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(54) Ti e: PORTABLE RADIO APPARATUS

(54) 発明の名称 携帯無線機器

(57) Abstract: Provided is a small and cheap portable radio apparatus of a
simple structure capable of exhibiting high broadband antenna performance
and soaking effect, and lowering the peak temperature of the chassis surface.
A portable radio apparatus comprises an upper chassis (1), a lower chassis
(2), a hinge (3) for pivotally coupling the upper chassis (1) and the lower
chassis (2), an antenna element (14) and a first circuit board (13) both pro
vided in the upper chassis (1), and a second circuit board (23) provided in
the lower chassis (2) with a power feeder (24) and a ground pattern. The an

tenna element (14) is formed of graphite. The hinge (3) has a rotational shaft
(31) made of conductive metal for pivotally coupling the upper chassis (1)
and the lower chassis (2). The rotational shaft (31) is spatially coupled with
the antenna element (14) at a predetermined distance and electrically con
nected to the power feeder (24) while spaced apart from the ground pattern
on the second circuit board (23). The antenna element (14), the rotational
shaft (31), and the ground pattern on the second circuit board (23) serve as
the antenna.

(57) 要約 簡易的な構成のもので、広帯域に亙 り高いアンテナ性
能を発揮することができるとともに、均熱効果をもたらすること
ができ、延いては僅体表面のピーク温度を低下させることができ
る携帯無線機器を小型かつ安価に提供する。上僅体 と、下僅体
と、上僅体 と下僅体 とを回動可能に連結するヒンジ I5 3 と、

上僅体 に設けたアンテナ素子 1 4 及び第 回路基板 3 と、下
僅体 内に設け、給電 I5 2 4 及 びグラ ン ドパターンを有する第
回路基板 2 3 とを備え、アンテナ素子 4 はグラファイ トで形

成 してあるとともに、ヒンジ I5 3 は上僅体 1 と下僅体 2 を回動可
能に連結する導電性金属の回転軸 3 1 を備え、回転軸 3 1は、ア
ンテナ素子 1 4 と所定の間隔を隔てて空間的に結合 しているとと
もに、第 2 回路基板± 2 3 のグラン ドパターンから離間した状態
で給電 I5 2 4 と電気的に接続配置し、アンテナ素子 1 4 と、回転
軸 3 1 と、第 2 回路基板 2 3 ± のグラン ドパターンとは、アンテ
ナとして動作する。
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技術分野

０００1 本発明は、携帯電話機 P S (Pe sona Handyphone s em) P (Pe s

o na D g a Ass s an ) などの携帯無線機器に係り、特に2つの箇体が連結部を介し

て、開閉、スライド、若しくは回転可能な状態で連結された携帯無線機器に関するも

のである。

背景技術

０００2 近時、携帯無線機器の一種である携帯電話機が広く普及している。この携帯電話

機には、各種さまざまなタイプのものが開発されており、例えば、使用しないときに上

下の箇体を折畳んで携帯性を高めることができる、コンパクトな折畳式などが広く知ら

れている。また、これ以外にも、例えば、一方の箇体を回転させてもぅ一方の箇体と重

ね合わせることができるリボルバ式や、スライドさせて2つの箇体を重ね合わせること

ができるスライド式なども知られている (以上、これらをまとめて、「折畳式等の携帯電

話機」とよぶ) 。

０００3 ところで、このよぅな折畳式等の携帯電話機などにあっては、小型ィビと多機能ィビが

進んでいるが、特に近年の傾向として、デザイシ性向上のためアンテナの内蔵ィビが

進んでいる。

０００4 このよぅなアンテナの内蔵ィビの一例として、例えば、以下のよぅな折畳式携帯電話

機が知られている。即ち、この折畳式携帯電話機は、アンテナ素子を設けた第 箇体

と、ヒンジ部で第 箇体と回動可能に連結され、内部にグランドパターン及び給電部

を有する回路基板を設けた第2箇体とを備えたものであって、ヒンジ部には、第 箇体

及び第2箇体を回動可能に連結する導電位の金属で構成される回転軸を備えており

、この回転軸が、第2箇体に設置され、アンテナ素子と所定の間隔を隔てることで空

間的に結合されている。更に、この回転軸は、回路基板上のグランドパターンから離

れた状態でヒンジ部に配置されて給電部と電気的に接続されており、給電時には、ア

ンテナ素子と、回転軸と、回路基板上のグランドパターンが、アンテナとして動作する



構造となっている。

０００5 ところで、このょぅな折畳式等の携帯電話機を含む各種携帯電話機にあっては、小

型ィヒ、多機能ィビが進むに従い、箇体内部の電子部品などから発生するジュール熱な

どのために、携帯電話機 (箇体)の表面温度の上昇が問題となってきている。そこで、

この携帯電話機のょぅな電子機器において、発熱部品の放熱手段として、例えばグ

ラファイトシートに発熱部品を搭載させ、発熱部品からの熱をグラファイトシートに効

率的に伝導させて放熱させる構成のものが提案されている (例えば、特許文献 参照

０００6 特許文献1 特開2００3 88323号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００7 ところで、特許文献 に記載のょぅな構成のものでは、例えば単純に熱源となる発熱

部品を納めた箇体の内側にグラファイトシートを挟むょぅな構成とすると、それとは別

のアンテナ素子が必要となる。その結果、アンテナ素子分のコストが上昇し、また構

成にょってはセットサイズが大きくなってしまぅ。

０００8 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、簡易的な構成のもので、広帯域に

亙り高いアンテナ性能を発揮することができるとともに、均熱効果をもたらすることが

でき、箇体表面のピーク温度を低下させることができる携帯無線機器を、小型かつ安

価に提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００9 本発明の携帯無線機器は、第 箇体と、第2箇体と、前記第 箇体と前記第2箇体と

を回動可能に連結するヒンジ部と、前記第 箇体に設けたアンテナ素子及び回路基

板と、前記第2箇体内に設け、給電部おょびグランドパターンを有する回路基板と、

を備え、前記アンテナ素子は、熱伝導率が面方向に大きく厚さ方向に小さな異方性

の熱伝導率を有するとともにある程度の導電性を有する、熱分散性導電体を用いて

形成しているとともに、前記ヒンジ部は、前記第 箇体と前記第2箇体を回動可能に

連結する導電性金属の回転軸を備え、前記回転軸は、前記熱分散性導電体を用い

たアンテナ素子と所定の間隔を隔てて空間的に結合または電気的に接続していると



ともに、前記第2箇体内の前記回路基板上のグランドパターンから離間した状態で前

記給電部と電気的に接続し、前記アンテナ素子と、前記回転軸と、前記第2箇体内

の前記回路基板上のグランドパターンは、アンテナとして動作するものである。

００1０ また、本発明の携帯無線機器は、前記熱分散性導電体を用いたアンテナ素子およ

び前記回転軸が、互い対向する相手との間隔または重なり合ぅ面積を変ィビさせること

により、アンテナ特性を調整するよぅに構成したものである。

００11 また、本発明の携帯無線機器は、前記アンテナ素子が、前記第 箇体内に埋め込

んであるものである。

００12 また、本発明の携帯無線機器は、前記アンテナ素子が、前記回転軸との間を金属

性のバネで接触させて電気的に接続してあるものである。

００13 また、本発明の携帯無線機器は、前記アンテナ素子の接点が、前記回転軸と接続

する端部を略コの字型の板金でかしめて構成したものである。

００14 また、本発明の携帯無線機器は、前記熱分散性導電体にグラファイトを用いてある

発明の効果

００15 本発明によれば、簡易的な構造であっても、広帯域に亙って高いアンテナ性能を

有し、しかも、均熱効果により箇体表面のピーク温度を低下させることが可能となる携

帯無線機器を提供できる。

００16 図 本発明の第 の実施形態に係る折畳式携帯無線機の外観構成を示す斜視図

図2 第 の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成を示す背

面図

図3 第 の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成を示す側

面図

図4 本発明の第2の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成

を示す背面図

図5 第2の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成を示す側



図6 本発明の第3の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成

を示す背面図

図7 第3の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成を示す側

面図

図8 第3の実施形態に係る導電性プレートの接点部分の構造を示す側断面図

図9 本発明の第4の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成

を示す背面図

図1０第4の実施形態に係る折畳式携帯無線機を開いた状態のときの構成を示す側

面図

図11 本発明の携帯無線機器に係るリボルバ式携帯無線機を伸長させたときの構成

を示す斜視図

符号の説明

上箇体 (第 箇体または第2箇体)

上カバー

上ケース

皿 表示部

2 レシーバ

3 第 回路基板

4 25 導電性プレート(グラファイト 熱分散性導電体)

4 両面テープ

42 板金 (接点 )

5 24 給電点

2 下箇体 (第2箇体または第 箇体)

2 下カバー

2 下ケース

2 操作部

22 マイク

23 第2回路基板



3 ヒンジ部

3 回転軸

3 バネ、

4 接続線

発明を実施するための最良の形態

００18 以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。

(第 の実施形態)

図 乃至図3は、本発明の第 の実施形態に係る携帯無線機を示すものであり、こ

の携帯無線機は、例えば非導電性の S樹脂で形成された、(第 箇体である)ｱ
箇体 及び (第2箇体である) 箇体2と、この上箇体 と下箇体2を開閉可能な状態

で連結させる、例えば S樹脂で形成されたヒンジ部3とを備えている。

００19 上箇体 は、上カバー および上ケース (図3参照)で構成されており、液品表

示装置等からなる表示部皿と、レシーバ 2等が設けられている。また、この上箇体

の内部には、いずれも図示しないが、少なくとも、無線回路、制御回路、情報処理回

路等のいずれかを備えているため、これら電子部品が動作する際にジュール熱を発

生しており、箇体の表面温度を上昇させる原因 (熱源) となっている。そこで、本実施

形態では、特に上ケース の内側に、熱伝導率が面方向に大きく厚さ方向に小さな

異方性の熱伝導率を有するとともにある程度の導電性を有するにこでは、これを「熱

分散性導電体」とよぶ)グラファイトで構成された導電性プレート 4が設置されてレめ

００2０ 一方、下箇体2は、下カバー2 および下ケース2 (図3参照)で構成されており、

複数の操作キーボタンを有する操作部2 と、マイク22等が設けられている。また、こ

の下箇体2の内部には、いずれも図示しないが、無線回路と、制御回路、情報処理

回路等を備えているため、上箇体 の場合と同様に、これら電子部品が動作する際

にジュール熱を発生しており、箇体の表面温度を上昇させる原因 (熱源) となっている

。このため、前述のグラファイトで構成された導電性プレート 4の一端部側がヒンジ部

3まで延在されており、図3に示すよぅに、上、下箇体 、2を開いているときには、下

箇体2側からの熱をこの導電性プレート 4に熱伝導させることが可能になっている。



００2 1 図2は、第 の実施形態における主要な構成要素を模式的に表した背面図であり、

回路基板、回転軸等の配置関係が示されている。

上箇体 には、第 回路基板 3が、下箇体2には第2回路基板23がそれぞれ収納

されており、この第 回路基板 3及び第2回路基板23がフレキシブルな接続線 (例

えば、 PC基板など) 4 によって電気的に接続されている。また、上箇体皿および

下箇体2を開閉可能に連結するため、前述したよぅに双方の上、下箇体 、2の間をヒ

ンジ部3で連結しているが、このヒンジ部3の外側面を構成するヒンジ部3の外側本体

は、非導電性 S樹脂によって、上箇体 (又は下箇体2) と一体的に形成されてい
る。そして、ヒンジ部3の外側本体の内部には、導電性の金属で構成された断面円形

状 (円柱形状)の回転軸3 が設けられている。

００22 この回転軸3 は、一端が第2回路基板23の給電点 (給電部) 24に電気的に接続さ

れており、前述した導電性プレート 4と所定の間隔を隔てて配置されている。ここで、

グラファイトで構成された導電性プレート 4と回転軸3 とが重なる部分については、

断面略円形状 (円柱形状)の回転軸3 と立体的に (3次元的に)近接対向させた状

態で配設できるよぅにするため、導電性プレート 4の形状を、回転軸3 の外周に沿

って略円弧状に屈曲した形状とすることが望ま 、。このよぅな構成とすることにより、

導電性プレート 4と回転軸3 とが互いに対向近接し、給電時に容量結合される。ま

た、図2に示すよぅに、回転軸3 は、第2回路基板23上のグランドパターンから離れ

た状態 (距離 を保つ)でヒンジ部3に配置されている。

００23 次に、導電性プレート 4であるグラファイトについて、物性的に説明する。

このグラファイト(石墨、黒鉛) は、炭素から成る元素鉱物 (炭素の同位体)であり、結

品学的な構造は、六方品系、六角板状結品である。即ち、その構造は、亀の甲状の

層状物質であって、層毎の面内は、強い共有結合で炭素間が繋がっていて剥がれ

難いが、層と層の間 (面間) は、弱いファンデルワールスカで結合している。そのため

、層状に剥がれる。熱伝導率は、同一結品面では銅と比較し2～4倍優れているが、

面間 (厚き方向では結品面方向に比べ、その ００程度になる。また、電子状態

は半金属的である。すなわち、金属より電気伝導度 (電気伝導率) は低い。

００24 そこで、本発明では、上記のよぅな特徴を有するグラファイトの特殊な熱伝送性を利



用し、結品方向と平行 (水平) になるよぅな状態で、熱源と構造物 (箇体 ) との間にその

グラファイトを配置することにより、熱源からのジュール熱を専ら水平方向 (箇体の面

方向) に拡散させることで、構造物 (箇体 ) 表面のピーク温度を下げ、表面を均熱ィビす

ることが可能である。

００2 5 前述したよぅに、このグラファイトは、電気伝導度 (電気伝導率) が銅に比べ低いが、

アンテナ素子として十分な特性を確保できるため、導電性プレート 4 として用いてい
る。

００2 6 なお、本実施形態の携帯無線機では、例えばG S (G oba s ems 肪 Mob e C o

m m n ca ons) 方式の携帯電話システムの使用周波数を、9００ z 8００ z

9００ z付近に設定してあるが、もちろん、本発明の携帯無線機器では、設計条

件を適宜変更することにより、他の通信方式、他の周波数などにおいても適用可能で

ある。

００2 7 上記のよぅに構成された本実施形態の携帯無線機によれば、給電時に、回転軸3

と第2回路基板 2 3のグランドパターンとが、例えば共振周波数が 2０００ z付近に

設定された ( 几 4)系モノポールアンテナとして動作する。このよぅな構成の本実施

形態の場合、給電点 2 4から回転軸3 を含めた全長が2０００ zの約 ( 4)波長

の電気長を有している。

００2 8 また、本実施形態の携帯無線機では、給電時に、回転軸3 と第2 回路基板 2 3のグ

ランドパターンとで構成された( 4)波長のモノポールアンテナに、グラファイトで構

成された導電性プレート 4を空間的に容量結合させることで、グラファイトで構成され

た導電性プレート 4 と、回転軸3 と、第2回路基板 2 3のグランドパターンとが、例え

ば共振周波数9００ z付近に設定された( 几 2)系ダイポールアンテナとして動

作する。その場合、グラファイトで構成された導電性プレート 4の長手方向の長さが

9００ zの約 ( 2)波長の電気長を有している。従って、グラファイトで構成され

た導電性プレート 4 はアンテナ素子を構成することができる。

なお、ここで、回転軸3 とグラファイトで構成された導電性プレート 4 とが空間的に

容量結合されるとは、所定の周波数下における給電時に、回転軸3 とグラファイトで

構成された導電性プレート 4れづ二つの導体が、一体のコンデンサのよぅにふるま



うことをいう。また、給電時において回転軸3 とグラファイトで構成された導電性プレ

ート 4との間でこのような配置関係が成立するならば、非給電時にも、回転軸3 は、

グラファイトで構成された導電性プレート 4と所定の間隔を隔てて空間的に結合され

ている、とレづことができる。

００29 また、本実施形態によれば、回転軸3 とグラファイトで構成された導電性プレート

4とに対して、対向近接している部分の面積や間隔などの物理的な構造条件を適宜

に選択することにより、静電容量値を最適ィビすれば、広帯域に亙って良好なアンテ

ナ特性を得ることが可能となる。

００3０ また、本実施形態によれば、グラファイトで構成された導電性プレート 4が上ケース

の内側に配置してあるので、第 回路基板 3上の熱源、つまり上箇体 内部の第

回路基板 3に実装された各種の電子部品などからの熱が拡散され、上ケース

の表面のビーク温度を下げることが可能となる。

００3 1 このグラファイトは、物理的な構造上、層間が剥がれやすいため、アンテナ素子とし

て使用する場合には、物理的に接触させることなく回転軸3 と空間的に容量結合さ

せることで、グラファイト自体の強度の脆弱さを気にすることなく、電気的な接続が可

能となるため、実用上有効である。

００32 なお、グラファイトで構成された導電性プレート 4の形状は、本実施形態のように上

箇体 のほぼ全面にわたって形成しても良いし、例えばサブ C の設置を考慮して

その部品の配置に対応した領域、例えば中央部などに穴を空けた構成であっても良

い。また、この導電性プレート 4を、上箇体 内に埋めて一体ィビさせても良い。このよ

うに、導電性プレート 4を上箇体 内に一体に埋め込むには、例えば導電性プレー

ト 4を予めキヤビティ内部にセットしておいてから射出成形などにより箇体を形成する

、周知のインサート成形などを行えばよい。

００33 なお、本実施形態において、グラファイトで構成された導電性プレート 4は、第 回

路基板 3のグランドと接点を取る構成としても良い。

００34 なお、本発明の携帯無線機器では、回転軸3 は、導電性のものであれば特に本

実施形態のような円柱構造でなくても、同様の効果が得られる。

００35 上述したように、本実施形態の携帯無線機では、回転軸3 を、上、下箇体 、2を



開閉可能とする機能とアンテナェレメントとしての機能とを共用させ、かつ、グラファイ

トで形成した導電性プレート 4と所定の間隔を隔てて容量結合させた構造を有して

いる。従って、簡易的な構造であるが、広帯域に亙って良好なアンテナ特性を得るこ

とが可能となる。また、導電性プレート 4をグラファイトで構成することで、均熱効果を

もたらし、箇体表面ピーク温度を低下させることが可能となる。

００36 (第2の実施形態)

次に、本発明の第2の実施形態について説明する。なお、図4および図5において

、図2および図3に示す符号と同一の符号を付するものは、同一の構成要素を示して

おり、その詳細な説明を省略する。

００37 図4および図5は、本発明に係る第2の実施形態の携帯無線機を示す背面図およ

び側面図である。この図4および図5に示す本実施形態の携帯無線機は、上箇体 (

本実施形態では第2箇体を構成する) と下箇体 (本実施形態では第 箇体を構成す

る) 2とがヒンジ部3によって連結されており、下箇体2が回転軸3 によって開閉可能

とする構成は、第 の実施形態の図2および図3の回転軸3 と同様である。

即ち、この回転軸3 は、一端がグランドパターン及び給電部 5を有する第 回路

基板 3の給電点 (給電部) に電気的に接続されている。また、この回転軸3 は、図4

に示すよぅに、第 回路基板 3上のグランドパターンから離れた状態 (距離 を保ち)

でヒンジ部3に配置されている。

一方、グラファイトで構成された導電性プレート25が、下ケース2 の内側に設けら

れており、回転軸3 と所定の間隔を隔てて配置されている。

従って、このよぅな構造により、グラファイトで構成された導電性プレート25と回転軸

3 とが、給電時に容量結合される。

００38 これにより、本実施形態によれば、第 の実施形態と同様に、上箇体 と下箇体2を

開閉可能とする導電性の回転軸3 が ( 几 4)系のモノポールアンテナとして動作し

、グラファイトで構成された導電性プレート25と、回転軸3 と、第 回路基板 3のグラ

ンドパターンとが、( 几 2)系のダイポールアンテナとして動作する。つまり、これらの

相互作用により、広帯域に亙って良好なアンテナ性能が確保される。

００39 また、特に、本実施形態によれば、グラファイトで構成された導電性プレート25が下



ケース2 の内側に配置されることにより、第2回路基板23の熱源からの熱、つまり第

2回路基板23に実装された各種の電子部品から発生するジュール熱が拡散され、下

ケース2 の表面のビーク温度を下げることが可能となる。

００4０ (第3の実施形態)

次に、本発明の第3の実施形態について説明する。なお、図6乃至図8において、

図2および図3に示す符号と同一の符号を付するものは同一の構成要素を示してお
り、その詳細な説明を省略する。

００41 図6、図7および図8は、本発明に係る第3の実施形態の携帯無線機を示す背面図

、側面図および導電性プレートとの接点構造を示す側面図である。

上箇体 (第 箇体を構成する) の一部を構成する上ケース の内側には、例えば

図8において、両面テープ 4 を用いてグラファイトで構成された導電性プレート 4

が固定されている。また、この固定されたグラファイトで構成された導電性プレート 4

と回転軸3 との電気的な接続は、例えば図8において、(図示外の回転軸3 と接続

された)金属性のバネ3 の一端を物理的に接触させることで、電気的に接続する。

この時、グラファイトで構成された導電性プレート 4は、層間で剥がれやすく (図8で

は、上下方向で剥離しやすい)機械的な強度に関して不安があるため、導電性プレ

ート 4の端部び略コの字 型の板金 42でかしめることで層間方向の強度を補強し

、バネ3 との接点を構成している。

００42 従って、本実施形態によれば、第 の実施形態と同様に、上箇体 と下箇体 (第2箇

体を構成する) 2を開閉可能とする導電性の回転軸3 が、( 几 4)系のモノポールア

ンテナとして動作するとともに、グラファイトで構成された導電性プレート 4と、回転軸

3 と、第2回路基板23のグランドパターンとが、( 几 2)系のダイポールアンテナとし

て動作する。つまり、これらの相互作用によって広帯域に亙って良好なアンテナ性能

が確保される。

００43 また、本実施形態によれば、グラファイトで構成された導電性プレート 4の層間で

の剥がれを、板金 42によるかしめで防止でき、機械的強度に強い接点を構成する

ことが可能となる。

００44 (第4の実施形態)



次に、本発明の第4の実施形態について説明する。なお、図9および図 ０におい
て、図4および図5に示す符号と同一の符号を付するものは同一の構成要素を示し

ており、その詳細な説明を省略する。

図9および図 ０は本発明に係る第4の実施形態の携帯無線機を示す背面図およ

び側面図である。本実施形態では、第2の実施形態と同様の構成を有しており、さら

に、グラファイトで構成された導電性プレート25については、この導電性プレート25と

回転軸3 との電気的な接続に、図8と同様の接点構造を用いである。

００45 従って、本実施形態によれば、第2の実施形態と同様に、上箇体 (本実施形態では

第2箇体を構成する) と下箇体 (本実施形態では第 箇体を構成する) 2を開閉可能

とする導電性の回転軸3 が ( 几 4)系のモノポールアンテナとして動作するとともに

、グラファイトで構成された導電性プレート25と、回転軸3 と、第 回路基板 3のグラ

ンドパターンとが ( 几 2)系のダイポールアンテナとして動作する。つまり、これらの

相互作用によって、広帯域に亙り良好なアンテナ性能が確保される。

００46 また、本実施形態によれば、第2の実施形態と同様に、第2回路基板23の熱源から

の熱、つまり第2回路基板23に実装された各種の電子部品から発生するジュール熱

がグラファイトで構成された導電性プレート25で拡散され、下ケース2 の表面のピー

ク温度を下げることが可能となる一方、そのグラファイトで構成された導電性プレート2

5の層間での剥がれも防止することができ、機械的強度に強い接点を構成することも

可能となる。

００47 なお、本発明は、上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸

脱しない範囲において種々の形態で実施し得るものである。

即ち、第 ～第4の実施形態のよぅな、使用しないときに上下の箇体を折畳んで携

帯性を高めることができる、コンパクトな折畳式のもの以外にも、一方の箇体を回転さ

せてもぅ一方の箇体と重ねあわせることができるリボルバ式 (回転式)や、スライドさせ
て2つの箇体を重ね合わせることができるスライド式のものなどであってもよい。即ち、

図皿に示すよぅなリボルバ式の携帯無線機であれば、例えば上箇体 の図示しない
上ケースの内側にグラファイトで構成された導電性プレート 4を設けることで、第 ～
第4の実施形態と同様の効果、つまり広帯域に亙って高いアンテナ性能を発揮でき



るとともに、グラファイトの均熱効果により箇体表面のピーク温度を低下させる効果が

得られる。

００48 また、本発明は、第 ～第4の実施形態のよぅな携帯無線機に限定されるものでは

なく、2つの箇体が連結部で連結されているタイプであればよい。即ち、このよぅな携

帯無線機器としては、例えば携帯電話機、P S、或いはP などのよぅに各種のも

のが適用可能である。

さらに、アンテナ素子としてグラファイトを用いたが、本発明では、これに限定される

ものではなく、熱伝導率が面方向に大きく厚さ方向に小さな異方性の熱伝導率を有

するとともにある程度の導電性を有するもの (熱分散性導電体)であればよい。

産業上の利用可能，性

００49 本発明の携帯無線機器は、小型かつ安価に、しかも簡易的な構造で、広帯域に亙

ってアンテナ性能を確保することができ、かつ、箇体表面のビーク温度を下げること

ができる効果を有し、2つの箇体を開閉自在に連結して構成した折畳式携帯無線機

等に有用である。



請求の範囲

第 箇体と、

第2箇体と、

前記第 箇体と前記第2箇体とを回動可能に連結するヒンジ部と、

前記第 箇体に設けたアンテナ素子及び回路基板と、

前記第2箇体内に設け、給電部およびグランドパターンを有する回路基板と、

を備え、

前記アンテナ素子は、熱伝導率が面方向に大きく厚さ方向に小さな異方性の熱伝

導率を有するとともにある程度の導電性を有する、熱分散性導電体を用いて形成し

ているとともに、

前記ヒンジ部は、前記第 箇体と前記第2箇体を回動可能に連結する導電性金属

の回転軸を備え、

前記回転軸は、前記熱分散性導電体を用いたアンテナ素子と所定の間隔を隔てて

空間的に結合または電気的に接続しているとともに、前記第2箇体内の前記回路基

板上のグランドパターンから離間した状態で前記給電部と電気的に接続し、

前記アンテナ素子と、前記回転軸と、前記第2箇体内の前記回路基板上のグランド

パターンは、アンテナとして動作する携帯無線機器。

2 前記熱分散性導電体を用いたアンテナ素子および前記回転軸は、互い対向する

相手との間隔または重なり合ぅ面積を変ィヒさせることにより、アンテナ特性を調整する

よぅに構成した請求項 に記載の携帯無線機器。

3 前記アンテナ素子は、前記第 箇体内に埋め込んである請求項 または2に記載の

4 前記アンテナ素子は、前記回転軸との間を金属性のバネで接触させて電気的に接

続してある請求項 から3のいずれか 項に記載の携帯無線機器。

5 前記アンテナ素子の接点は、前記回転軸と接続する端部を略コの字型の板金でか

しめて構成した請求項4記載の携帯無線機器。

6 前記熱分散性導電体は、グラファイトを用いてある請求項 から5のいずれか 項に

記載の携帯無線機器。
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