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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体内にアンテナを収納してなる携帯型無線機において、
　前記筐体は、回路基板を収納する第１の収納凹部と前記アンテナを収納する第２の収納
凹部とが別々に形成された樹脂製の第１のケース部材を有し、
　前記第１の収納凹部は、前記回路基板を収納した状態で樹脂製又は金属製の第２のケー
ス部材で覆われ、
　前記第２の収納凹部は、前記アンテナを収納した状態で樹脂製の第３のケース部材で覆
われ、
　前記第１の収納凹部と前記第２の収納凹部とは隔壁を介して隣接して形成されており、
　前記隔壁には、前記第１の収納凹部と前記第２の収納凹部とを連通させる連通穴が形成
され、
　前記アンテナ部材と前記回路基板部材は前記連通穴に通された接続導体により電気的に
接続される
　ことを特徴とする携帯型無線機。
【請求項２】
　前記隔壁は厚さ方向に存在する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯型無線機。
【請求項３】
　前記携帯型無線機は、通話用スピーカ及び又は表示部を有する第１の筐体と通話用マイ
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ク及び又は操作部を有する第２の筐体とがヒンジ部を介して回動可能に連結され、第１の
筐体と第２の筐体とをヒンジ部で折り畳むことが可能な折り畳み式の携帯型無線機であり
、
　前記第１のケース部材は第２の筐体のメインケース部材であって、
　前記第１の収納凹部は、前記第１の筐体と前記第２の筐体と折り畳んだ際に内側となる
面側に形成されており、
　前記第２の収納凹部は、外側となる面側に形成されている
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯型無線機。
【請求項４】
　前記第２の収納凹部は、ヒンジ部の真裏に位置している
　ことを特徴とする請求項３に記載の携帯型無線機。
【請求項５】
　前記第１の収納凹部と前記第２のケース部材との間には、前記第１の収納凹部への水の
進入を防止するための第１の防水部材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の携帯型無線機。
【請求項６】
　前記第１の防水部材は、回路基板上にシートキーを介在させて載置された、上面にキー
操作用の複数のボタン部が設けられたゴムシート製のキーパッドである
　ことを特徴とする請求項５に記載の携帯型無線機。
【請求項７】
　前記第２の収納凹部と前記第３のケース部材との間には、前記第２の収納凹部への水の
進入を防止するための第２の防水部材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の携帯型無線機。
【請求項８】
　前記第２のケース部材は、金属製のケース部材である
　ことを特徴とする請求項１乃至７の何れかに記載の携帯型無線機。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯型無線機、特に、アンテナを内蔵した携帯型無線機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯型無線機としては、携帯電話機が広く普及しており、筐体内にアンテナを内蔵させ
たものもある（例えば、特許文献１及び２参照）。
　また、携帯電話機には、筐体の対衝撃性を向上させるために、筐体のケース部材、特に
、操作ボタン用の穴などが形成される表ケース部材に、高比強度・軽量であるマグネシュ
ウム合金などの金属を使用したものもある（例えば、特許文献３参照）。さらに、この特
許文献３に記載の携帯電話機では、回路モジュールの補強部材兼電磁波シ-ルド部材にも
、マグネシュウム合金などの金属を使用している。
【特許文献１】特開２００３－８３２０号公報
【特許文献２】特開２００４－２９７５３５号公報
【特許文献３】特開２００１－２９２２０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　アンテナを筐体内に内蔵させる場合、通常、アンテナは回路基板上に搭載されるが、筐
体の表ケース部材や回路モジュールの補強部材、回路モジュールの電磁波シールド部材と
して金属を使用した場合には、これらの金属がアンテナに近接して配置された状態となる
ため、アンテナの送受信特性が悪化するという問題がある。
【０００４】
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　本発明は、上記のような問題点を解決しようとしてなされたものであり、筐体の表ケー
ス部材や回路モジュールの補強部材、回路モジュールの電磁波シールド部材の何れかに金
属を使用した場合であっても、内蔵アンテナの送信特性及び又は受信特性を良好な状態に
維持させることができる携帯型無線機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】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、筐体内にアンテナを収納してな
る携帯型無線機において、前記筐体は、回路基板を収納する第１の収納凹部と前記アンテ
ナを収納する第２の収納凹部とが別々に形成された樹脂製の第１のケース部材を有し、前
記第１の収納凹部は、前記回路基板を収納した状態で樹脂製又は金属製の第２のケース部
材で覆われ、 前記第２の収納凹部は、前記アンテナを収納した状態で樹脂製の第３のケ
ース部材で覆われ、前記第１の収納凹部と前記第２の収納凹部とは隔壁を介して隣接して
形成されており、前記隔壁には、前記第１の収納凹部と前記第２の収納凹部とを連通させ
る連通穴が形成され、前記アンテナ部材と前記回路基板部材は前記連通穴に通された接続
導体により電気的に接続されることを特徴とする。 
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の携帯型無線機において、前記隔壁は厚さ方
向に存在することを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の携帯型無線機において、前記携帯型
無線機は、通話用スピーカ及び又は表示部を有する第１の筐体と通話用マイク及び又は操
作部を有する第２の筐体とがヒンジ部を介して回動可能に連結され、第１の筐体と第２の
筐体とをヒンジ部で折り畳むことが可能な折り畳み式の携帯型無線機であり、前記第１の
ケース部材は第２の筐体のメインケース部材であって、前記第１の収納凹部は、前記第１
の筐体と前記第２の筐体と折り畳んだ際に内側となる面側に形成されており、前記第２の
収納凹部は、外側となる面側に形成されていることを特徴とする。 
【０００７】
請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の携帯型無線機において、前記第２の収納凹部
は、ヒンジ部の真裏に位置していることを特徴とする。 
【０００９】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４の何れかに記載の携帯型無線機において、前
記第１の収納凹部と前記第２のケース部材との間には、前記第１の収納凹部への水の進入
を防止するための第１の防水部材が設けられていることを特徴とする。 
【００１０】
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の携帯型無線機において、前記第１の防水部
材は、回路基板上にシートキーを介在させて載置された、上面にキー操作用の複数のボタ
ン部が設けられたゴムシート製のキーパッドであることを特徴とする。 
【００１１】
　請求項７に記載の発明は、請求項１乃至６の何れかに記載の携帯型無線機において、前
記第２の収納凹部と前記第３のケース部材との間には、前記第２の収納凹部への水の進入
を防止するための第２の防水部材が設けられていることを特徴とする。 
【００１２】
　請求項８に記載の発明は、請求項１乃至７の何れかに記載の携帯型無線機において、前
記第２のケース部材は、金属製のケース部材であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、回路基板を収納する収納凹部を覆うケース部材が金属製であっても、
また回路基板に金属製の補強部材や電磁波シールド部材が取り付けられていても、アンテ
ナの送信特性及び又は受信特性を良好な状態に保つことができる。 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】



(4) JP 4300210 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

　以下に、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。但し、以
下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付され
ているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
【００１６】
［第１の実施の形態］
　図１は、本発明を適用した携帯型無線機の一実施形態としての携帯電話機１の三面図で
ある。ここで、図１（ａ）は側面図であり、図１（ｂ）は正面図であり、図１（ｃ）は背
面図である。
【００１７】
　本実施の形態の携帯電話機１は、折り畳み型である。この携帯電話機１においては、上
筐体２がヒンジ部４によって下筐体３に回動可能に連結されており、ヒンジ部４によって
上筐体２と下筐体３とが互いに開閉自在となっている。
【００１８】
　上筐体２は、表ケース２１と裏ケース２２とで構成されている。上筐体２の前後両面の
うち折り畳んだときに内側となる前面（すなわち、表ケース２１側）には、液晶ディスプ
レイパネル又はエレクトロルミネッセンスディスプレイパネルからなるメイン表示部６が
設けられている。また、通話用のスピーカ７が、メイン表示部６よりもヒンジ部４から離
れた箇所において上筐体２内に設けられている。
【００１９】
　また、上筐体２において、メイン表示部６が設けられた前面とは反対側の背面（すなわ
ち、裏ケース２２側）には、液晶ディスプレイパネル又はエレクトロルミネッセンスディ
スプレイパネルからなるサブ表示部８が設けられている。サブ表示部８の近傍には、撮像
レンズ９が設けられている。上筐体２の内部であって撮像レンズ９の光軸と交差する箇所
には、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）型又はＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide S
emiconductor）型の固体撮像素子が設けられており、撮像レンズ９によって被写体の像が
固体撮像素子に結像される。更に、撮像レンズ９の近傍には、ＬＥＤ（Light Emitting D
iode）等の発光素子からなる撮影ライト１０が設けられており、撮像時に撮影ライト１０
が点灯する。
【００２０】
　下筐体３は、下筐体３の骨格をなすメインケース部材である中ケース３１（図２及び３
参照）と、中ケース３１の前面を覆う表ケース（前面カバー）３２と、中ケース３１の背
面を覆う裏ケース（背面カバー）３３と、中ケース３１及び裏ケース３３のヒンジ部４寄
りの部分を覆う防護カバー３４と、表ケース３２の一部を構成するキートッププレート３
５とで構成されている。
【００２１】
　下筐体３の両面のうち折り畳んだときに内側となる前面（すなわち、表ケース３２側）
には、操作部１１が設けられている。操作部１１は、カーソル移動や画面スクロール用の
方向指示ボタン１２と、方向指示ボタン１２の中央部にある決定ボタン１３と、キー１２
の周囲にある４個の機能ボタン１４と、方向指示ボタン１２の下側にある１５個の文字数
値入力ボタン１５とからなる。また、通話用のマイク１６が、操作部１１よりもヒンジ部
４から離れた箇所において下筐体３内に設けられている。
【００２２】
　また、下筐体３において、操作部１１が設けられた前面とは反対側の背面（すなわち、
裏ケース３３側）には、充電池パック１７が下筐体３に対して着脱可能に設けられており
、また、充電池パック１７を下筐体３に固定するロック機構１８も設けられている。
【００２３】
　次に、下筐体３の内部構成について、図２～図３を用いて詳細に説明する。ここで、図
２は、下筐体３を分解した状態において正面側から斜視した分解図であり、図３は、下筐
体３を分解した状態において背面側から斜視した分解図である。
【００２４】
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　中ケース３１は、下筐体３の骨格をなすメインのケース部材であり、中ケース３１の前
面であって上筐体２との連結側には、ヒンジユニット４１を支持するブラケット３６（図
３参照）が凸設されている。
　ヒンジ部４は、中ケース３１の前面の左右両端に設けられた一対のブラケット３６，３
６（図３参照）と、これらのブラケット３６，３６の内側に位置するように、上筐体２（
例えば、上筐体２の裏ケース２２）に設けられた左右一対のブラケット２３，２３（図２
参照）とを、それぞれヒンジユニット４１，４１で回動可能に連結したものである。
【００２５】
　また、ヒンジ部４は、ヒンジキャップ４２やヒンジカバー４３，４４によって覆われて
いる。より具体的には、ヒンジキャップ４２，４２は、外側に位置する中ケース３１側の
ブラケット３６，３６を覆い、ヒンジカバー４３は、内側に位置する上筐体２側のブラケ
ット２３，２３と、ブラケット２３，２３の間に形成される空間の半分を覆い、ヒンジカ
バー４４は、前記空間の残り半分を覆っている。
　なお、本実施の形態では、ヒンジカバー４３は、上筐体２の表ケース２１に取り付けら
れるロゴプレート５と一体に成形されており、また、ヒンジカバー４４は、下筐体３の表
ケース３２の一部を構成するキートッププレート３５と一体に成形されている。また、ヒ
ンジカバー４３，４４によって覆われる前記空間は、上筐体２内の回路と下筐体３内の回
路とを接続するＦＰＣ（Flexible Printed Circuits）２５を通すための空間となってい
る。
【００２６】
　図２に示すように、中ケース３１の前面は、ヒンジ部４が設けられた箇所を除いて基板
収納凹部３７として凹設されている。基板収納凹部３７には、無線回路部や制御回路部を
搭載した回路基板５１が収納されている。なお、図示していないが、回路基板５１の上面
には、方向指示ボタン１２、決定ボタン１３、機能ボタン１４及び文字数値入力ボタン１
５のそれぞれに対応する箇所に固定接点が設けられている。
【００２７】
　回路基板５１の上には、シートキー５２が重ねられている。このシートキー５２の下面
には、方向指示ボタン１２、決定ボタン１３、機能ボタン１４及び文字数値入力ボタン１
５のそれぞれに対応する箇所に可動接点が設けられている。
【００２８】
　シートキー５２の上には、キーパッド５３が重ねられている。このキーパッド５３は、
上面に方向指示ボタン１２、決定ボタン１３、機能ボタン１４及び文字数値入力ボタン１
５が凸設されたゴム弾性のシート状部材である。また、このキーパッド５３は、基板収納
凹部３７への水の浸入を防止する防水パッキンを兼ねるもので、基板収納凹部３７はキー
パッド５３により覆い塞がれている。また、キーパッド５３には、防水型の通話用マイク
１６が圧入される穴５３ａが設けられており、通話用マイク１６を液密に保持するように
なっている。
【００２９】
　基板収納凹部３７は、回路基板５１、シートキー５２及びキーパッド５３を収納した状
態で、表ケース３２によって覆われている。すなわち、この表ケース３２は、ヒンジ部４
が設けられている箇所を除いて中ケース３１の前面から側面にかけて覆い、表ケース３２
と中ケース３１との間には、防水パッキンを兼ねるキーパッド５３の縁部が基板収納凹部
３７の縁に沿った状態で挟まれている。
【００３０】
　表ケース３２には、複数の穴３２ａが文字数値入力ボタン１５のそれぞれに対応して形
成されており、文字数値入力ボタン１５が穴３２ａから突き出ている。また、表ケース３
２には、方向指示ボタン１２、決定ボタン１３及び機能ボタン１４が位置する領域に、キ
ートッププレート３５が取り付けられる半円状の穴３２ｂが形成されている。キートップ
プレート３５には、中央部に方向指示ボタン１２に対応する穴３５ａが形成され、また、
周縁部に機能ボタン１４に対応する切り欠き部３５ｂが形成されている。これにより、キ
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ートッププレート３５を表ケース３２の穴３２ｂに取り付けた状態では、方向指示ボタン
１２がキートッププレート３５に形成された穴３５ａから突き出、決定ボタン１３及び機
能ボタン１４がキートッププレート３５に形成された切り欠き部３５ｂから突き出るよう
になっている。
【００３１】
　なお、本実施の形態においては、中ケース３１、裏ケース３３及び防護カバー３４は何
れも樹脂製であり、表ケース３２は金属製である。表ケース３２は、望ましくは、マグネ
シウム合金から成る。表ケース３２をマグネシウム合金製とすることによって耐衝撃性が
向上し、衝撃による回路基板５１等の破損を防止することができる。
【００３２】
　図３に示すように、中ケース３１の背面には、アンテナ収納凹部３８及び電池収納凹部
３９が凹設されている。電池収納凹部３９は、基板収納凹部３７の真裏にある。また、ア
ンテナ収納凹部３８は、ヒンジ部４の真裏にある。すなわち、アンテナ収納凹部３８は、
表ケース３２及び基板収納凹部３７の真裏を避けるようにして中ケース３１の背面に設け
られている。
　なお、図３において、ヒンジ部４側からアンテナ収納凹部３８内に突出している部分４
８は、ヒンジ部４側から基板収納凹部３７側へＦＰＣ２５を通すために、ヒンジ部４の空
間が拡張された部分である。
【００３３】
　アンテナ収納凹部３８には、アンテナ６０が収納されている。このアンテナ６０は、プ
リント配線基板型のアンテナである。つまり、図４に示すように、アンテナ６０は、基板
６１と、基板６１にパターニングされたプリントアンテナ６２と、基板６１に搭載された
チップアンテナ６３とから構成されている。ここで、図４は、図１におけるIV－IV線に沿
った面の矢視断面図である。
【００３４】
　中ケース３１において、アンテナ収納凹部３８と基板収納凹部３７とを仕切っている隔
壁部４０には、アンテナ収納凹部３８と基板収納凹部３７とを連通させる連通穴４０ａが
形成されている。
【００３５】
　連通穴４０ａには、配線としての同軸ケーブルや板金等の金属導電部材からなる配線部
材６４が通されており、この配線部材６４によってアンテナ６０と回路基板５１が電気的
に接続されている。
　また、前記隔壁部４０には、突出部４８により拡張されたヒンジ部４側の領域に、ＦＰ
Ｃ２５を通すための穴４０ｂが形成されている。そして、この穴４０ｂは、ＦＰＣ２５に
取り付けられた防水パッキン２６により塞がれている。
【００３６】
　図３に示すように、アンテナ６０には、ゴム弾性の防水パッキン６５が重ねられており
、防水パッキン６５によってアンテナ収納凹部３８が覆い塞がれている。
　アンテナ収納凹部３８は、アンテナ６０を収納し、且つ防水パッキン６５によって覆い
塞がれた状態で、裏ケース３３によって覆われている。この裏ケース３３は中ケース３１
の背面から側面にかけて覆い、裏ケース３３と中ケース３１との間には、防水パッキン６
５の縁部がアンテナ収納凹部３８の縁に沿った状態で挟まれている。
【００３７】
　裏ケース３３において、電池収納凹部３９に相対する部分には、開口３３ａが形成され
ており、この開口３３ａから電池収納凹部３９に充電池パック１７が収納される。電池収
納凹部３９の底には、回路基板５１に設けられた電源接続端子５５が露出しており、充電
池パック１７の端子に接触する。
　なお、電源接続端子５５の周囲には、防水パッキン５６が設けられており、電池収納凹
部３９側から基板収納凹部３６側への水の浸入を防止している。また、電池収納凹部３９
に収納された充電池パック１７は、ロック機構１８によって中ケース３１に固定される。
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【００３８】
　裏ケース３３において、アンテナ収納凹部３８に相対する部分は、防護カバー３４によ
って覆われている。この防護カバー３４は裏ケース３３から中ケース３１の側面にかけて
覆っている。また、防護カバー３４には係止爪３４ａが形成されており、この係止爪３４
ａが裏ケース３３に形成された穴３３ｂを挿通して裏ケース３３の内面に形成された係止
部に係止されるようになっている。
【００３９】
　以上のように、本実施の形態においては、表ケース３２は金属で構成されているが、樹
脂製の中ケース３１に、回路基板５１を収納する基板収納凹部３７とアンテナ６０を収納
するアンテナ収納凹部３８とが別々に形成されており、且つアンテナ収納凹部３８が、基
板収納凹部３７を覆う表ケース３２とは別構成の樹脂製の裏ケース３３及び樹脂製の防護
カバー３４で覆われているので、アンテナは、電波の送受信に関して、表ケース３２に使
用されている金属の影響を殆ど受けず、良好な通信を行うことができる。
【００４０】
　一方、基板収納凹部３７を覆う表ケース３２は、金属製、特にマグネシウム合金製であ
るので、耐衝撃性が向上する。
　また、防水パッキンを兼ねるキーパッド５３の縁部が中ケース３１と表ケース３２との
間に挟持され、防水パッキン６５の縁部が中ケース３１と裏ケース３３との間に挟持され
ているから、防水性が向上する。
【００４１】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態を、図５乃至図１１を参照して説明する。
　図５は、本発明を適用した携帯型無線機の一実施形態としての折り畳み式携帯電話機１
０１を開いた状態で、表側から見た斜視図である。図５において、１０２は上筐体、１０
３は下筐体、１０４はヒンジ部であり、上筐体１０２と下筐体１０３とは、ヒンジ部１０
４を介して回動可能に連結されている。
【００４２】
　上筐体１０２は、表ケース１２１及び裏ケース１２２を合体して構成され、折り畳み状
態で下筐体１０３に重なる前面（すなわち、表ケース１２１側）に表示部（液晶表示画面
）１０６、通話用のスピーカ１０７及びロゴプレート１０５が設けられている。
　下筐体１０３は、表ケース１３２、中ケース１３１（図６及び図７参照）及び裏ケース
１３３を合体して構成され、折り畳み状態で上筐体１０２に重なる表ケース１３２に、操
作部１１１、通話用のマイク１１６及び表ケース１３２の一部を構成するキートッププレ
ート１３５が設けられている。操作部１１１は、カーソル移動や画面スクロール用の方向
指示ボタン１１２と、決定ボタン１１３と、４個の機能ボタン１１４と、１５個の文字数
値入力ボタン１１５とからなる。なお、本実施形態では、表ケース１３２、中ケース１３
１などのケース部材は、総て、樹脂で構成されている。
【００４３】
　ヒンジ部１０４は、下筐体１０３の中ケース１３１に設けられたブラケット１３６，１
３６と上筐体１０２の裏ケース１２２に設けられたブラケット１２３，１２３とをそれぞ
れヒンジユニット１４１で回動可能に連結したものである。外側に位置するブラケット１
３６，１３６にはそれぞれヒンジキャップ１４２が被せられ、これらのヒンジキャップ１
４２，１４２の間は、キートッププレート１３５に一体のヒンジカバー１４４と下筐体１
０３の中ケース１３１に取り付けられるヒンジカバー１４５（図７参照）、ロゴプレート
１０５に一体のヒンジカバー１４３・１４３と上筐体１０２の裏ケース１２２に取り付け
られるヒンジカバー１４６・１４７（図７参照）とで覆われている。
【００４４】
　図６は、折り畳み式携帯電話機１０１を閉じた状態で裏側から見た斜視図で、電池ユニ
ット１１７を外した分解図である。下筐体１０３の中ケース１３１には、充電池パック１
１７を収納する電池収納凹部１３８が形成されるとともに、充電池パック１１７を中ケー
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ス１３１に固定するロック機構１１８、報知用のスピーカ１１９が設けられている。電池
収納凹部１３８内には、後述する回路基板１５１に設けられる電源接続端子１５５が露出
しており、その周囲には、防水パッキン１５６が設けられている。また、中ケース１３１
には、充電池パック１１７に対応する開口１３３ａが形成された裏ケース１３３、コネク
タカバー１２０及び防護カバー１３４が組み付けられている。
【００４５】
　図７は、図５に示した、携帯電話機１０１を開いた状態において、ヒンジカバー１４３
・１４３と一体のロゴプレート１０５、ヒンジカバー１１４と一体のキートッププレート
１３５、ヒンジキャップ１４２、下筐体１０３の表ケース１３２、コネクタカバー１２０
、内部モジュールなどを取り去った状態を示したものである。図中、１４５は下筐体１０
２の中ケース１３１側に取り付けられるヒンジカバー、１４５・１４６は上筐体１０２の
裏ケース１２２側に取り付けられるヒンジカバーあり、このヒンジカバー１４６・１４７
は一体物である。
【００４６】
　図示のように、下筐体１０３の中ケース１３１には、基板収納凹部１３７が形成されて
おり、その周囲壁の上面にパッキン溝１３１ａが形成されている。また、ヒンジ部１０４
側の端面の左右にそれぞれ穴が形成されている。左側の穴１３１ｂは、後述するアンテナ
収納凹部１３８に連通する穴で、この穴１３１ｂからアンテナ接続導体１６４が突出して
いる。右側の穴１３１ｃは、ヒンジ部１０４に連通する穴で、上筐体１０２内の回路と下
筐体１０３内の回路とを接続するＦＰＣ１２５を通すため穴である。なお、上筐体１０２
側において、ＦＰＣ１２５を通すため穴は、裏ケース１２２のヒンジ部１０４側の端面に
形成されている穴１２２ａである。
【００４７】
　また、中ケース１３１の内面には、スピーカ取付部１３１ｄが設けられるとともに、ロ
ック機構１１８の内側機構部１１８ａと、着信報知用のバイブレータ１５７が組み付けら
れている。
【００４８】
　図８は、図６に示した、携帯電話機１０１を閉じた状態において、充電池パック１１７
、下筐体１０３の裏ケース１３３、ヒンジキャップ１４２、防護カバー１３４などを取り
去った状態を示したものである。
　図示のように、下筐体１０３の中ケース１３１には、ヒンジ部１０４側の端部に沿って
アンテナ収納凹部１３８がヒンジ部１０４の背後に形成されており、このアンテナ収納凹
部１３８に前記穴１３１ｂが開口している。従って、アンテナ収納凹部１３８の内部に前
記アンテナ接続導体１６４の一端が突出している。
　このアンテナ収納凹部１３８の内部には、その横方向半部側のアンテナ基板固定面１３
８ａと他半部側のアンテナ保持用リブ１３８ｂが形成されている。これらアンテナ固定面
１３８ａ及びアンテナ保持用リブ１３８ｂは同一高さとなっていて、その上にアンテナ１
６０が載せられる。
　また、アンテナ収納凹部１３８の周囲壁の上面にパッキン溝１３８ｃが形成されている
。このパッキン溝１３８ｃに防水パッキン１６５が取り付けられる。
【００４９】
　アンテナ１６０は、図示のように、リジット基板（硬質のプリント基板）１６１上にメ
アンダライン化されたパターンの線状アンテナを有するものである。すなわち、基板１６
１上の給電用電極１６２ａから左右両側にメアンダライン化されたパターンの銅箔による
アンテナエレメント１６２ｂ・１６２ｃを形成してなる。図８において、左側の太い方の
メアンダラインによるアンテナエレメント１６２ｂは通信用のアンテナエレメントであり
、右側の太い方のメアンダラインによるアンテナエレメント１６２ｃはＧＰＳ用のアンテ
ナエレメントであって、何れも変形モノポールアンテナである。
　また、基板１６１には、給電用電極１６２ａから反対面側に突出するスプリングコネク
タ１６７が一体に備えられている。
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　防水パッキン１６５は、その周囲に、パッキン溝１３８ｃに対応するシールリップ部１
６５ａを有している。
【００５０】
　前記アンテナ接続導体１６４は、図１１に示すように、金属板１６４ａを樹脂１６４ｂ
でモールドして構成されている。より具体的には、インサート成形により金属板１６４ａ
を樹脂１６４ｂにインサートした成形品として構成されている。
　本実施携帯においては、アンテナ接続導体１６４は、図示のように、略Ｌ字形を為して
おり、その一端部に金属板１６４ａが露出した回路基板側接続端子１６４ｃ（図１１（ａ
）参照）を備えている。また、図１１（ｂ）に示したように、モールド樹脂１６４ｂの回
路基板側接続端子１６４ｃとは反対側の他端部に小孔１６４ｄが形成されていて、金属板
１６４ａの小孔１６４ｄ内に露出する部分がアンテナ側接続端子１６４ｅとなっている。
【００５１】
　次に、アンテナ接続導体１６４及びアンテナ１６０の組付方を説明する。
　アンテナ接続導体１６４は、図７に示すように、基板収納凹部１３７のヒンジ部１０４
側の側壁、すなわち、基板収納凹部１３７とヒンジ部１０４及びアンテナ収納凹部１３８
とを仕切る隔壁に形成された穴１３１ｂに通す。これにより、回路基板側接続端子１６４
ｃ側の半体部はバイブレータ１５７の側方に位置するが、回路基板側接続端子１６４ｃは
、図示のように、バイブレータ１５７から遠ざかる方向に位置する。
　また、図８に示すように、アンテナ側接続端子１６４ｅ側の半体部をアンテナ収納凹部
１３８内に位置させる。アンテナ側接続端子１６４ｅは、図示のように、アンテナ固定面
１３８ａの近傍に位置する。
【００５２】
　そして、アンテナ収納凹部１３８内にアンテナ１６０を挿入する。すなわち、アンテナ
側接続端子１６４ｅにスプリングコネクタ１６７を接続して、アンテナ固定面１３８ａに
アンテナ１６０の一半部を両面テープなどで接着する。このとき、アンテナ１６０の他半
部側はアンテナ保持用リブ４１ｂ上に支持される。
　その後、アンテナ収納凹部１３８の周囲のパッキン溝１３８ｃに、防水パッキン１６５
のシールリップ部１６５ａを嵌め込んで、アンテナ収納凹部１３８を防水パッキン１６５
で覆う。
【００５３】
　図９及び図１０は、ヒンジ部１０４側の断面構造を示したものである。図中、１５１は
回路基板、１５１ａ・１５１ｂ・１５１ｃは電子部品、１５１ｄはコネクタ、１５４はモ
ジュールフレーム（シールドケース）、１５２はシートキー、１５３はキーパッド、１５
１ｅは接点バネ、１２５はＦＰＣ、１２６は防水キャップ、１２７はコネクタ、１２８は
防水キャップである。モジュールフレーム１５４は、回路基板の補強と電磁波シールドの
ために設けられたもので、マグネシュウム合金などの金属で構成されている。
【００５４】
　基板収納凹部１３７の周囲壁に形成されたパッキン溝１３１ａには、キーパッド１５３
の周囲のシールリップ部１５３ｂが嵌め込まれている。
　そして、図１０に示すように、基板収納凹部１３７内において、アンテナ接続導体１６
４の回路基板側接続端子１６４ｃは接点バネ１５１ｅを介して、回路基板１５１に搭載さ
れている無線回路部の高周波入出力点、すなわち、アンテナ用給電点に接続されている。
【００５５】
　なお、図示のように、ヒンジカバー１４３，１４４などで覆われた空間にはＦＰＣ１２
５が設けられており、このＦＰＣ１２５は、下筐体１０３内の回路基板１５１と、上筐体
１０２内の回路基板とを互いに接続するものである。
　すなわち、ＦＰＣ１２５の一端側は、図９に示すように、防水キャップ１２６を介して
穴１３１ｃから導出され、その先端に備えるコネクタ１２７が回路基板１５１上のコネク
タ１５１ｄに接続されている。
　また、ＦＰＣ１２５の他端側は、図１０に示すように、防水キャップ１２８を介して穴
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１２２ａから導出され、上筐体１０２内において、図示しないが回路基板にコネクタ接続
されている。
【００５６】
　こうして、図８～図１０に示すように、アンテナ１６０は、ヒンジ部１０４の背後に配
置される。
　アンテナ基板１６１上のアンテナ、すなわち、線状アンテナエレメント１６２ｂ・１６
２ｃは、ＦＰＣ１２５の影響を少なくするために、基板１６１のヒンジ部１０４から遠い
方の面に位置している。
【００５７】
　さらに、アンテナ基板１６１上の線状アンテナエレメント１６２ｂ・１６２ｃは、回路
基板１５１に搭載された無線回路部の高周波入出力点（給電点）に、導電体であるアンテ
ナ接続導体１６４で接続されている。
　このアンテナ接続導体１６４に流れるアンテナ電流は、給電点近傍で最大となる。
【００５８】
　すなわち、本実施形態では、アンテナ接続導体１６４の給電点近傍部を筐体の長手方向
（通話時に縦となる方向）に伸びる配置にして、アンテナ接続導体１６４がモノポールア
ンテナとして動作するようにし、アンテナ１６０とハイブリッド化されている。
　これにより、モノポール化された部分が垂直偏波成分の送受信に寄与し、垂直偏波成分
の利得がアップする。
【００５９】
　しかも、アンテナ接続導体１６４は、図１１に示すように、略Ｌ字形をなしており、一
半部側がヒンジ部１０４の背後のアンテナ収納凹部１３８内に配置されて、アンテナ１６
０のスプリングコネクタ１６７に接続されている（図８、図１０参照）。また、アンテナ
接続導体１６４の他半部側は、アンテナ収納凹部１３８と回路基板１５１などが収納され
る基板収納凹部１３７とを仕切る仕切り壁１４０（アンテナ収納凹部１３８の周壁）に形
成された穴１３１ｂを挿通して基板収納凹部１３７内に延び、回路基板１５１上に設けら
れた接点バネ１５１ｅに接続されている（図７、図１０参照）。この接点バネ１５１ｅは
、回路基板１５１に搭載されている無線回路部に接続されており、高周波の入出力点（ア
ンテナの給電点）となっている。
　従って、本実施形態では、アンテナ接続導体１６４の金属板１６４ａ、スプリングコネ
クタ１６７、アンテナ基板１６１上の線状アンテナが一体となって、４分の１波長アンテ
ナとして機能する。
【００６０】
　そして、略Ｌ字形をなすアンテナ接続導体３４は、穴１３１ｂに装着された状態におい
て、接続端子３４ｃ側が下筐体１０３の長手方向に延びており、モノポールアンテナとし
て機能する。
　これにより、アンテナ基板１６１上の線状アンテナエレメント１６２ｂは、４分の１波
長である必要が無くなり、アンテナ基板１６１を小型化することができる。従って、下筐
体１０３の長手方向に十分なスペースを取ることができないヒンジ部３の背後であっても
、アンテナ基板１６１（アンテナ１６０）を収納することができる。
【００６１】
　以上の結果、ヒンジ部側端部に突出部を設けずに下筐体１０３を小型化できる。
　そして、内蔵アンテナとして線状のアンテナエレメント１６２ｂを有するアンテナ基板
１６１（アンテナ１６０）が小型化されたことによる垂直偏波成分の利得の低下を、その
小型化されたアンテナ１６０とハイブリッドアンテナを構成するアンテナ接続導体１６４
によって補完できる。従って、垂直偏波成分の利得をアップできる。
【００６２】
　ところで、アンテナ基板１６１上の線状アンテナ部（通信用の線状アンテナ部）及びア
ンテナ接続導体１６４の電気長は、それぞれ通信帯域の波長の８分の１にするのが望まし
いが、略８分の１であれば十分機能する。例えば、モノポールアンテナ部は、電気長が通
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信帯域の波長の８分の１に満たなくても略８分の１であれば、垂直偏波成分の送受信を良
好に行うことができる。すなわち、垂直偏波成分の利得がアップする。
【００６３】
　また、本実施例では、図７に示すように、アンテナ接続導体１６４の近傍にバイブレー
タ１５７が配置される構成であるが、アンテナ接続導体１６４はバイブレータ１５７から
遠ざかる方向に曲げられているため、バイブレータ１５７から受ける影響が最小限となっ
ている。
　また、図示していないが、アンテナ接続導体１６４の金属板１６４ａ部において、アン
テナ側接続端子１６４ｅ部と回路基板側接続端子１６４ｃ部とを接続している部分、すな
わち、下筐体１０３の長手方向に延びる金属板１６４ａ部はバイブレータ１５７から遠い
側に位置するようにモールドされている。
　また、図８に示すように、ヒンジ部１０４の背後のアンテナ収納凹部１３８内に配置さ
れるアンテナ接続導体１６４の一半部側は、アンテナ収納凹部１３８と基板収納凹部１３
７とを仕切る仕切り壁側に寄せて配置されているため、ＦＰＣ１２５の影響を受けにくい
ものとなっている。
【００６４】
　以上のように、本実施の形態においては、基板収納凹部１３７内に金属製のモジュール
フレーム１５４が収納されているが、樹脂製の中ケース１３１に、回路基板１５１を収納
する基板収納凹部１３７とアンテナ１６０を収納するアンテナ収納凹部１３８とが別々に
形成されており、且つアンテナ収納凹部１３８が樹脂製の裏ケース３３及び樹脂製の防護
カバー３４で覆われているので、アンテナは、電波の送受信に関して、モジュールフレー
ム１５４に使用されている金属の影響を殆ど受けず、良好な通信を行うことができる。
【００６５】
　また、アンテナ１６０と回路基板１５１とを接続するアンテナ接続導体３４がモノポー
ルアンテナとして機能し、垂直偏波成分の利得をアップさせるので、アンテナ収納凹部１
３８に収納するアンテナ１６０を小型化することができる。なお、この効果は、アンテナ
接続導体を、実施例の構成に代えて、樹脂モールドしない金属板や金属線で構成した場合
であっても得ることができる。
　また、防水パッキンを兼ねるキーパッド１５３の縁部が中ケース３１と表ケース３２と
の間に挟持され、防水パッキン１６５の縁部が中ケース３１と裏ケース３３との間に挟持
されているので、防水性が向上する。
【００６６】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲
において、種々の改良並びに設計の変更を行っても良い。
　例えば、上記第１及び第２の実施形態では、上筐体が通話用のスピーカと表示部を有し
、下筐体が通話用のマイクと操作部を有するものとしたが、上筐体が通話用のスピーカを
有し、下筐体が通話用のマイク有するものや、上筐体が表示部を有し、下筐体が操作部を
有するものであっても良い。
　また、上記第１及び第２の実施形態では、ヒンジカバーが表ケースとは別体となってい
るが、これらは一体成形品であっても良い。また、同様に、裏ケースと防護カバーも、一
体成形品であって良い。
　更に、上記第１及び第２の実施形態では、折り畳み式の携帯電話機に本発明を適用して
いるが、アンテナを内蔵してそのアンテナで送信及び又は受信を行う携帯型無線機であれ
ば、ノート型パーソナルコンピュータ、電波時計、ＰＤＡ（Personal Digital Assistanc
e）等に本発明を適用することができ、また、折り畳みである必要もない。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明を適用した携帯型無線機の一実施形態としての携帯電話機の構成を示すも
ので、図１（ａ）は携帯電話機１の側面図であり、図１（ｂ）は携帯電話機１の正面図で
あり、図１（ｃ）は携帯電話機１の背面図である。
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【図２】下筐体３を分解した状態において携帯電話機１を正面側から斜視した分解図であ
る。
【図３】下筐体３を分解した状態において下筐体３を背面側から斜視した分解図である。
【図４】図１のIV－IV線に沿った面の矢視断面図である。
【図５】本発明を適用した携帯型無線機の第２の実施形態の構成を示すもので、折り畳み
式携帯電話機を開いた状態で表側から見た斜視図である。
【図６】図５の折り畳み式携帯電話機を閉じた状態で裏側から見た斜視図で、電池パック
を外した分解図である。
【図７】図５の開いた状態で、下筐体の表ケースとヒンジキャップ、ヒンジカバー、内部
モジュールなどを取り去った状態を示す斜視図である。
【図８】アンテナ部の構造説明図で、図６の閉じた状態において、下筐体の電池パック、
裏ケース、ヒンジキャップなどを取り去った状態を示す斜視図である。
【図９】ヒンジ部側の断面構造を示すもので、図５において、キートッププレートと一体
のヒンジカバーが覆っている領域の断面図である。
【図１０】ヒンジ部側の断面構造を示すもので、図５において、ロゴプレートと一体のヒ
ンジカバーが覆っている領域の断面図である。
【図１１】アンテナ接続導体（部品）を示すもので、図７と同じ向きから示した斜視図（
ａ）と、図８と同じ向きから示した斜視図（ｂ）である。
【符号の説明】
【００６８】
　　　１，１０１　携帯電話機（携帯型無線機）
　　　３，１０３　下筐体
　　　３１，１３１　中ケース
　　　３２，１３２　表ケース
　　　３３，１３３　裏ケース
　　　３７，１３７　基板収納凹部
　　　３８，１３８　アンテナ収納凹部
　　　５１，１５１　回路基板
　　　５３　キーパッド（第１の防水部材）
　　　６０，１６０　アンテナ
　　　６４　配線部材（接続導体）
　　　６５，１６５　防水パッキン（第２の防水部材）
　　　１６４　アンテナ接続導体（接続導体）
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