパターンを電気的に接続することで、フレキシブルケーブル２６によって起因
するアンテナ性能の劣化を抑え、高いアンテナ性能を安定して確保することができる。
【００４４】
（第３の実施形態）
図４は、本発明に係る第３の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図である。
なお、図４において、第２の実施形態で説明した図３と重複する部分には同一の符号を付
して説明を省略する。
【００４５】
図４に示すように、第３の実施形態の携帯無線機１ｃは、回路基板２１に接地されたイン
ピーダンス素子３１、回路基板２１に設けられた接地点２７、一端が給電端子２５に接続
され、他端がインピーダンス素子３１及び接地点２７のいずれか一方を接続されるように
切替えるスイッチ３０、及びスイッチ３０を制御する制御回路３２を備える。
【００４６】
すなわち、携帯無線機１ｃは、図３における給電端子２５と接地点２７との間にスイッチ
３０を挿入して、給電端子２５を回路基板２１上のグランドパターンに直接接地するか又
はインピーダンス素子３１を介して接地するかを選択できるように構成されている。ここ
で、スイッチ３０は、例えばＦＥＴやＰＩＮダイオードで構成される高周波スイッチであ
る。
【００４７】
次に、上記のように構成された携帯無線機１ｃの動作周波数帯域が、８００ＭＨｚ帯と１
．５ＧＨｚ帯の２つの帯域であると仮定してアンテナ動作の説明を行う。異なる２つの動
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作周波数帯域に対応する場合、フレキシブルケーブル２６により挿入されるインピーダン
スの値は周波数特性を有しており８００ＭＨｚ帯と１．５ＧＨｚ帯で異なる値となる。
【００４８】
そこで第３の実施形態においては、制御回路３２によって無線回路２３が動作している周
波数帯域を判定し、その判定結果に応じてスイッチ３０を制御するように構成している。
例えば、動作周波数が８００ＭＨｚ帯の場合はスイッチ３０を接点ｂ、即ち接地点２７側
に接続し、動作周波数が１．５ＧＨｚ帯の場合はスイッチ３０を接点ａ、即ちインピーダ
ンス素子３１側に接続するよう動作させる。
【００４９】
ここで、インピーダンス素子３１を１．５ＧＨｚ帯におけるアンテナ性能が高くなるよう
に適切に設定しておけば、両周波数帯域において高いアンテナ性能が得られる。より望ま
しくは、スイッチ３０に異なる２つインピーダンス素子を接続して、両インピーダンス素
子の値を両周波数帯域に対して適切に設定することでさらに高いアンテナ性能が得られる
。なお、インピーダンス値を変化させる手段として、スイッチを設けてインピーダンスを
選択する代わりに、例えばバラクターダイオードのような可変リアクタンス素子を用いて
も同様の効果が得られる。
【００５０】
なお、第３の実施形態では、動作周波数帯域を検出してそれに連動してインピーダンス値
を切替えるように説明したが、例えば制御回路３２が無線回路２３の受信信号レベルを検
出して、この受信信号レベルが常に高くなるようにインピーダンスを設定するように構成
すれば、さらに安定したアンテナ性能が得られる。
【００５１】
また、第３の実施形態において、ヒンジ金具１９ａ、１９ｂと回路基板２１上のグランド
パターンとの間隔Ｇを極力離すように（例えば２ｍｍ以上）構成することがアンテナ性能
上望ましい。
【００５２】
また、第３の実施形態において、ヒンジ金具１５ａ及び１５ｂとヒンジ金具１９ａ及び１
９ｂをそれぞれ回転軸１８ａ、１８ｂで電気的に接触させることによりヒンジ部１２ｂの
電気的導通を確保している。しかしながら、例えば回転軸１８ａ、１８ｂが樹脂等の非導
電性の材質であっても、またはヒンジ金具１５ａ、１５ｂやヒンジ金具１９ａ、１９ｂと
の電気的接触を確保できない構成であってもよい。この場合、ヒンジ金具１５ａ、１５ｂ
とヒンジ金具１９ａ、１９ｂとの対向面積を広く確保することによって容量結合させてヒ
ンジ部１２ｂ全体の給電インピーダンスを低くすることにより、高いアンテナ性能を確保
することが可能である。すなわち、ヒンジ金具１５ａ、１５ｂとヒンジ金具１９ａ、１９
ｂとの間で、所定の容量性リアクタンスを発生させるように構成することで、高いアンテ
ナ性能を確保することが可能となる。
【００５３】
このような本発明の第３の実施形態の携帯無線機１ｃによれば、金属フレーム１４の整合
回路２２が接続される場所と離間した場所において、金属フレーム１４と回路基板２１上
のグランドパターンとの間のインピーダンスを変化させてグランドパターンに接地するこ
とで、フレキシブルケーブル２６によって起因するアンテナ性能の劣化を抑え、高いアン
テナ性能を安定して確保することができる。
【００５４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る携帯無線機によれば、高いアンテナ性能を確保できる
とともに、組立工数を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図
【図２】本発明の第１の実施形態を説明するための携帯無線機を示す側面図
【図３】本発明の第２の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図
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【図４】本発明の第３の実施形態を説明するための携帯無線機を示す正面図
【符号の説明】
１０　上ケース
１１　下ケース
１２ａ、１２ｂ　ヒンジ部
１３　表示素子
１４　金属フレーム
１５、１５ａ、１５ｂ、１９、１９ａ、１９ｂ　ヒンジ金具
１６、２４ａ、２４ｂ　取付けネジ
１７　ネジ穴部
１８、１８ａ、１８ｂ　回転軸
２０、２５　給電端子
２１　回路基板
２２　整合回路
２３　無線回路
２６　フレキシブルケーブル
２７　接地点
２８　接続コネクタ
２９　ネジ穴部
３０　スイッチ
３１　インピーダンス素子
３２　制御回路
【要約】
【課題】高いアンテナ性能を確保するとともに、組立工数が削減できる携帯無線機を提供
すること。
【解決手段】上ケース１０に装着された導電性の金属フレーム１４と、ヒンジ金具１５と
を電気的に接続し、ヒンジ金具１５とヒンジ金具１９とを回転軸１８により回動可能なよ
うに連結する。ヒンジ金具１５、ヒンジ金具１９及び回転軸１８を導電性の金属で形成し
て、それぞれの間の接触点において電気的に導通するように構成する。さらにヒンジ金具
１９を、給電端子２０を介して回路基板２１上の整合回路２２に接続する。
【選択図】　図１
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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