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(57)【要約】
　スティック型、クラムシェル型、ジャックナイフ型、
及びスライド型の構成が、自由空間への近距離電界の放
出を低減する携帯無線通信機に対して提供される。この
携帯無線通信機は、通信機のハウジングにおいて、アン
テナ、スピーカ及び／又はマイクロフォンの予め定めら
れた配置に干渉しない、２つのグランドプレーン及びリ
アクタンスマッチング素子を用いることにより、補聴器
と共に用いることが可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１端及び第２端を有するハウジングと、
　前記第１端に近接した位置に設けられたアンテナと、
　前記ハウジング内において、前記第１端付近から前記第２端付近へと延設され、前記ア
ンテナに電気的に接続される第１グランドプレーンと、
　前記ハウジング内において、前記第１端付近から前記第２端付近へと延設され、前記第
１グランドプレーンと重なり合う、第２グランドプレーンと、
　前記ハウジング内において前記第２端に近接して設けられ、前記第１グランドプレーン
と第２グランドプレーンとを、リアクタンス接続するリアクタンス素子と、
　前記ハウジング内において前記第２端に近接して設けられたスピーカと、
　を含むことを特徴とする携帯無線通信機。
【請求項２】
　前記アンテナは、前記ハウジング内において前記第１端に近接して設けられた外部アン
テナであることを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項３】
　前記ハウジング内において、前記第１端に近接して設けられたマイクロフォンを更に備
えることを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項４】
　前記ハウジングは、
　それぞれが前記第１端及び第２端を備えた第１部材及び第２部材と、
　前記第１部材及び前記第２部材の間に設けられ、前記第２端において、前記第１部材及
び前記第２部材を回転自在に接続するヒンジと、
　を備え、
　前記ヒンジにより、
　前記第１、第２部材が、互いに近接する閉状態と、
　前記第１部材から前記第２部材が離れた位置にある開状態と、
　が定義され、
　前記アンテナ及び前記第１グランドプレーンは、前記第１部材に設けられ、
　前記第２グランドプレーンは、前記第２部材に設けられ、
　前記第１、第２部材が前記開状態から前記閉状態へと互いに相対的に回転した場合に、
前記リアクタンス素子は、前記第１グランドプレーンと第２グランドプレーンとをリアク
タンス接続することを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項５】
　前記スピーカは、前記第２部材内において、前記第２端に近接した位置に設けられた第
１スピーカであって、
　前記携帯無線通信機は、前記第２部材内において、前記第１端に近接した位置に設けら
れた第２スピーカを更に含むことを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項６】
　前記第１部材内において、前記第１端に近接した位置に、マイクロフォンを備えること
を特徴とする請求項５に記載の携帯無線通信機。
【請求項７】
　前記ハウジングにおいて、前記第１、第２スピーカの間に更にディスプレイを備えるこ
とを特徴とする請求項６に記載の携帯無線通信機。
【請求項８】
　前記ディスプレイは、前記携帯無線通信機が前記開状態にある場合と、前記閉状態にあ
る場合とで、前記第１、第２スピーカに対して異なる向きで表示を行なうことを特徴とす
る請求項７に記載の携帯無線通信機。
【請求項９】
　前記第１部材及び第２部材は、それぞれ、対向面を有しており、
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　前記ヒンジは、前記第１部材と前記第２部材との間において、前記対向面と垂直を為す
方向に延設され、
　前記リアクタンス素子は、前記第１、第２部材が前記閉状態にある場合に、前記第１グ
ランドプレーンと前記第２グランドプレーンとを、前記ヒンジを介してリアクタンス接続
することを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１０】
　前記第１部材及び第２部材は、それぞれ、対向面を有しており、
　前記ヒンジは、前記第１部材と前記第２部材との間において、前記対向面と垂直を為す
方向に延設され、
　前記リアクタンス素子は、前記第１、第２部材が前記閉状態にある場合に、前記第１グ
ランドプレーンと前記第２グランドプレーンとを、前記ヒンジを介してリアクタンス接続
することを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１１】
　前記ハウジングにおいて、
　前記ディスプレイと前記第１スピーカとの間に設けられた第１キーと、
　前記ディスプレイと前記第２スピーカとの間に設けられた第２キーと、
　を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１２】
　前記第１、第２キーは、重複キーであることを特徴とする請求項１１に記載の携帯無線
通信機。
【請求項１３】
　前記ヒンジは、前記第１、第２部材の間において、前記第２端に沿って延設され、
　前記第１部材は、第１外部接点を含み、
　前記第２部材は、前記ハウジングが閉状態にある時に前記第１外部接点と接する第２外
部接点を含み、
　前記リアクタンス素子は、前記閉状態において互いに接する前記第１、第２外部接点を
介して、前記第１、第２グランドプレーンを、リアクタンス接続することを特徴とする請
求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１４】
　前記ヒンジは、前記第１、第２部材の間において、前記第２端に沿って延設され、
　前記第１部材は、第１外部接点を含み、
　前記第２部材は、前記ハウジングが閉状態にある時に前記第１外部接点と接続する第２
外部接点を含み、
　前記第１、第２外部接点は、前記第１、第２グランドプレーンが、前記閉状態において
接続する前記第１、第２外部接点を介して、リアクタンス接続されるように構成されるこ
とを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１５】
　前記ディスプレイは、前記携帯無線通信機が前記閉状態であって、前記ハウジングが２
つの異なる向きになっていることに応じて、前記第１、第２スピーカに対して２つの異な
る向きで画像を表示することを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、
　それぞれが前記第１端及び第２端を備えた第１部材及び第２部材と、
　前記第１部材及び前記第２部材の間に設けられ、前記第１部材及び前記第２部材をスラ
イド可能に接続するスライドと、
　を備え、
　前記スライドによって、
　前記第１、第２部材が、互いに近接する閉状態と、
　前記第１部材の前記第２端と前記第２部材の前記第１端とが互いに近接し、前記第１部
材の前記第１端と前記第２部材の前記第２端とが互いに離れた位置にある開状態と、
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　が定義され、
　前記アンテナ及び前記第１グランドプレーンは、前記第１部材に設けられ、
　前記第２グランドプレーンは、前記第２部材に設けられ、
　前記第１、第２部材が前記開状態から前記閉状態へと互いに相対的にスライドした場合
に、前記リアクタンス素子は、前記第１グランドプレーンと第２グランドプレーンとをリ
アクタンス接続することを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項１７】
　前記第２部材において、前記第２端に近接した位置にスピーカを、前記第１端に近接し
た位置にマイクロフォンを、更に備えたことを特徴とする請求項１６に記載の携帯無線通
信機。
【請求項１８】
　前記第２部材において、前記スピーカと前記マイクロフォンとの間に、更にディスプレ
イを備えたことを特徴とする請求項１７に記載の携帯無線通信機。
【請求項１９】
　閉状態と開状態との間で動くように構成された複数部材からなるハウジングと、
　前記ハウジングが閉状態の際に、前記ハウジングにおける対向する両端に設けられたア
ンテナ及びスピーカとを含むことを特徴とする携帯無線通信機。
【請求項２０】
　前記ハウジングが閉状態の場合に、前記アンテナと前記スピーカとの間で、互いに平行
で近接した位置で離間する、１対のグランドプレーンを更に前記ハウジングに備えること
を特徴とする請求項１９に記載の携帯無線通信機。
【請求項２１】
　前記ハウジングが開状態から閉状態に変化した場合に、前記１対のグランドプレーンを
互いにリアクタンス接続するように構成されたリアクタンス素子を更に備えることを特徴
とする請求項２０に記載の携帯無線通信機。
【請求項２２】
　前記アンテナと前記スピーカは、前記ハウジングが閉状態にある場合に、前記ハウジン
グにおける対向する両端に位置し、これにより、前記ハウジングが前記閉状態にある場合
に、補聴器と共に利用可能であることを特徴とする請求項１９に記載の携帯無線通信機。
【請求項２３】
　閉状態と開状態との間で動くように構成された複数部材からなるハウジングであって、
前記閉状態で対向する前面及び背面を含むハウジングと、
　前記ハウジングに接続されたアンテナと、
　前記ハウジングにおいて背面から音を発するスピーカと、
　を備えた携帯無線通信機であって、
　前記閉状態において、前記前面からの輻射強度と前記背面からの輻射強度との比が少な
くとも５ｄＢである状態で、約８５０ＭＨｚでアンテナから無線周波数信号を輻射するよ
うに構成された携帯無線通信機。
【請求項２４】
　前記複数部材からなるハウジングは、ジャックナイフ型、クラムシェル型又はスライド
型ハウジングとして構成されることを特徴とする請求項２３に記載の携帯無線通信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、特に携帯無線通信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯無線通信機（通信装置）は、無線音声通信、無線データ通信及び／又は無線マルチ
メディア通信に対して広く使用される。本明細書において用いられる「携帯無線通信機」
という言葉は、動作中に平均的な大きさの手を有する使用者が保持できる小さな無線通信
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機を意味する。ここで携帯無線通信機には、従来の携帯電話、音声、ビデオ、テキストメ
ッセージ、電子メール及びウェブアクセス機能を含むスマートフォン、無線通信機能を有
するパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線ページャ、Blackberry無線携帯電
子メールデバイス、並びに携帯パーソナルコンピュータを含むが、従来のラップトップコ
ンピュータは含まない。携帯無線通信機は、合計約５０平方インチ以下の動作面積を有し
てもよく、合計約３０平方インチ以下の表示領域を含んでもよい。特に、スマートフォン
の中には、合計約２０平方インチ以下の動作面積及び合計約１２平方インチ以下の表示領
域を有するものもある。便宜上、本明細書において、携帯無線通信機を単純に「電話機」
と呼ぶこともある。
【０００３】
　携帯無線通信機は、そのハウジングの構成に基づいて分類することができる。特に、単
一体のハウジングを有するものは一般に「スティック型電話機」と呼ばれる。２つ部分か
らなるハウジングが、「クラムシェル」機構又は「ジャックナイフ」機構で互いに回転可
能に接続されてもよい。あるいは「スライド型電話機」といった構成により、互いにスラ
イド可能に接続されてもよい。これら種々のハウジングは、携帯無線通信機として良く知
られているため、本明細書においては詳細に説明しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　携帯無線通信機は、補聴器と共に利用可能であることが望ましい。実際、補聴器と共に
利用可能であることが、米国において米国連邦通信委員会（ＦＣＣ）により義務付けられ
ている装置もある。当業者には周知であるように、補聴器と共に利用可能であるためには
、携帯無線通信機が使用されている時に、耳に対して、自由空間近距離電磁界の放出を低
減する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の好適な実施形態に係る携帯無線通信機は、対向する第１端及び第２端を備えた
ハウジングと、第１端に近接するアンテナとを含む。第１グランドプレーンはハウジング
に提供され、第１端近傍から第２端近傍に延設され、第１端に近接するアンテナに電気接
続される。第２グランドプレーンは、ハウジング内において、第１端近傍から第２端近傍
に延設され、第１グランドプレーンと重なりあう。リアクタンス素子（インダクタ及び／
又はキャパシタを含む）はハウジング内において第２端に近接して設けられ、第１グラン
ドプレーン及び第２グランドプレーンをリアクタンス接続（すなわち、誘導性接続及び／
又は容量性接続）する。スピーカは、ハウジング内において第２端に近接して提供される
。アンテナはハウジング内に含まれる内部アンテナであってもよい。マイクロフォンはハ
ウジング内において第１端に近接した位置に設けてもよい。本発明の好適な実施形態に係
る携帯無線通信機の構成は、補聴器と共に利用でき、ヘッドブロックの影響を低減する等
の他の潜在的な利点をも有しうる。
【０００６】
　本発明のいくつかの実施形態において、ハウジングは、各々が上述の対向する第１端及
び第２端を有する第１部材及び第２部材と、それら部分の間の第２端にあるヒンジとを含
んでもよい。ヒンジは、第１部材及び第２部材を第２端において回転可能に結合し、第１
部材及び第２部材が互いに近接するハウジングの閉状態と、第２部材が第１部材と逆方向
に延在するハウジングの開状態とを規定する。アンテナ及び第１グランドプレーンは第１
部材にあり、第２グランドプレーンは第２部材にあり、リアクタンス素子は、第１部材及
び第２部材が開状態から閉状態に互いに回転される場合に第１グランドプレーン及び第２
グランドプレーンをリアクタンス結合するように構成されてもよい。
【０００７】
　いくつかの実施形態において、スピーカは、第２端に近接する第２部材の第１のスピー
カであり、第２のスピーカは第１端に近接して第２部材に提供される。いくつかの実施形
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態において、マイクロフォンは第１端に近接して第１部材に提供される。更に、いくつか
の実施形態において、ディスプレイはハウジングにおいて第１のスピーカと第２のスピー
カとの間に提供される。ディスプレイは、携帯無線通信機が開状態及び閉状態にある場合
に第１のスピーカ及び第２のスピーカに対して異なる向きでコンテンツを表示するように
構成されてもよい。
【０００８】
　ジャックナイフ型の実施形態において、第１部材及び第２部材はそれぞれ対向する面を
含み、ヒンジは対向する面に直交する方向に第１部材と第２部材との間に延在する。リア
クタンス素子は、第１部材及び第２部材が閉状態にある場合に第１グランドプレーン及び
第２グランドプレーンをヒンジを介してリアクタンス結合するように構成されてもよい。
クラムシェル型の実施形態において、ヒンジは、第１部材と第２部材との間に第２端に沿
って延在する。第１部材は、第１外部接点を含んでもよく、第２部材は、ハウジングが閉
状態にある場合に第１外部接点に接触又は結合するように構成される第２外部接点を含ん
でもよい。これらの実施形態において、リアクタンス素子は、閉状態において互いに接触
又は結合する第１外部接点及び第２外部接点を介して第１グランドプレーン及び第２グラ
ンドプレーンをリアクタンス結合するように構成されてもよい。
【０００９】
　スライド型電話機の実施形態において、ハウジングは、対向する第１端及び第２端をそ
れぞれ有する第１部材及び第２部材とそれらの間のスライドとを含む。スライドは、第１
部材及び第２部材を互いにスライド可能に結合し、第１部材及び第２部材が互いに近接す
るハウジングの閉じられた部分と、第１部材の第２端及び第２部材の第１端が互いに近接
し且つ第１部材の第１端及び第２部材の第２端が互いに離れているハウジングの開状態と
を規定する。これら実施形態において、アンテナ及び第１グランドプレーンは第１部材に
存在してもよく、第２グランドプレーンは第２部材に存在してもよく、リアクタンス素子
は、第１部材及び第２部材が開状態から閉状態に互いにスライドする場合に第１グランド
プレーン及び第２グランドプレーンをリアクタンス結合するように構成されてもよい。更
に、いくつかの実施形態において、スピーカは第２端に近接して第２部材に提供されても
よく、マイクロフォンは第１端に近接して第２部材に提供されてもよい。
【００１０】
　本発明の他の好適な実施形態に係る携帯無線通信機は、閉状態と開状態との間で動くよ
うに構成された複数部材からなるハウジングと、ハウジングが閉状態にある場合にハウジ
ングの対向する端部にあるハウジングのアンテナ及びスピーカとを含む。１対のグランド
プレーンがハウジングに提供されてもよく、それらグランドプレーンは、ハウジングが閉
状態にある場合にハウジングにおいて平行に且つ互いに近接して離間され、またハウジン
グが閉状態にある場合にアンテナとスピーカとの間に配置される。リアクタンス素子は、
ハウジングが開状態から閉状態に移動される場合に１対のグランドプレーンを互いにリア
クタンス結合するように構成されて提供されてもよい。これら好適な実施形態は、ハウジ
ングが閉状態にある場合に補聴器互換性を提供してもよい。また、補聴器互換性は、ハウ
ジングが開状態にある場合に提供されてもよい。
【００１１】
　本発明の更に他の実施形態は、閉状態と開状態との間で動くように構成された複数部材
からなるハウジングを含む携帯無線通信機を提供する。ハウジングは、閉状態にある場合
に対向する前面及び背面を含む。アンテナはハウジングに接続されて提供され、スピーカ
はハウジングにおいて背面から音を発するように提供される。携帯無線通信機は、閉状態
にある場合に前面からの輻射と背面からの輻射との比（一般に前後電界比と呼ばれる）が
少なくとも５ｄＢである状態で、約８５０ＭＨｚでアンテナから無線周波数信号を輻射す
るように構成される。複数部材からなるハウジングは、ジャックナイフ型、クラムシェル
型又はスライド型ハウジングとして構成されてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　以下において、本発明の実施形態が示される添付の図面を参照して、本発明を更に完全
に説明する。しかし、本発明は、本明細書に示す実施形態に限定されるものとして解釈さ
れるべきではない。本開示が完璧で完全なものとなり且つ本発明の範囲を当業者に完全に
理解されるように、それら実施形態は提供される。図中、分かり易くするために種々の大
きさが誇張されている場合がある。同一の図中符号は同一の構成要素を示す。本明細書に
おいて使用されるように、用語「及び／又は」は、列挙される１つ以上の関連する項目の
任意の組合せ及び全ての組合せを含み、また「／」で略される場合がある。
【００１３】
　本明細書において使用される専門用語は、特定の実施形態を説明する目的で使用され、
本発明を限定することを意図しない。本明細書において使用されるように、特に指示のな
い限り、単数形「a」、「an」及び「the」は複数形も含むことを意図する。用語「具備す
る」は、本明細書において使用される場合、記載される特徴、領域、ステップ、動作、要
素及び／又は構成要素の存在を特定するが、１つ以上の他の特徴、領域、ステップ、動作
、要素、構成要素及び／又はそれらの集合の存在又は追加を除外しないことが更に理解さ
れるだろう。
【００１４】
　層又は領域等の要素が別の要素の「上」に存在するか又は延在すると示される場合、そ
の要素はその別の要素のすぐ上に存在するか又は延在してもよく、あるいは仲介する要素
が存在してもよいことが理解されるだろう。これに対して、要素が別の要素の「すぐ上」
に存在するか又は延在すると示される場合、仲介する要素は存在しない。要素が別の要素
に「接続」又は「結合」されると示される場合、その要素はその別の要素に直接接続又は
結合されるか、あるいは仲介する要素が存在してもよいことが理解されるだろう。これに
対して、要素が別の要素に「直接接続」又は「直接結合」されると示される場合、仲介す
る要素は存在しない。
【００１５】
　第１、第２等の用語が種々の要素、構成要素、領域、層及び／又はセクションを説明す
るために本明細書において使用されるが、それら要素、材料、領域、層及び／又はセクシ
ョンはそれら用語により限定されるべきではないことが理解されるだろう。それらの用語
は、ある要素、材料、領域、層又はセクションを別の要素、材料、領域、層又はセクショ
ンと区別するために使用されるにすぎない。従って、以下に説明される第１の要素、材料
、領域、層又はセクションは、本発明の教示から逸脱せずに第２の要素、材料、領域、層
又はセクションと呼ぶことができる。
【００１６】
　更に本明細書において、「下部」、「最下部」又は「水平」、並びに「上部」、「最上
部」又は「垂直」等の相対的な用語は、図示されるように１つの要素と別の要素との関係
を説明するために使用されてもよい。相対的な用語は、図に示される向きに加えて装置の
異なる向きを含むことを意図することが理解されるだろう。例えば、図の装置が上下反対
になった場合、他の要素より「下部」にあると説明された要素は、他の要素より「上部」
になる。従って、用語「下部」は図面の特定の向きに依存して「下部」及び「上部」の双
方の位置を含むことができる。同様に、１つの図における装置が上下反対になった場合、
他の要素の「下方」又は「真下」にあるとして説明された要素は、他の要素より「上方」
になる。従って、用語「下方」又は「真下」は、上方及び下方の双方の位置を含むことが
できる。更に本明細書において、用語「前面」及び「背面」は、無線通信機の対向する外
向きの面を説明するために使用される。従来、耳に対して保持される面は背面と考えられ
るが、対向する外向きの面も向きによっては背面と考えられる。
【００１７】
　最後に、本明細書において使用されるように、用語「近接する」は近くに存在すること
を意味するが、必ずしも接触しているとは限らない。更に、用語「近接する」がハウジン
グ又はハウジングの部分の対向する第１端及び第２端に対して使用される場合、「近接す
る」は対向する端部より所定の端部の近くに位置することを意味する。「第１端に近接す
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る」は第２端よりも第１端の近くに位置することを意味する。
【００１８】
　本明細書において、本発明の理想化された実施形態を概略的に示す横断面図を参照して
、本発明の実施形態を説明する。従って、例えば製造技術及び／又は許容誤差及び／又は
意図的な設計の結果として図面の形状から得られる変形例が予想される。本発明の実施形
態は、本明細書において示される領域の特定の形状に限定されるものとして解釈されるべ
きではなく、形状の規格変更を含む。例えば一般に、平坦なものとして図示され且つ説明
されるハウジング領域は丸くされてもよい。更に、図示される鋭い突出部が丸くされても
よい。図示される領域は本質的に概略図であり、それら領域の形状は、領域の厳密な形状
を示すことを意図せず、また特に指示のない限り本発明の範囲を限定することを意図しな
い。
【００１９】
　特に指示のない限り、本明細書において使用される全ての用語（技術科学用語を含む）
は、本発明が属する分野の技術者により一般に理解される意味と同一の意味を有する。一
般に使用される辞書において定義される用語等の用語は、関連技術及び本開示の説明にお
けるそれら用語の意味と一致する意味を有するものとして解釈されるべきであり、特に指
示のない限り、理想化された意味又は過度に形式的な意味に解釈されないことが更に理解
されるだろう。
【００２０】
　図１Ａ及び図１Ｂは、本発明の好適な実施形態に係る携帯無線通信機を示す横断面側面
図及び上面図である。図１Ａ及び図１Ｂに示すように、携帯無線通信機１００の実施形態
は、対向する第１端１１０ａ及び第２端１１０ｂ、並びに前面１１０ｃ及び背面１１０ｄ
を有するハウジング１１０を含む。内部アンテナ１５０等のアンテナは、ハウジング内に
おいて第１端１１０ａに近接している。他の実施形態において、外部アンテナが提供され
てもよい。第１グランドプレーン１６０はハウジング１１０に提供され、第１端１１０ａ
の近傍から第２端１１０ｂの近傍に延設され、第１端１１０ａに近接してアンテナ１５０
に電気接続される。第２グランドプレーン１７０はハウジング１１０に提供され、第１端
１１０ａの近傍から第２端１１０ｂの近傍に延設され、第１グランドプレーン１６０と重
なりあう。リアクタンス素子１８０（キャパシタとして示される）は、第２端１１０ｂに
近接してハウジング１１０に提供され、第１グランドプレーン１６０及び第２グランドプ
レーン１７０をリアクタンス結合する。抵抗結合等のノンリアクタンス結合は、リアクタ
ンス素子１８０により提供されてもよく且つ／又は第１グランドプレーン１６０と第２グ
ランドプレーン１７０との間の直接電気接続により提供されてもよいことが理解されるだ
ろう。図１に示すように、他の実施形態において、マイクロフォン１３０は第１端１０ａ
に近接してハウジング１１０に提供され、スピーカ１２０は第２端１１０ｂに近接してハ
ウジング１１０に提供される。本明細書において使用されるように、用語「スピーカ」は
任意の電気音響変換器を示すために使用され、用語「マイクロフォン」は任意の音響電気
変換器を示すために使用される。いくつかの実施形態において、所定の装置がスピーカ及
びマイクロフォンの双方として機能してもよいことは理解されるだろう。
【００２１】
　グランドプレーン１６０、１７０（及び後続の図面におけるグランドプレーン）は、本
発明の実施形態に従って、独立したグランドプレーンを提供することにより、１つ以上の
グランドプレーンをプリント回路基板又は他の搭載する基板に提供することにより提供さ
れてもよく且つ／又は当業者に周知の技術を使用してハウジングの金属被覆に対して電気
接続することにより提供されてもよい。更に、アンテナ１５０及び以下の実施形態におい
て示されるアンテナは、任意の従来のアンテナを使用して提供されてもよい。いくつかの
実施形態において、携帯無線通信機に対して広く使用される板状逆Ｆアンテナ（ＰＩＦＡ
）が提供されてもよい。調整可能な寄生共振器を含むＰＩＦＡアンテナの使用は、共同発
明者Vanceによる米国特許出願第１０／８６４，７６１号公報「Tunable Parasitic Reson
ators」において説明される。この開示は、ここで参照することにより本明細書に全ての
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内容が取り入れられるものとする。いくつかの実施形態において、アンテナ１５０から第
１端１１０ａまでの距離は、約１ｍｍ～約４０ｍｍであり、他の実施形態においては約１
５ｍｍである。更にいくつかの実施形態において、リアクタンス素子１８０及び以下に説
明するリアクタンス素子は、約２ｐＦ～約１０ｐＦの静電容量を有してもよい。
【００２２】
　図１Ａ及び図１Ｂは、１つの部分からなるハウジングが提供される本発明の実施形態を
説明した。回転構成、折りたたみ構成又はスライド構成で互いに結合される複数部材（２
つ以上の部分）からなるハウジングを含む本発明の実施形態を以下に説明する。以下の説
明において、回転構成、折りたたみ構成及びスライド構成の本発明の種々の実施形態は、
携帯無線通信機の従来の回転構成、折りたたみ構成及びスライド構成と比較される。
【００２３】
　特に図２Ａ及び図２Ｂは、閉状態（図２Ａ）及び開状態（図２Ｂ）にある従来のジャッ
クナイフ型携帯無線通信機を示す。スピーカ２２０、アンテナ２５０、ディスプレイ２４
０、キーパッド２４２、マイクロフォン２３０及びヒンジ２９０の相対位置が示される。
これらの構成において、ディスプレイ２４２は、開いた状態（図２Ｂ）又は閉じた状態（
図２Ａ）で有効であってもよいため、通信は双方の状態において行なわれ且つ受信されて
もよい。アンテナ２５０は閉じた状態（図２Ａ）の電話機の最上部にあり、手動による離
調を減少できる。アンテナは開いた状態（図２Ｂ）において底部にあり、ヘッドローディ
ング及び／又はヘッドロスを減少できる。ディスプレイの下にあるホットキー（図２Ａ又
は図２Ｂにおいては不図示）は、開いた状態及び閉じた状態の双方において有用であって
もよい。
【００２４】
　多くのスティック型の電話機は、８５０ＭＨｚ（セルラ）帯域において所望のレベルよ
り約８ｄＢ高い自由空間近距離電磁界放射を有してもよい。電話機の中央に１／４波長ア
ンテナを有する多くのクラムシェル型電話機は、ＰＣＳ帯域において減少した自由空間近
距離電磁界放射を有してもよく、その一方でセルラ帯域において所望の放射より高い放射
（例えば所望の放射より８ｄＢ高い）を有してもよい。同様に、装置の底部にアンテナを
有する電話機は、所望の放射を超える放射を有してもよい。
【００２５】
　図２Ａ及び図２Ｂの構成全体を含む典型的な回転タイプの電話機の自由空間近距離電界
（Ｅ）及び磁界（Ｈ）の放射が測定される場合、表１のレベル（所望のレベルを超える量
をｄＢで示す）が観測されるだろう：
【表１】

【００２６】
　表中の全ての値は、所望電界レベル及び所望磁界レベルを超えるレベルをｄＢで示す。
【００２７】
　尚、この電話機は、１９００ＭＨｚ帯域においては、開いた状態で所望のレベルに近付
くが、８５０ＭＨｚ帯域においては、開いた状態でも又は閉じた状態でも所望の放射レベ
ルを８ｄＢ以上超える。
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　ヒンジ２９０に対して整合を更に行なうことにより、閉じた状態においてアンテナの指
向性は高くなる。例えば、典型的なジャックナイフ型電話機において５．６ｐＦの値のマ
ッチングキャパシタを使用する場合、図３に示すＶＳＷＲが閉じた状態において観測され
た。
【００２９】
　尚、二重共振及びインピーダンスは低周波数域（８５０ＭＨｚ）において約５０オーム
である。輻射パターンが種々のマッチングキャパシタの構成に対して測定される場合、図
４Ａ～図４Ｃの輻射パターンが得られるだろう。
【００３０】
　このリアクタンス素子の整合は、利得に対して大きな影響を与えずにアンテナの指向性
を非常に高くするという効果を有する。実際には、ユーザヘッド利得が改善する一方で、
自由空間利得は僅かに減少することが分かった（表２を参照）。
【表２】

【００３１】
【表３】

【００３２】
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【表４】

【００３３】
　閉じた状態においてアンテナがスピーカから離れた位置にある構成が提供される場合、
所望の放射レベルが双方の帯域において達成されるという認識から本発明のいくつかの実
施形態が得られてもよい。８５０帯域において、１ｄＢのマージンを達成することにより
、元の構成から１１ｄＢを超える改善が得られる。
【００３４】
　図５Ａ及び図５Ｂは、閉じた構成の本発明の好適な実施形態に係るジャックナイフ型携
帯無線通信機を示す横断面側面図及び上面図である。図６Ａ及び図６Ｂは、開いた構成の
本発明の好適な実施形態に係るジャックナイフ型携帯無線通信機を示す横断面側面図及び
上面図である。
【００３５】
　図５Ａ、図５Ｂ、図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、携帯無線通信機５００の実施形態は
、対向する第１端５１０ａ及び第２端５１０ｂを有するハウジング５１０を含む。内部ア
ンテナ５５０は、第１端５１０ａに近接してハウジング５１０内に含まれる。第１グラン
ドプレーン５６０はハウジング５１０に提供され、第１端５１０ａの近接部から第２端５
１０ｂの近接部に延在し、第１端５１０ａに近接するアンテナ５５０に電気接続される。
第２グランドプレーン５７０はハウジング５１０に提供され、第１端５１０ａの近接部か
ら第２端５１０ｂの近接部に延在し、第１グランドプレーン５６０と重なる。キャパシタ
等のリアクタンス素子５８０は、第２端５１０ｂに近接してハウジングに提供され、第１
グランドプレーン５６０及び第２グランドプレーン５７０をリアクタンス結合する。第１
グランドプレーン５６０と第２グランドプレーン５７０との間を直接電気接続することに
より直接結合されてもよい。マイクロフォン５３０は、第１端５１０ａに近接してハウジ
ング５１０に提供され、スピーカ５２０ａは、第２端５１０ｂに近接してハウジング５１
０に提供される。
【００３６】
　更に、図５Ａ、図５Ｂ、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、ハウジング５１０は、対向す
る第１端５１２ａ及び第２端５１２ｂを有する第１部材５１２、並びに対向する第１端５
１４ａ及び第２端５１４ｂを有する第２部材５１４を含む。ヒンジ５９０は、第１部材５
１２と第２部材５１４との間に提供され、第１部材５１２及び第２部材５１４が互いに近
接するハウジング５１０の閉状態（図５Ａ及び図５Ｂに示す）と、第２部材５１４が第１
部材５１２と逆方向に延在するハウジング５１０の開状態（図６Ａ及び図６Ｂに示す）と
を規定する。図５Ａ及び図６Ａに示すように、アンテナ５５０及び第１グランドプレーン
５６０は第１部材５１２に存在し、第２グランドプレーン５７０は第２部材５１４に存在
する。リアクタンス素子５８０は、第１部材５１２及び第２部材５１４が開状態（図６Ａ
及び図６Ｂ）から閉状態（図５Ａ及び図５Ｂ）に互いに対して回転される場合に、第１グ
ランドプレーン５６０及び第２グランドプレーン５７０をリアクタンス結合するように構
成される。いくつかの実施形態において、リアクタンス素子５８０は、図６Ａの容量性素
子の切断により示されるように、第１部材及び第２部材が開状態にある場合に、第１グラ
ンドプレーン及び第２グランドプレーンから切断されるように構成される。
【００３７】
　図５Ａ、図５Ｂ、図６Ａ及び図６Ｂに示すように、いくつかの実施形態において、スピ
ーカ５２０ａは第１スピーカ５２０ａであり、第２部材５１４において、第２端５１４ｂ
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に近接した位置に提供される。第２スピーカ５２０ｂは、第２部材５１４において第１端
５１４ａに近接して提供される。更にいくつかの実施形態において、マイクロフォン５３
０は、第１端５１０ａに近接して第１部材５１２ａに提供されてもよく、ディスプレイ５
４０は、第２部材５１４等のハウジングにおいて第１のスピーカ５２０ａと第２のスピー
カ５２０ｂとの間に提供されてもよい。図５Ｂ及び図６Ｂに示すように、いくつかの実施
形態において、ディスプレイ５４０は、携帯無線通信機が開状態（図６Ｂ）及び閉状態（
図５Ｂ）にある場合に第１のスピーカ５２０ａ及び第２のスピーカ５２０ｂに対して異な
る向きでコンテンツを表示するように構成されてもよい。例えばいくつかの実施形態にお
いて、ディスプレイ５４０の向きは１８０°回転されてもよく、それによりユーザは、携
帯無線通信機５００が開状態及び閉状態で使用される場合に適切な向きでコンテンツを見
れる。更に図５Ａに示すように、いくつかの実施形態において、ヒンジ５９０は、対向す
る面に直交する方向に第１部材５１２及び第２部材５１４の対抗する面の間に延在する。
いくつかの実施形態において、リアクタンス素子５８０は、第１部材５１２及び第２部材
５１４が閉状態にある場合に第１グランドプレーン５６０及び第２グランドプレーン５７
０をヒンジ５９０を介してリアクタンス結合するように構成されてもよい。ヒンジを介す
るリアクタンス素子によるプリント回路基板の整合は、例えばSaitoにより２００３年１
１月１８日に出願された特許出願第２００３－３８８０９９号において説明され、その開
示は、本明細書において完全に説明されるかのように本明細書に参考として全ての内容が
取り入れられている。
【００３８】
　最後に図５Ａ～図６Ｂを参照すると、第１のキー５４４ａはディスプレイ５４０と第１
のスピーカ５２０ａとの間に提供されてもよく、第２のキー５４４ｂはディスプレイ５４
０と第２のスピーカ５２０ｂとの間に提供されてもよい。いくつかの実施形態において、
第１のキー５４４ａ及び第２のキー５４４ｂは同一の（固定及び／又は可変）機能を実行
するように構成される重複キーであり、そのためディスプレイの向きに関わらず同一キー
がディスプレイ５４０の下方に提供される。本明細書において使用されるように、用語「
キー」はユーザ入力により作動されるスイッチを示すことが理解されるだろう。当業者に
は周知であるように、移動可能なキー又はボタン、メンブレンキー、容量結合されたキー
及び／又はタッチスクリーンキーを含む種々のキー技術が使用されてもよく、本発明は特
定のキー技術に限定されない。
【００３９】
　図５Ａ～図６Ｂの実施形態について更に説明する。特に図示するように、２つのスピー
カ５２０ａ、５２０ｂはいくつかの実施形態において使用される。場合によっては、それ
らスピーカは立体音響に対して使用できるように離間される。また、ユーザが第２のスピ
ーカ５２０ｂを頭の近くに置くことを考慮をせずに又はあまり考慮することなく、第２の
スピーカ５２０ｂは図５Ａ及び図５Ｂの閉じた状態でスピーカハンズフリー動作に対して
使用できる。図５Ａ及び図５Ｂに示すように、マイクロフォン５３０は閉じた状態におい
てハウジングの側面に移されてもよい。この構成により、ユーザの頬でマイクロフォンポ
ートを塞ぐ可能性は減少されるか又は防止される。更に上述のように、携帯無線通信機５
００が開状態にあるか又は閉状態にあるかに依存して、ディスプレイ５４０上のテキスト
及び／又は画像を反転するのが望ましい。この反転は、状態変更を起動する開／閉検出ス
イッチを使用してソフトウェア及び／又はハードウェアにより実行されてもよい。更に、
同一の固定及び／又は可変ファンクションキー（「ホットキー」とも呼ばれる）５４４ａ
、５４４ｂは、使用される時にディスプレイの下方になるようにする場合、ディスプレイ
５４０の両端に提供されてもよい。それら追加のキーは、電話機が閉じた状態で横向きに
保持されるゲームアプリケーションにおいて使用されてもよい。閉じた状態にある場合、
ディスプレイはカメラ及び／又はゲームアプリケーションに対して垂直の向きから横向き
に９０°向きを変更されてもよい。この回転は、手動で実行されてもよく、ゲームモード
又はカメラモードを入力した時に自動的に実行されてもよく且つ／あるいは傾斜センサ及
び／又は安価な加速度計を採用することにより自動的に実行されてもよい。いくつかの実
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施形態において、ディスプレイが能動的に使用され（例えば、ボタンが押下される）且つ
ある一定時間ある方向に傾いている時のみ回転するように、遅延が提供されてもよい。
【００４０】
　図７Ａ及び図７Ｂは、閉状態（図７Ａ）及び開状態（図７Ｂ）にある従来のクラムシェ
ル型携帯無線通信機を示す。図７Ａ及び図７Ｂに示すように、メインディスプレイ７４０
ａ及び外部ディスプレイ７４０ｂは、ヒンジ７９０、スピーカ７２０及びマイクロフォン
７３０と共に提供されてもよい。従来のクラムシェル型電話機の中には、開いた状態での
み会話が行なえるものがある。アンテナ（図７Ａ又は図７Ｂには示さない）は、開いた状
態において電話機の中央、あるいは電話機の底部又は最上部に位置付けられてもよい。
【００４１】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本発明の好適な実施形態に従って、閉じた状態のクラムシェル型
携帯無線通信機を示す横断面側面図及び上面図である。図９Ａ及び図９Ｂは、本発明の好
適な実施形態に従って、開いた状態のクラムシェル型携帯無線通信機を示す上面図及び横
断面側面図である。図８Ａ及び図８Ｂに示すように、携帯無線通信機８００の実施形態は
、対向する第１端８１０ａ及び第２端８１０ｂを有するハウジング８１０を含む。内部ア
ンテナ８５０は、第１端８１０ａに近接してハウジング８１０内に含まれる。第１グラン
ドプレーン８６０はハウジング８１０に提供され、第１端８１０ａの近接部から第２端８
１０ｂの近接部に延在し、第１端８１０ａに近接するアンテナに電気接続される。第２グ
ランドプレーン８７０はハウジングに提供され、第１端８１０ａの近接部から第２端８１
０ｂの近接部に延在し、第１グランドプレーン８６０と重なる。キャパシタ等のリアクタ
ンス素子８８０は、第２端８１０ｂに近接してハウジング８１０に提供され、第１グラン
ドプレーン８６０及び第２グランドプレーン８７０をリアクタンス結合する。直接結合さ
れてもよい。マイクロフォン８３０は、第１端８１０ａに近接してハウジング８１０に提
供され、スピーカ８２０ｂは、第２端８１０ｂに近接してハウジングに提供される。
【００４２】
　更に図８Ａ～図９Ｂに示すように、ハウジング８１０は、対向する第１端８１２ａ及び
第２端８１２ｂを有する第１部材８１２、並びに対向する第１端８１４ａ及び第２端８１
４ｂを有する第２部材８１４を含む。ヒンジ８９０は、それら２つの部分の間に第２端８
１２ｂ、８１４ｂにおいて提供される。ヒンジ８９０は、第２端８１２ｂ、８１４ｂにお
いて第１部材８１２及び第２部材８１４を回転可能に結合し、第１部材８１２及び第２部
材８１４が互いに近接するハウジング８１０の閉状態（図８Ａ及び図８Ｂ）と、第１部材
８１２が第２部材８１４と逆方向に延在するハウジング８１０の開状態（図９Ａ及び図９
Ｂ）とを規定する。また図８Ａ～図９Ｂに示すように、アンテナ８５０及び第１グランド
プレーン８６０は第１部材８１２に存在し、第２グランドプレーン８７０は第２部材８１
４に存在し、リアクタンス素子８８０は、第１部材８１２及び第２部材８１４が開状態（
図８Ａ及び図９Ｂ）から閉状態（図８Ａ及び図８Ｂ）に互いに回転される場合に第１グラ
ンドプレーン８６０及び第２グランドプレーン８７０をリアクタンス結合するように構成
される。
【００４３】
　図８Ａ～図９Ｂに示すように、いくつかの実施形態において、第２のスピーカ８２０ｂ
は第１端８１４ａに近接して第２部材８１４に提供される。メインディスプレイ８４０ａ
は、ハウジング８１０において第１のスピーカ８２０ａと第２のスピーカ８２０ｂとの間
に提供される。ヒンジ８９０は、第２端８１２ｂ、８１４ｂに沿って第１部材と第２部材
との間に延在する。いくつかの実施形態において、第１部材８１２は第１外部接点８９２
ａを含み、第２部材８１４は、ハウジングが閉状態（図８Ａ及び図８Ｂ）にある場合に第
１外部接点８９２ａと接触するように配置される第２外部接点８９２ｂを含む。リアクタ
ンス素子８８０は、閉状態において互いに接触する第１外部接点８９２ａ及び第２外部接
点８９２ｂを介して第１グランドプレーン８６０及び第２グランドプレーン８７０をリア
クタンス結合するように構成される。リアクタンス素子８８０は、ハウジング８１４（図
示する）又は８１２（不図示）に含まれてもよく、あるいはその双方に含まれてもよい。
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リアクタンスは、リアクタンス素子８８０を介するか又は接点８９２ａ、８９２ｂの物理
的な配置を介して達成されてもよく、あるいはその双方を介して達成されてもよい。特に
、接点８９２ａ、８９２ｂを特定の配置で設計することによりそれらのキャパシタンスを
特定できることは周知である。所望のキャパシタンスが達成された場合、リアクタンス素
子８８０は回路から除去されてもよい。場合によっては、リアクタンス素子に追加の抵抗
素子を加えて、指向性低周波数共振器の帯域幅を広げることが望ましい。これにより、指
向性のレベルはある程度減少されるが、電話機はより広い範囲の周波数にわたりセルラ帯
域において指向性を有することができる。図８Ｂ及び図９Ａに示されるように、いくつか
の実施形態において、複数の第１の接点及び第２の接点が提供されてもよい。
【００４４】
　図８Ａ～図９Ｂの実施形態を更に説明する。特に図９Ａ及び図９Ｂに示すように、アン
テナ８５０は電話機の底部に配置される。更に、電話機は通信を送受信するために閉状態
（図８Ａ及び図８Ｂ）で使用可能である。電話機は、図８Ａ及び図８Ｂに示す閉状態にお
いて１９００ＭＨｚ（ＰＣＳ）帯域及び８５０ＭＨｚ帯域の双方において所望の自由空間
近距離電磁界放射を有してもよい。電話機は、開状態（図９Ａ及び図９Ｂ）で１９００帯
域において減少した放射を有するが、開状態で８５０帯域において減少した放射を有さな
い場合もある。例えば、それは開状態において所望の放射レベルを超える２～５ｄＢであ
ってもよい（シミュレーションに基づく）。上述したように、外部接点８９２ａ、８９２
ｂのセットは閉じた状態で接続する。外部接点は、改善された調整及び性能、あるいは最
適な調整及び性能のために整合されてもよい。外部ディスプレイ８４０ｂは、電話をかけ
る時及び通話を受信する時に有用であってもよい。電話機の外側にあるホットキー８４４
は、電話をかける時及び通話を受信する時に使用されてもよい。スピーカ８２０ａは、電
話機の外側に配置されてもよい。この外側のスピーカ８２０ａは、着信に対するスピーカ
を提供でき、通話中になるとマイクロフォンとして機能してもよい。２つのスピーカが従
来の折りたたみタイプの電話機において一般に利用可能であるため（すなわち、一方は警
告音に対するスピーカであり、一方は受信機である）、本発明のいくつかの実施形態のデ
ュアルスピーカはコストを非常に増加することはないだろう。
【００４５】
　図１０Ａ及び図１０Ｂは、従来のスライド型電話機の上面図である。図１０Ａ及び図１
０Ｂに示すように、さね継ぎ及び／又は他の従来のスライド構成を含むスライダ１０９０
は、ハウジングの第１部材及び第２部材をスライド可能に結合するために使用される。第
１部材はディスプレイ１０４０、スピーカ１０２０、マイクロフォン１０３０及び／又は
アンテナ１０５０を含み、第２部材はキーパッド１０４２を含む。本明細書において使用
されるように、キーパッドは英数字キーであってもよい複数のキーを意味する。
【００４６】
　図１１Ａ及び図１１Ｂは、閉状態にある本発明の好適なスライド型電話機の実施形態を
示す横断面側面図及び上面図である。図１２Ａ及び図１２Ｂは、開状態にある本発明の好
適なスライド型電話機の実施形態を示す上面図及び横断面側面図である。図１１Ａ及び図
１１Ｂに示すように、携帯無線通信機１１００の実施形態は、対向する第１端１１１０ａ
及び第２端１１１０ｂを有するハウジング１１１０を含む。内部アンテナ１１５０は、第
１端１１１０ａに近接してハウジング内に含まれる。第１グランドプレーン１１６０及び
第２グランドプレーン１１７０はハウジングに提供され、キャパシタ等のリアクタンス素
子１１８０は第１グランドプレーン１１６０及び第２グランドプレーン１１７０をリアク
タンス結合するためにハウジングに提供される。第１のマイクロフォン１１３０ａは第１
端１１１０ａに近接してハウジングに提供され、スピーカ１１２０は第２端１１１０ｂに
近接してハウジングに提供される。ディスプレイ１１４０及びキーパッド１１４２が更に
提供される。
【００４７】
　更に詳細には、図１１Ａに示すように、ハウジング１１１０は、対向する第１端１１１
２ａ及び第２端１１１２ｂを有する第１部材１１１２、第１端１１１４ａ及び第２端１１
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１４ｂを有する第２部材１１１４、並びに第１部材１１１２と第２部材１１１４との間の
スライダ１１９０を含む。スライダ１１９０は、第１部材１１１２及び第２部材１１１４
を互いにスライド可能に結合し、第１部材及び第２部材が互いに近接するハウジングの閉
状態（図１１Ａ及び図１１Ｂ）と、第１部材１１１２の第２端１１１２ｂ及び第２部材１
１１４の第１端１１１４ａが互いに近接し且つ第１部材１１１２の第１端１１１２ａ及び
第２部材１１１４の第２端１１１４ｂが互いに離れているハウジングの開状態（図１２Ａ
及び図１２Ｂ）とを規定する。アンテナ１１５０及び第１グランドプレーン１１６０は第
１部材１１１２に存在し、第２グランドプレーン１１７０は第２部材１１１４に存在する
。リアクタンス素子１１８０は、第１部材及び第２部材が開状態から閉状態に互いにスラ
イドされる場合に第１グランドプレーン１１６０及び第２グランドプレーン１１７０をリ
アクタンス結合するように構成される。第２のマイクロフォン１１３０ｂは、第１端１１
１２ａに近接して第１部材１１１２に提供されてもよい。他の実施形態において、２つの
マイクロフォン１１３０ａ、１１３０ｂは提供されない。それらマイクロフォンの一方の
みが、いずれかの場所に提供されてもよい。
【００４８】
　上述したように、本発明の実施形態は、閉状態と開状態との間で動くように構成される
複数部材からなるハウジングと、ハウジング内に含まれる内部アンテナと、ハウジングが
閉状態にある場合にハウジングの対向する端部に位置するスピーカとを含む携帯無線通信
機を提供してもよい。いくつかの実施形態において、１対のグランドプレーンがハウジン
グに提供されてもよく、それらグランドプレーンは、ハウジングが閉状態にある場合にハ
ウジングにおいて平行に且つ互いに近接して離間され、またハウジングが閉状態にある場
合にアンテナとスピーカとの間に配置される。リアクタンス素子は、ハウジングが開状態
から閉状態に移動される場合に１対のグランドプレーンを互いにリアクタンス結合するよ
うに構成されて提供されてもよい。携帯無線通信機は、ハウジングが閉状態にある場合に
補聴器互換性があってもよい。いくつかの実施形態において、ハウジングが開状態にある
場合、所望の自由空間近距離電磁界放射が提供されてもよい。
【００４９】
　図５Ａ～図６Ｂ、図８Ａ～図９Ｂ及び図１１Ａ～図１２Ｂに示すような本発明の更に他
の実施形態は、閉状態と開状態との間で動くように構成される複数部材からなるハウジン
グを含む携帯無線通信機を提供する。ハウジングは、閉状態にある場合に対向する前面及
び背面を含む。内部アンテナはハウジング内に含まれ、スピーカは背面から音を発するよ
うにハウジングに提供される。携帯無線通信機は、閉状態にある場合に前面からの輻射と
背面からの輻射との比（一般に前後電界比と呼ばれる）が少なくとも５ｄＢである状態で
、約８５０ＭＨｚでアンテナから無線周波数信号を輻射するように構成される。例えば図
１３は、閉状態の図６Ａ～図６Ｂの実施形態の８３６ＭＨｚにおける測定した前後輻射を
示すグラフである。約８ｄＢの前後電界比が示される。
【００５０】
　図面及び明細書において、本発明の実施形態が開示された。特定の用語が採用されるが
、それら用語は、包括的であり且つ説明するために使用されており、限定する目的で使用
されない。本発明の範囲は以下の請求の範囲に示される。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１Ａ】本発明の好適な実施形態に係る携帯無線通信機を示す横断面側面図である。
【図１Ｂ】本発明の好適な実施形態に係る携帯無線通信機を示す上面図である。
【図２Ａ】閉状態にある従来のジャックナイフ型携帯無線通信機を示す図である。
【図２Ｂ】開状態にある従来のジャックナイフ型携帯無線通信機を示す図である。
【図３】閉じられた状態にあるジャックナイフ型携帯無線通信機の電圧定在波比（ＶＳＷ
Ｒ）を示すグラフである。
【図４Ａ】ジャックナイフ型携帯無線通信機に適用されるマッチングキャパシタの構成に
対する輻射パターンを示すグラフである。
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【図４Ｂ】ジャックナイフ型携帯無線通信機に適用されるマッチングキャパシタの構成に
対する輻射パターンを示すグラフである。
【図４Ｃ】ジャックナイフ型携帯無線通信機に適用されるマッチングキャパシタの構成に
対する輻射パターンを示すグラフである。
【図５Ａ】閉状態にある本発明の実施形態に係るジャックナイフ型携帯無線通信機を示す
横断面側面図である。
【図５Ｂ】閉状態にある本発明の実施形態に係るジャックナイフ型携帯無線通信機を示す
上面図である。
【図６Ａ】開状態にある本発明の実施形態に係るジャックナイフ型携帯無線通信機を示す
横断面側面図である。
【図６Ｂ】開状態にある本発明の実施形態に係るジャックナイフ型携帯無線通信機を示す
上面図である。
【図７Ａ】閉状態にある従来のクラムシェル型携帯無線通信機を示す上面図である。
【図７Ｂ】開状態にある従来のクラムシェル型携帯無線通信機を示す上面図である。
【図８Ａ】閉状態にある本発明の実施形態に係るクラムシェル型携帯無線通信機を示す横
断面側面図である。
【図８Ｂ】閉状態にある本発明の実施形態に係るクラムシェル型携帯無線通信機を示す上
面図である。
【図９Ａ】開状態にある本発明の実施形態に係るクラムシェル型携帯無線通信機を示す上
面図である。
【図９Ｂ】開状態にある本発明の実施形態に係るクラムシェル型携帯無線通信機を示す横
断面側面図である。
【図１０Ａ】閉状態にある従来のスライド型携帯無線通信機を示す上面図である。
【図１０Ｂ】開状態にある従来のスライド型携帯無線通信機を示す上面図である。
【図１１Ａ】閉状態にある本発明の実施形態に係るスライド型携帯無線通信機を示す横断
面側面図である。
【図１１Ｂ】閉状態にある本発明の実施形態に係るスライド型携帯無線通信機を示す上面
図である。
【図１２Ａ】開状態にある本発明の実施形態に係るスライド型携帯無線通信機を示す上面
図である。
【図１２Ｂ】開状態にある本発明の実施形態に係るスライド型携帯無線通信機を示す横断
面側面図である。
【図１３】図６Ａ及び図６Ｂの実施形態に従って、８３６ＭＨｚにおける携帯無線通信機
の前後輻射を示すグラフである。
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】 【図１２Ａ】
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成18年12月6日(2006.12.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する第１端及び第２端を有するハウジングと、
　前記第１端に近接した位置に設けられたアンテナと、
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　前記ハウジング内において、前記第１端付近から前記第２端付近へと延設され、前記ア
ンテナに電気的に接続される第１グランドプレーンと、
　前記ハウジング内において、前記第１端付近から前記第２端付近へと延設され、前記第
１グランドプレーンと重なり合う、第２グランドプレーンと、
　前記ハウジング内において前記第２端に近接して設けられ、前記第１グランドプレーン
と第２グランドプレーンとを、リアクタンス接続するリアクタンス素子と、
　前記ハウジング内において前記第２端に近接して設けられたスピーカと、
　を含むことを特徴とする携帯無線通信機。
【請求項２】
　前記アンテナは、前記ハウジング内において前記第１端に近接して設けられた外部アン
テナであることを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項３】
　前記ハウジング内において、前記第１端に近接して設けられたマイクロフォンを更に備
えることを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項４】
　前記ハウジングは、
　それぞれが前記第１端及び第２端を備えた第１部材及び第２部材と、
　前記第１部材及び前記第２部材の間に設けられ、前記第２端において、前記第１部材及
び前記第２部材を回転自在に接続するヒンジと、
　を備え、
　前記ヒンジにより、
　前記第１、第２部材が、互いに近接する閉状態と、
　前記第１部材から前記第２部材が離れた位置にある開状態と、
　が定義され、
　前記アンテナ及び前記第１グランドプレーンは、前記第１部材に設けられ、
　前記第２グランドプレーンは、前記第２部材に設けられ、
　前記第１、第２部材が前記開状態から前記閉状態へと互いに相対的に回転した場合に、
前記リアクタンス素子は、前記第１グランドプレーンと第２グランドプレーンとをリアク
タンス接続することを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項５】
　前記スピーカは、前記第２部材内において、前記第２端に近接した位置に設けられた第
１スピーカであって、
　前記携帯無線通信機は、前記第２部材内において、前記第１端に近接した位置に設けら
れた第２スピーカを更に含むことを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項６】
　前記第１部材内において、前記第１端に近接した位置に、マイクロフォンを備えること
を特徴とする請求項５に記載の携帯無線通信機。
【請求項７】
　前記ハウジングにおいて、前記第１、第２スピーカの間に更にディスプレイを備えるこ
とを特徴とする請求項６に記載の携帯無線通信機。
【請求項８】
　前記ディスプレイは、前記携帯無線通信機が前記開状態にある場合と、前記閉状態にあ
る場合とで、前記第１、第２スピーカに対して異なる向きで表示を行なうことを特徴とす
る請求項７に記載の携帯無線通信機。
【請求項９】
　前記第１部材及び第２部材は、それぞれ、対向面を有しており、
　前記ヒンジは、前記第１部材と前記第２部材との間において、前記対向面と垂直を為す
方向に延設され、
　前記リアクタンス素子は、前記第１、第２部材が前記閉状態にある場合に、前記第１グ
ランドプレーンと前記第２グランドプレーンとを、前記ヒンジを介してリアクタンス接続
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することを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１０】
　前記第１部材及び第２部材は、それぞれ、対向面を有しており、
　前記ヒンジは、前記第１部材と前記第２部材との間において、前記対向面と垂直を為す
方向に延設され、
　前記リアクタンス素子は、前記第１、第２部材が前記閉状態にある場合に、前記第１グ
ランドプレーンと前記第２グランドプレーンとを、前記ヒンジを介してリアクタンス接続
することを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１１】
　前記ハウジングにおいて、
　前記ディスプレイと前記第１スピーカとの間に設けられた第１キーと、
　前記ディスプレイと前記第２スピーカとの間に設けられた第２キーと、
　を更に備えることを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１２】
　前記第１、第２キーは、重複キーであることを特徴とする請求項１１に記載の携帯無線
通信機。
【請求項１３】
　前記ヒンジは、前記第１、第２部材の間において、前記第２端に沿って延設され、
　前記第１部材は、第１外部接点を含み、
　前記第２部材は、前記ハウジングが閉状態にある時に前記第１外部接点と接する第２外
部接点を含み、
　前記リアクタンス素子は、前記閉状態において互いに接する前記第１、第２外部接点を
介して、前記第１、第２グランドプレーンを、リアクタンス接続することを特徴とする請
求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１４】
　前記ヒンジは、前記第１、第２部材の間において、前記第２端に沿って延設され、
　前記第１部材は、第１外部接点を含み、
　前記第２部材は、前記ハウジングが閉状態にある時に前記第１外部接点と接続する第２
外部接点を含み、
　前記第１、第２外部接点は、前記第１、第２グランドプレーンが、前記閉状態において
接続する前記第１、第２外部接点を介して、リアクタンス接続されるように構成されるこ
とを特徴とする請求項４に記載の携帯無線通信機。
【請求項１５】
　前記ディスプレイは、前記携帯無線通信機が前記閉状態であって、前記ハウジングが２
つの異なる向きになっていることに応じて、前記第１、第２スピーカに対して２つの異な
る向きで画像を表示することを特徴とする請求項８に記載の携帯無線通信機。
【請求項１６】
　前記ハウジングは、
　それぞれが前記第１端及び第２端を備えた第１部材及び第２部材と、
　前記第１部材及び前記第２部材の間に設けられ、前記第１部材及び前記第２部材をスラ
イド可能に接続するスライドと、
　を備え、
　前記スライドによって、
　前記第１、第２部材が、互いに近接する閉状態と、
　前記第１部材の前記第２端と前記第２部材の前記第１端とが互いに近接し、前記第１部
材の前記第１端と前記第２部材の前記第２端とが互いに離れた位置にある開状態と、
　が定義され、
　前記アンテナ及び前記第１グランドプレーンは、前記第１部材に設けられ、
　前記第２グランドプレーンは、前記第２部材に設けられ、
　前記第１、第２部材が前記開状態から前記閉状態へと互いに相対的にスライドした場合
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に、前記リアクタンス素子は、前記第１グランドプレーンと第２グランドプレーンとをリ
アクタンス接続することを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項１７】
　前記第２部材において、前記第２端に近接した位置にスピーカを、前記第１端に近接し
た位置にマイクロフォンを、更に備えたことを特徴とする請求項１６に記載の携帯無線通
信機。
【請求項１８】
　前記第２部材において、前記スピーカと前記マイクロフォンとの間に、更にディスプレ
イを備えたことを特徴とする請求項１７に記載の携帯無線通信機。
【請求項１９】
　前記ハウジングは、閉状態と開状態との間で動くように構成された複数部材を含み、
　前記アンテナ及びスピーカは、前記ハウジングが閉状態の際に、前記ハウジングにおけ
る対向する両端に設けられたことを特徴とする請求項１に記載の携帯無線通信機。
【請求項２０】
　前記第１及び第２グランドプレーンは、前記ハウジングが開状態の場合に、互いに平行
で近接した位置で離間し、前記ハウジングが閉状態の場合に、前記アンテナと前記スピー
カとの間に位置することを特徴とする請求項１９に記載の携帯無線通信機。
【請求項２１】
　前記リアクタンス素子は、前記ハウジングが開状態から閉状態に変化した場合に、前記
第１及び第２グランドプレーンを互いにリアクタンス接続するように構成されたことを特
徴とする請求項２０に記載の携帯無線通信機。
【請求項２２】
　前記アンテナと前記スピーカは、前記ハウジングが閉状態にある場合に、前記ハウジン
グにおける対向する両端に位置し、これにより、前記ハウジングが前記閉状態にある場合
に、前記携帯無線通信機は、補聴器と共に利用可能であることを特徴とする請求項１９に
記載の携帯無線通信機。
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