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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
回路基板と、
　前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波を導波するスロット線路を形成し、前記ス
ロット線路の端部において前記電磁波を放射する平面アンテナであって、
　前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離間した位置に焦点
を有するような湾曲形状を有し、
　前記焦点には、一対の導体パターンよりなる幅が１／２波長の共振器が、前記軸に対し
て対称的に、前記電磁波の波長の１／１００～１／１０程度の隙間を隔てて形成されてい
ることを特徴とする平面アンテナ。
【請求項２】
前記端部は、放物線、双曲線および楕円のいずれかにより記述される曲線形状を有するこ
とを特徴とする請求項１記載の平面アンテナ。
【請求項３】
前記軸方向上、前記導体パターンの先には、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離間
した位置に、前記導体パターンよりも短い一または複数の別の導体パターンが設けられて
いることを特徴とする請求項１または２記載の平面アンテナ。
【請求項４】
前記スロット線路は、前記軸方向に延在するように形成されたスロットを含み、前記スロ
ットは前記端部において電磁波を放射する放射点を形成することを特徴とする請求項１～
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３のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【請求項５】
前記放射点において前記スロットは、前記端面の湾曲形状に滑らかに移行することを特徴
とする請求項４記載の平面アンテナ。
【請求項６】
前記スロット線路は、前記端面から前記導体パターンまで前記軸上を延在する延在部を含
むことを特徴とする請求項１～３のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【請求項７】
前記スロット線路の側縁部には、前記電磁波の波長の１／４の間隔で、前記スロット線路
に沿って周期的に繰り返されるチョーク構造が形成されていることを特徴とする請求項１
～６のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【請求項８】
前記スロット線路は、前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有
するコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のス
ロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の１／４波長の行路長で接続し、
前記第2のスロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の３／４波長の行路
長で接続することを特徴とする請求項１～７のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【請求項９】
前記スロット線路は前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有す
るコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のスロ
ットを前記スロット線路中のスロットに接続し、前記第２のスロットを、前記導体パター
ン中に形成された終端構造に接続することを特徴とする請求項１～７のうち、いずれか一
項記載の平面アンテナ。
【請求項１０】
回路基板と、
　前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波を導波するスロット線路を形成し、前記ス
ロット線路の端部において前記電磁波を放射する平面アンテナと、
　前記回路基板上に、前記平面アンテナに接続して形成された半導体装置とよりなる無線
装置であって、
　前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離間した位置に焦点
を有するような湾曲形状を有し、
　前記焦点には、一対の導体パターンよりなる幅が１／２波長の共振器が、前記軸に対し
て対称的に、前記電磁波の波長の１／１００～１／１０程度の隙間を隔てて形成されてい
ることを特徴とする無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線装置に係り、特に回路基板上に形成された平面アンテナ、およびか
かる平面アンテナを有する無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板上に一体的に形成された平面アンテナは、ミリ波帯域のレーダ装置に関連して
研究がなされている。一方、かかる平面アンテナは、電波天文学の分野においても重要で
ある。
【０００３】
　従来、ミリ波帯域の受信には、導波管を使った高性能アンテナが使われている。しかし
、このような導波管を使ったアンテナは立体回路を構成するため重量があり、費用が高い
問題を有している。さらにこのような導波管を使ったアンテナは、回路基板上に設けられ
た半導体集積回路装置と直接に接続できない問題を有している。
【０００４】
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　このような事情で、従来より、特にミリ波帯域のレーダ装置に関連して、回路基板上に
金属膜をパターニングすることにより、平面アンテナを形成する研究がなされている。
【特許文献１】特開２００１－３２０２２８号公報
【特許文献２】特開２０００－３０７３３４号公報
【特許文献３】特許第３４６２９５９号
【非特許文献１】２００３年度電子情報通信学会総合大会予稿集Ｃ－２－１０３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図１は、かかる回路基板１０上に形成された金属パターンよりなる最も簡単なパッチ型
アンテナ１１の例を示す。
【０００６】
　図１を参照するに、前記パッチ型アンテナ１１は金属パターンよりなる主部１１Ａと、
前記主部１１Ａから前記回路基板１０上を半導体集積回路装置（図示せず）まで延在する
配線パターン１１Ｂとよりなり、前記主部１１Ａは１／２波長の大きさを有している。
【０００７】
　このようなパッチ型アンテナ１１は構成が簡単で面積も小さく、設計が容易である利点
を有しているが、当然ながらアンテナ利得が低く、アンテナ面内では無指向性であり、高
いアンテナ利得が要求される用途には不適当である。
【０００８】
　一方、前記特許文献３には、図２に示すような利得を向上させたテーパスロット型平面
アンテナ２１の構成が記載されている。
【０００９】
　図２を参照するに、前記平面アンテナ２１は基本的には回路基板２０上の導体パターン
２１Ａ中に形成されたスロット線路２１Ｂよりなり、前記スロット線路２１Ｂの幅Ｗをア
ンテナ端部に向かって、フェルミ・ディラック関数に従って増大させ、アンテナ端部にお
けるインピーダンスの最適化を試みている。
【００１０】
　しかしながら、図２の構成の平面アンテナ２１では、高いアンテナ利得を実現しようと
すると、前記インピーダンスの最適化がなされるアンテナ端部において４波長分の長さが
必要であり、これは例えば波長が３ｍｍのミリ波の場合、少なくとも１２ｍｍのアンテナ
長が必要になることを意味している。
【００１１】
　このように、前記特許文献３の技術によれば、特に高いアンテナ利得を求めた場合、回
路基板上のアンテナ面積が必然的に増大してしまい、大きな回路基板が必要になる、ある
いは回路基板表面の利用効率が低下してしまう問題が生じてしまう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は一の観点において、回路基板と、前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波
を導波するスロット線路を形成し、前記スロット線路の端部において前記電磁波を放射す
る平面アンテナであって、前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離
だけ離間した位置に焦点を有するような湾曲形状を有し、前記焦点には、一対の導体パタ
ーンよりなる幅が１／２波長の共振器が、前記軸に対して対称的に、前記電磁波の波長の
１／１００～１／１０程度の隙間を隔てて形成されていることを特徴とする平面アンテナ
を提供する。
【００１３】
　本発明は他の観点において、回路基板と、前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波
を導波するスロット線路を形成し、前記スロット線路の端部において前記電磁波を放射す
る平面アンテナと、前記回路基板上に、前記平面アンテナに接続して形成された半導体装
置とよりなる無線装置であって、前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４
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の距離だけ離間した位置に焦点を有するような湾曲形状を有し、前記焦点には、一対の導
体パターンよりなる幅が１／２波長の共振器が、前記軸に対して対称的に、前記電磁波の
波長の１／１００～１／１０程度の隙間を隔てて形成されていることを特徴とする無線装
置を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波を導波するスロット線路
を形成し、前記スロット線路の端部において前記電磁波を放射する導体パターンよりなる
平面アンテナにおいて、前記端部を、前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離
だけ離間した位置に焦点を有するような湾曲形状に形成し、前記焦点に、前記電磁波の波
長の約１／２の長さの導体パターンを形成することにより、非常に小型の高利得アンテナ
を実現することができる。また、かかる小型の高利得アンテナを無線装置に使うことによ
り、前記アンテナが形成される回路基板上の面積を有効に使うことが可能になり、また無
線装置を小型化することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
［第１実施例］
　図３（Ａ）は、本発明の第１実施例による平面アンテナ４０の構成を示す平面図、図３
（Ｂ）は図３（Ａ）中、線Ａ－Ａ‘に沿った断面図を示す。
【００１６】
　図３（Ａ），（Ｂ）を参照するに前記平面アンテナ４０は、セラミックや石英ガラス、
あるいは樹脂よりなる低損失回路基板４１上に、ＡｕやＣｕなどの導体パターン４２Ａ，
４２Ｂによりスロット線路４２が形成されており、前記スロット線路４２は、前記導体パ
ターン４２Ａ，４２Ｂの間に、典型的には周波数が１００ＧＨｚ台の電磁波（ミリ波）を
、矢印Ｂで示すように軸方向４０ｘに導波するスロット４２Ｃを含んでいる。
【００１７】
　前記スロット線路４２の端部４２ａは、図示の例では略放物線状の湾曲形状に形成され
ており、前記端部４２ａは、放物線の焦点が、前記軸４０ｘ上において前記端部４２ａか
ら、前記電磁波の波長の約１／４の距離に位置するように、前記湾曲形状が設定されてい
る。
【００１８】
　さらに前記回路基板４１上には、前記焦点に対応して前記軸４０ｘ上で前記端部４２ａ
から１／４波長離間した位置に、前記軸４０ｘに直交するように、一対の導体パターン４
３Ａ，４３Ｂよりなる幅が１／２波長の共振器４３が、前記軸４０ｘに対して対称的に、
前記電磁波の波長の１／１００～１／１０程度の隙間を隔てて形成されている。
【００１９】
　そこで、前記共振器４３から見ると、前記スロット線路４２は前記電磁波の波長の１／
４だけ離間した位置に、前記端部４２ａにおいて前記電磁波の波長の１／２よりも大きな
幅で、前記軸４０ｘの左右に延在し、誘導性の反射器を形成する。
【００２０】
　さらに前記軸４０ｘ上、前方には、前記共振器４３から約１／４波長離間した位置に、
前記共振器４３よりも短い導体パターン４４により、容量性の導波器が形成されており、
さらに前記軸４０ｘ上、前記導波器４４のさらに前方には、前記導波器４４から約１／４
波長離間した位置に、前記導波器４４よりもさらに短い導体パターン４５よりなる導波器
が形成されている。
【００２１】
　そこで、図３（Ａ），（Ｂ）の平面アンテナ４０は、前記軸４０ｘ方向にせいぜい３／
４波長分程度の大きさを有するにすぎないにもかかわらず、前記軸方向から入来する電磁
波を前記導波器４５および４４、および前記反射器４２aの作用により前記共振器４３に
効率的に集中させ、またその結果、このようにして集中された電磁波を、前記共振器４３
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からスロット線路４２へと効率的に注入することが可能となる。また同様に、図３（Ａ）
，（Ｂ）の平面アンテナ４０は、前記スロット線路４２に供給した電磁波を前記共振器４
３から、前記反射器４２ａおよび導波器４４，４５を介して効率的に放射することが可能
である。
【００２２】
　図４（Ａ）は、図３（Ａ），（Ｂ）の平面アンテナ４０を、波長が３ｍｍの電磁波に対
して適合した場合の、アンテナ利得と放射角度との関係をシミュレーションで求めた結果
を示す図、図４（Ｂ）は図２に示した従来の平面アンテナ２０を、波長が３ｍｍの電磁波
に対して適合した場合の、同様なアンテナ利得と放射角度との関係を同様にシミュレーシ
ョンで求めた結果を示す図である。
【００２３】
　図４（Ａ），（Ｂ）を参照するに、本発明の平面アンテナ４０は、その軸方向への全長
が、スロット線路端部から計ってせいぜい３／４波長に過ぎないにもかかわらず、４波長
分の長さを有する従来の平面アンテナ２０と、ほぼ同等な利得および指向性を有すること
がわかる。

［第２実施例］
　図５は、本発明の第２実施例による、前記平面アンテナ４０を使った無線装置５０の構
成を示す。ただし図５中、先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、
説明を省略する。
【００２４】
　図５を参照するに、無線装置５０は、入来する微弱なミリ波を検出するパッシブレーダ
などの受信装置であり、前記回路基板４１上に形成されており、前記平面アンテナ４０を
構成する導体パターン４２Ａ,４２Ｂ上にフリップチップ実装された半導体チップ５１を
含む。前記半導体チップ５１は低雑音増幅器を含んでおり、前記平面アンテナ４０で収集
されスロット線路４２に注入された電磁波を高い利得で増幅する。
【００２５】
　図５の構成では、図７で説明するように、前記平面アンテナ４０が形成されたスロット
線路４２に連続して、コプレーナ線路４２1が形成されており、前記半導体チップ５１は
、かかるコプレーナ線路４２1に形成されている。また前記スロット線路４２とコプレー
ナ線路４２1との間には、図７で説明する線路変換部５２が形成されている。
【００２６】
　また前記導体パターン４２Ａ，４２Ｂの外周には、図１０で詳細に説明するチョーク構
造４２ｃ、４２ｄが、表面波遮断のために設けられている。
【００２７】
　そこで図５の無線装置５０では、図中に矢印で示したミリ波が入来すると、入来したミ
リ波は前記高利得平面アンテナ４０により収集され、前記スロット線路４２に注入される
。前記スロット線路４２に注入された電磁波は、前記変換部５２を介して前記コプレーナ
線路４２1に導入され、前記半導体チップ５１により処理される。
【００２８】
　さらに前記無線装置５０は、もちろんミリ波の送信装置、あるいはアクティブレーダな
どの送受信装置として使うことも可能である。その場合は、前記半導体チップ５１として
、高出力送信チップあるいは送受信チップないしモジュールを使えばよい。
【００２９】
　図６（Ａ）は、図５の無線装置５０において使われる平面アンテナ４０のうち、反射器
４２ａの形状を詳細に示す。
【００３０】
　図６（Ａ）を参照するに、本実施例では前記スロット線路４２中のスロット４２Ｃと、
前記反射器４２ａを構成する放物線とを、例えば図６（Ｂ）に示すような関数に従って、
滑らかに接続し、この部分におけるインピーダンスの急変を抑制する。
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【００３１】
　図６（Ｂ）を参照するに、関数ｇ（ｘ）は前記反射器４２ａを規定する放物線を示し、
関数ｆ（ｘ）は、前記スロット４２Ｃの形状を規定する直線を示している。
【００３２】
　図６（Ｂ）に示すように、本実施例では関数ｆ（ｘ）と関数ｇ（ｘ）との接続部に対応
する区間ｘ1～ｘ2をｎの小区間に分割し、それぞれの小区間を、ｋを重みとした関数
【００３３】
【数１】

により接続している。
【００３４】
　もちろん、前記関数ｇ（ｘ）とｆ（ｘ）の接続は、このような特定の関数に限定される
ものではなく、インピーダンスの急減を抑制できる滑らかな関数であれば、他のものを使
うことも可能である。
【００３５】
　図７は、前記線路変換部５２の構成を示す。
【００３６】
　図７を参照するに、前記線路変換部５２は前記スロット線路４２を構成する導体パター
ン４２Ａ，４２Ｂにより構成されているが、前記スロット線路４２においてはスロット４
２Ｃのみが形成されているのに対し、前記コプレーナ線路４２1を構成する部分では前記
スロット４２Ｃに平行に、もう一つのスロット４２Ｄが形成されている。
【００３７】
　そこで図５の構成において前記半導体チップ５１を実装する場合、前記導体パターン４
２Ｂのうちスロット４２Ｃと４２Ｄとの間の信号領域、すなわち信号パターンＳには信号
パッドが、また前記導体パターン４２Ａおよび前記導体パターン４２Ｂのうち、前記スロ
ット４２Ｄの外側に位置する接地領域Ｇには接地パッドがコンタクトように実装を行う。
【００３８】
　図示の例では前記スロット４２Ｄの先端には前記線路変換部５２を構成する、行路長が
約１／４波長のＴ字型終端部が形成されており、これにより、前記スロット線路４２中を
前記スロット４２Ｃに沿って導波されてきた電磁波は、前記スロット４２Ｃと４２Ｄとの
間の信号パターンＳ中を導波され、前記半導体チップ５１の信号パッドに導かれる。
【００３９】
　また前記半導体チップ５１からミリ波帯域の電磁波を平面アンテナ４０に供給する場合
には前記信号パターンＳに供給された電磁エネルギが、前記線路変換部５２の作用により
実質的に前記スロット４２Ｃに移り、このようにして移った電磁エネルギが前記スロット
線路４２中を前記スロット４２Ｃに沿って前記アンテナ４０へと導波される。
【００４０】
　図７（Ｂ）は、図７（Ａ）の線路変換部５２の変換損失を、従来のものと比較して示す
図である。
【００４１】
　図７（Ｂ）を参照するに、本実施例により、８５～１００ＧＨｚ帯域において変換損失
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をおよそ１ｄＢ程度、あるいはそれ以下に抑制できることがわかる。そこで、図５の無線
装置５０において、このような線路変換機５２をスロット線路４２とコプレーナ線路４２

１との間に使うことにより、前記平面アンテナ４０で収集された微弱な電磁波を、処理回
路を構成する半導体チップ５１へと、供給することが可能になる。
【００４２】
　図8は、図７（Ａ）の線路変換部５２の別の実施例５２Ａを示す。ただし図中、先に説
明した部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００４３】
　図８を参照するに、本実施例では前記スロット４２Ｄ先端の週端部がＴ字型の代わりに
行路長が約１／４波長のリング状とされている。
【００４４】
　８の実施例においても、前記スロット線路４２においてスロット４２Ｃに沿って導波さ
れた電磁エネルギは、前記リング状終端部を含む線路変換部５２Ｂの作用により前記信号
パターンＳに移り、これに沿って半導体チップ５１の信号電極パッドへと導かれる。
【００４５】
　図９は、図７（Ａ）の線路変換部５２のさらに別の実施例５２Ｂを示す。ただし図中、
先に説明した部分に対応する部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００４６】
　図９の実施例では前記線路変換部５２Ｂにおいて前記スロット４２Ｄが前記スロット４
２Ｃと接続されており、その際、前記線路変換部５２Ｂは前記スロット４２Ｃに１／４波
長分の行路長を設定し、前記スロット４２Ｄに３／４波長分の行路長を設定する。このよ
うな構成においても、前記スロット線路４２とコプレーナ線路４２1との間において損失
の少ない接続を実現することができる。
【００４７】
　図１０は、図５に示されているチョーク構造４２ｃおよび４２ｄをより詳細に示す図で
ある。
【００４８】
　図１０を参照するに、前記チョーク構造４２ｃおよび４２ｄは前記導体パターン４２Ａ
あるいは４２Ｂの側縁部に繰り返し周期的に形成された、各々全長が約１／４波長のＬ字
型パターンよりなる。このようなチョーク構造４２ｃおよび４２ｄを設けることにより、
前記導体パターン４２Ａ，４２Ｂの端部に沿った表面波の伝播、およびこれに伴う電磁化
の放射を抑制することができる。
【００４９】
　図１１は、図３（Ａ）の平面アンテナの一変形例を示す。ただし図１１中、先に説明し
た部分には同一の参照符号を付し、説明を省略する。
【００５０】
　図１１を参照するに、本実施例では前記スロット線路４２の端部が前記４２Ｃに沿って
軸方向に延在しており、その結果、前記共振器４３を構成する導体パターン４３Ａは導体
パターン４２Ａと導体パターン４３ｅで接続されており、また導体パターン４３Ｂは導体
パターン４２Ｂと導体パターン４３ｆにより接続されている。
【００５１】
　かかる構成によれば、前記スロット４２Ｃは前記共振器４３まで延在し、前記共振器４
３に集められた電磁波を直接にスロット４２Ｃ中に注入することが可能になる。
【００５２】
　以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明はかかる特定の実施例に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更が可
能である。
【００５３】
　（付記１）
　回路基板と、
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　前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波を導波するスロット線路を形成し、前記ス
ロット線路の端部において前記電磁波を放射する平面アンテナであって、
　前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離間した位置に焦点
を有するような湾曲形状を有し、
　前記焦点には、前記電磁波の波長の約１／２の長さの導体パターンが形成されているこ
とを特徴とする平面アンテナ。
【００５４】
　（付記２）
　前記端部は、放物線、双曲線および楕円のいずれかにより記述される曲線形状を有する
ことを特徴とする付記１記載の平面アンテナ。
【００５５】
　（付記３）
　前記軸方向上、前記導体パターンの先には、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離
間した位置に、前記導体パターンよりも短い一または複数の別の導体パターンが設けられ
ていることを特徴とする付記１または２記載の平面アンテナ。
【００５６】
　（付記４）
　前記スロット線路は、前記軸方向に延在するように形成されたスロットを含み、前記ス
ロットは前記端部において電磁波を放射する放射点を形成することを特徴とする付記１～
３のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【００５７】
　（付記５）
　前記放射点において前記スロットは、前記端面の湾曲形状に滑らかに移行することを特
徴とする付記４記載の平面アンテナ。
【００５８】
　（付記６）
　前記スロット線路は、前記端面から前記導体パターンまで前記軸上を延在する延在部を
含むことを特徴とする付記１～３のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【００５９】
　（付記７）
　前記スロット線路の側縁部には、前記電磁波の波長の１／４の間隔で、前記スロット線
路に沿って周期的に繰り返されるチョーク構造が形成されていることを特徴とする付記１
～６のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【００６０】
　（付記８）
　前記スロット線路は前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有
するコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のス
ロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の１／４波長の行路長で接続し、
前記第2のスロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の３／４波長の行路
長で接続することを特徴とする付記１～７のうち、いずれか一項記載の平面アンテナ。
【００６１】
　（付記９）
　前記スロット線路は前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有
するコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のス
ロットを前記スロット線路中のスロットに接続し、前記第２のスロットを、前記導体パタ
ーン中に形成された終端構造に接続することを特徴とする付記１～７のうち、いずれか一
項記載の平面アンテナ。
【００６２】
　（付記１０）
　回路基板と、
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　前記回路基板上に形成され、軸方向に電磁波を導波するスロット線路を形成し、前記ス
ロット線路の端部において前記電磁波を放射する平面アンテナと、
　前記回路基板上に、前記平面アンテナに接続して形成された半導体装置とよりなる無線
装置であって、
　前記端部は前記軸方向上、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離間した位置に焦点
を有するような湾曲形状を有し、
　前記焦点には、前記電磁波の波長の約１／２の長さの導体パターンが形成されているこ
とを特徴とする無線装置。
【００６３】
　（付記１１）
　前記端部は、放物線、双曲線および楕円のいずれかにより記述される曲線形状を有する
ことを特徴とする付記１０記載の無線装置。
【００６４】
　（付記１２）
　前記軸方向上、前記導体パターンの先には、前記電磁波の波長の約１／４の距離だけ離
間した位置に、前記導体パターンよりも短い一または複数の別の導体パターンが設けられ
ていることを特徴とする付記１０または１１記載の無線装置。
【００６５】
　（付記１３）
　前記スロット線路は、前記軸方向に延在するように形成されたスロットを含み、前記ス
ロットは前記端部において電磁波を放射する放射点を形成することを特徴とする付記１０
～１２のうち、いずれか一項記載の無線装置。
【００６６】
　（付記１４）
　前記放射点において前記スロットは、前記端面の湾曲形状に滑らかに移行することを特
徴とする付記１３記載の無線装置。
【００６７】
　（付記１５）
　前記スロット線路は、前記端面から前記導体パターンまで前記軸上を延在する延在部を
含むことを特徴とする付記１０～１２のうち、いずれか一項記載の無線装置。
【００６８】
　（付記１６）
　前記スロット線路の側縁部には、前記電磁波の波長の１／４の間隔で、前記導体パター
ンに沿って周期的に繰り返されるチョーク構造が形成されていることを特徴とする付記１
０～１５のうち、いずれか一項記載の無線装置。
【００６９】
　（付記１７）
　前記スロット線路は前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有
するコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のス
ロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の１／４波長の行路長で接続し、
前記第2のスロットを前記スロット線路中のスロットに、前記電磁波の３／４波長の行路
長で接続することを特徴とする付記１０～１６のうち、いずれか一項記載の無線装置。
【００７０】
　（付記１８）
　前記スロット線路は前記回路基板上において、第１のスロットと第２のスロットとを有
するコプレーナ線路に、線路変換部を介して接続され、前記線路変換部は、前記第１のス
ロットを前記スロット線路中のスロットに接続し、前記第２のスロットを、前記導体パタ
ーン中に形成された終端構造に接続することを特徴とする付記１０～１６のうち、いずれ
か一項記載の無線装置。
【００７１】
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　（付記１９）
　前記無線装置は受信装置であることを特徴とする付記１０～１８のうち、いずれか一項
記載の無線装置。
【００７２】
　（付記２０）
　前記無線装置は送信装置であることを特徴とする付記１０～１８のうち、いずれか一項
記載の無線装置。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】従来のパッチ型平面アンテナの構成を示す図である。
【図２】従来のテーパスロット型アンテナの構成を示す図である。
【図３】（Ａ），（Ｂ）は本発明の第１実施例による平面アンテナの構成を示す図である
。
【図４】（Ａ），（Ｂ）は、本発明の第１実施例による平面アンテナの放射特性と、図２
のテーパスロット型アンテナの放射特性とを示す図である。
【図５】本発明の第２実施例による無線装置の構成を示す図である。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は、図５の無線装置で使われる平面アンテナの一部を示す図であ
る。
【図７】（Ａ），（Ｂ）は、図５無線装置で使われる線路変換部の構成およびその変換特
性を示す図である。
【図８】図７の線路変換部の別の例を示す図である。
【図９】図７の線路変換部の別の例を示す図である。
【図１０】図５の無線装置で使われるチョーク構造の例を示す図である。
【図１１】本発明の平面アンテナのさらに別の構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００７４】
　１０，２０，４１　　回路基板
　１１，２１，４０　　平面アンテナ
　１１Ａ，１１Ｂ，２１Ａ，４２Ａ，４２Ｂ　　導体パターン
　２１Ｂ，４２　　スロット線路
　４０ｘ　　軸
　４２Ｃ，４２Ｄ　　スロット
　４２ａ　　反射器
　４２ｃ，４２ｄ　　チョーク構造
　４３Ａ，４３Ｂ　　共振器
　４４，４５　　導波器
　５０　　無線装置
　５１　　半導体チップ
　５２　　線路変換部
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