
JP 4271591 B2 2009.6.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板上に実装された１つの誘電体基板と、
　前記誘電体基板内の中央部分に形成され、複数のフィルタ回路を有する分波／合波部と
、
　前記誘電体基板内に形成された第１のアンテナ電極及び第２のアンテナ電極と、前記配
線基板上に形成された第３のアンテナ電極とを有するアンテナ部とを有するアンテナ装置
であって、
　前記誘電体基板は、前記分波／合波部の上方に位置する箇所と、前記分波／合波部の下
方に位置する箇所にそれぞれシールド電極が形成され、
　前記第１のアンテナ電極は、前記誘電体基板の前記中央部分を除く両側のうち、一方の
側に形成され、
　前記第２のアンテナ電極は、前記誘電体基板の前記中央部分を除く両側のうち、他方の
側に形成され、
　前記第３のアンテナ電極は、前記誘電体基板の１つの側面のうち、前記第１のアンテナ
電極の開放端と対向する位置に形成された接続端子に接続されて、前記第１のアンテナ電
極とが容量を介して電磁的に結合され、
　前記第１のアンテナ電極及び前記第３のアンテナ電極によって第１の周波数帯域の信号
を送信及び／又は受信する１つの第１のアンテナが構成され、
　前記第２のアンテナ電極によって第２の周波数帯域の信号を送信及び／又は受信する１
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つの第２のアンテナが構成されていることを特徴とするアンテナ装置。
【請求項２】
　請求項１記載のアンテナ装置において、
　前記分波／合波部は、前記第１の周波数帯域の信号を通過させる第１のフィルタ回路と
、前記第２の周波数帯域の信号を通過させる第２のフィルタ回路とを有することを特徴と
するアンテナ装置。
【請求項３】
　請求項２記載のアンテナ装置において、
　前記誘電体基板は、給電点である１つの外部端子が形成され、
　前記外部端子と前記第１のアンテナ電極間に前記第１のフィルタ回路が接続され、
　前記外部端子と前記第２のアンテナ電極間に前記第２のフィルタ回路が接続されている
ことを特徴とするアンテナ装置。
【請求項４】
　請求項２又は３のいずれか１項に記載のアンテナ装置において、
　前記第１の周波数帯域が前記第２の周波数帯域よりも低く、
　前記第１のフィルタ回路がローパスフィルタであって、前記第２のフィルタ回路がハイ
パスフィルタであることを特徴とするアンテナ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つの誘電体基板に複数のアンテナ電極を形成したアンテナ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話や無線カード等では小型化が進み、これに伴いアンテナの小型化も要求
される。また、小型化と同時に、デュアルバンド等の多機能化を求められている。
【０００３】
　従来において、デュアルバンド対応のアンテナを製造する場合、送信周波数帯域又は受
信周波数帯域の異なる２つのアンテナを使用するようにしている。しかし、この構成の場
合、アンテナの実装面積が大きくなり、部品点数も増えるという問題がある。
【０００４】
　そこで、１つの誘電体基板内に２つのアンテナ電極を形成する例が提案されている（例
えば特許文献１参照）。この場合、デュアルバンド対応のアンテナの小型化を実現できる
という利点がある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１３３８３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、１つの誘電体基板内に単に２つのアンテナ電極を形成する構成は、確か
に小型化は可能であるが、各アンテナの帯域が狭く、また、各アンテナ間のアイソレーシ
ョンが確保できず、所望のアンテナ特性を得ることが困難である。
【０００７】
　本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、複数の周波数帯域に対応した
アンテナの小型化を実現でき、各アンテナの周波数帯域の広帯域化、各アンテナ間のアイ
ソレーションの確保、並びにアンテナ形状の選択性の拡大を図ることができ、小型化とア
ンテナ特性の向上を図ることができるアンテナ装置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】
【０００８】
　本発明に係るアンテナ装置は、配線基板上に実装された１つの誘電体基板と、前記誘電
体基板内の中央部分に形成され、複数のフィルタ回路を有する分波／合波部と、前記誘電
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体基板内に形成された第１のアンテナ電極及び第２のアンテナ電極と、前記配線基板上に
形成された第３のアンテナ電極とを有するアンテナ部とを有するアンテナ装置であって、
前記誘電体基板は、前記分波／合波部の上方に位置する箇所と、前記分波／合波部の下方
に位置する箇所にそれぞれシールド電極が形成され、前記第１のアンテナ電極は、前記誘
電体基板の前記中央部分を除く両側のうち、一方の側に形成され、前記第２のアンテナ電
極は、前記誘電体基板の前記中央部分を除く両側のうち、他方の側に形成され、前記第３
のアンテナ電極は、前記誘電体基板の１つの側面のうち、前記第１のアンテナ電極の開放
端と対向する位置に形成された接続端子に接続されて、前記第１のアンテナ電極とが容量
を介して電磁的に結合され、前記第１のアンテナ電極及び前記第３のアンテナ電極によっ
て第１の周波数帯域の信号を送信及び／又は受信する１つの第１のアンテナが構成され、
前記第２のアンテナ電極によって第２の周波数帯域の信号を送信及び／又は受信する１つ
の第２のアンテナが構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、分波／合波部は、ダイプレクサ、デュプレクサ、スプリッタ等を含む概念であ
る。
【００１０】
　本発明は、複数のアンテナ電極を有するアンテナ部と、複数のフィルタ部を有する分波
／合波部を１つの誘電体基板内に形成するようにしたので、アンテナ装置の小型化を有効
に図ることができる。
【００１１】
　また、あるアンテナ電極と、該アンテナ電極と対応するフィルタ回路とのマッチングに
よって該アンテナ電極による送信周波数帯域及び／又は受信周波数帯域を広げることがで
きる。つまり、アンテナ部の広帯域化を図ることができる。
【００１２】
　分波／合波部を適当な位置に形成することによって、複数のアンテナ電極間のアイソレ
ーションをとることができ、各アンテナ電極間の不要な電磁結合を抑制することができ、
複数のアンテナ電極を有するアンテナ装置のアンテナ特性の向上を図ることができる。
【００１３】
　しかも、各アンテナ電極を誘電体基板に形成するようにしたので、例えばλ／４のモノ
ポールタイプや逆Ｆタイプ等、様々な形状のアンテナ電極を形成することができ、アンテ
ナ形状の選択性の拡大を図ることができる。
【００１４】
　このように、本発明に係るアンテナ装置は、複数の周波数帯域に対応したアンテナの小
型化を実現でき、各アンテナの周波数帯域の広帯域化、各アンテナ間のアイソレーション
の確保、並びにアンテナ形状の選択性の拡大を図ることができ、小型化とアンテナ特性の
向上を図ることができる。
【００１５】
　本発明においては、デュアルバンド対応のアンテナ装置の小型化とアンテナ特性の向上
を図ることができる。
【００１７】
　本発明においては、１つの誘電体基板内において、各アンテナ電極間に分波／合波部が
配置された形態となるため、各アンテナ電極間のアイソレーションを有効に確保すること
ができる。
【００１８】
　また、前記誘電体基板は、給電点である１つの外部端子が形成され、前記外部端子と前
記第１のアンテナ電極間に前記第１のフィルタ回路が接続され、前記外部端子と前記第２
のアンテナ電極間に前記第２のフィルタ回路が接続されていてもよい。
【００１９】
　これにより、例えば第１の周波数帯域の信号の送信及び／又は受信は、第１のアンテナ
電極と第１のフィルタ回路と前記外部端子とを通じて行われ、第２の周波数帯域の信号の
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送信及び／又は受信は、第２のアンテナ電極と第２のフィルタ回路と前記外部端子とを通
じて行われる。また、上り信号の周波数帯域を例えば第１の周波数帯域とし、下り信号の
周波数帯域を例えば第２の周波数帯域とした場合、上り信号が外部端子から第１のフィル
タ回路及び第１のアンテナ電極を通じて空気中に放射され、第２のアンテナ電極を通じて
受信した下り信号が第２のフィルタ回路及び外部端子を通じて取り出されることになる。
【００２０】
　また、本発明においては、前記誘電体基板のうち、前記分波／合波部の上方に位置する
箇所と、下方に位置する箇所にそれぞれシールド電極が形成されている。これにより、各
アンテナ電極と分波／合波部間の不要な電磁的結合が抑制されると共に、このアンテナ装
置に近接して実装される他の回路との不要な電磁的結合も抑制され、アンテナ特性の向上
を更に図ることができる。
【００２２】
　本発明において、配線基板上に形成される前記第３のアンテナ電極は、誘電体基板内に
形成される第１のアンテナ電極よりもサイズ的に大きなものとなる。つまり、第１及び第
３のアンテナ電極で構成されるアンテナの電気的体積が大きくなる、従って、該アンテナ
の周波数帯域を広げることができ、利得も向上させることができる。しかも、全体の物理
長が大きくなるため、該アンテナの中心周波数を低下させることができ、所望の周波数帯
域の信号の送信及び／又は受信が実現できる。
【００２４】
　また、本発明において、前記第１の周波数帯域が前記第２の周波数帯域よりも低く、前
記第１のフィルタ回路がローパスフィルタであって、前記第２のフィルタ回路がハイパス
フィルタであってもよい。これにより、所望の低周波帯域の信号の送信及び／又は受信と
、所望の高周波帯域の信号の送信及び／又は受信を容易に実現させることができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように、本発明に係るアンテナ装置によれば、複数の周波数帯域に対応し
たアンテナの小型化を実現でき、各アンテナの周波数帯域の広帯域化、各アンテナ間のア
イソレーションの確保、並びにアンテナ形状の選択性の拡大を図ることができ、小型化と
アンテナ特性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明に係るアンテナ装置を例えばデュアルバンド対応のアンテナ装置に適用し
た実施の形態例を図１～図５を参照しながら説明する。
【００２７】
　本実施の形態に係るアンテナ装置１０は、図１に示すように、配線基板１２上に実装さ
れた１つの誘電体基板１４と、図２に示すように、誘電体基板１４内に形成された第１及
び第２のアンテナ電極１６及び１８並びに配線基板１２（図１参照）上に形成された第３
のアンテナ電極２０とを有するアンテナ部２２と、誘電体基板１４内に形成された複数の
フィルタ回路（図示せず）を有する分波／合波部２４（二点鎖線で示す）とを有する。な
お、分波／合波部２４の詳細については後述する。
【００２８】
　図２に示すように、第１のアンテナ電極１６は、誘電体基板１４内の下部における１つ
の平面に沿って例えばミアンダ形状に形成されている。第２のアンテナ電極１８も全体と
してミアンダ形状に形成されるが、特に、折り返し部分１８ａは誘電体基板１４の複数の
誘電体層にわたって延長されて形成されている。従って、この第２のアンテナ電極１８は
、その形成領域の省エリア化を図りながらも物理長を大きく設定することができ、サイズ
的に小さな誘電体基板１４内に形成される場合であっても、アンテナの中心周波数の低域
化を図ることができる。
【００２９】
　一方、誘電体基板１４は、その外周面のうち、第１の側面１４ａのほぼ中央部分に、分
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波／合波部２４と接続される外部端子２６が形成され、その両側にそれぞれシールド端子
２８及び３０が形成されている。外部端子２６は、このアンテナ装置１０の給電点となる
。更に、この第１の側面１４ａの左右両端に近接する部分には、固定用のＮＣ端子３２及
び３４が形成されている。
【００３０】
　また、誘電体基板１４は、第１の側面１４ａと反対側の第２の側面１４ｂのうち、前記
第１の側面１４ａに形成された外部端子２６と２つのシールド端子２８及び３０と対向す
る部分に、それぞれシールド端子３６、３８及び４０が形成されている。更に、第２の側
面１４ｂのうち、第１のアンテナ電極１６の開放端と対向する部分には、第３のアンテナ
電極２０が接続される接続端子４２が形成され、該第２の側面１４ｂのうち、第１の側面
１４ａに形成された固定用のＮＣ端子３４と対向する部分には、固定用のＮＣ端子４４が
形成されている。
【００３１】
　誘電体基板１４は、図１に示すように、配線基板１２の左上部分に設置されるようにな
っている。
【００３２】
　配線基板１２は、誘電体基板１４の設置部分４６並びに外部端子２６につながる入出力
線５１を除くほぼ全面に、グランド（ＧＮＤ）電極４８が形成されている。誘電体基板１
４の設置部分４６には、誘電体基板１４の左側の下面の一部（第２の側面１４ｂに近接す
る部分）に対応した位置から配線基板１２の外周に沿って、前記ＧＮＤ電極４８まで延在
する上述した第３のアンテナ電極２０が形成され、誘電体基板１４の中央部分の下方を横
切るようにＧＮＤ電極（ＧＮＤ電極４８から分岐したＧＮＤ電極４８ａ）が形成されてい
る。また、前記設置部分４６には、誘電体基板１４の左側の下面の一部（第１の側面１４
ａに近接する部分）が載置される１つの島状のパッド５０ａが形成され、誘電体基板１４
の右側の下面が載置される２つの島状のパッド５０ｂ及び５０ｃが形成されている。
【００３３】
　なお、誘電体基板１４の第１の側面１４ａに形成された外部端子２６と、配線基板１２
上に形成された入出力線５１とは、半田付け等によって電気的に接続され、これにより、
前記外部端子２６に対する信号のやりとりが行われる。
【００３４】
　そして、誘電体基板１４の第２の側面１４ｂに形成された接続端子４２と第３のアンテ
ナ電極２０とが例えば半田等によって電気的に接続され、誘電体基板１４の第１及び第２
の側面１４ａ及び１４ｂに形成された各シールド端子２８、３０、３６、３８及び４０と
配線基板１２上のＧＮＤ電極４８とが例えば半田等によって電気的に接続され、誘電体基
板１４の第１及び第２の側面１４ａ及び１４ｂに形成された各固定用のＮＣ端子３２、３
４及び４４と配線基板１２上のパッド５０ａ、５０ｃ及び５０ｂとが例えば半田等によっ
て接続される。
【００３５】
　これにより、本実施の形態に係るアンテナ装置１０は、誘電体基板１４内の第１のアン
テナ電極１６と配線基板１２上の第３のアンテナ電極２０とが、第１のアンテナ電極１６
の開放端と接続端子４２間の容量を通じて電磁的に接続されることになる。
【００３６】
　つまり、本実施の形態に係るアンテナ装置１０においては、図２に示すように、第１及
び第３のアンテナ電極１６及び２０にて１つのアンテナ（第１のアンテナ５２）が構成さ
れ、誘電体基板１４内の第２のアンテナ電極１８にて１つのアンテナ（第２のアンテナ５
４）が構成されることになる。そして、図４の特性図にも示すように、第１のアンテナ５
２を通じて第１の周波数帯域（例えば２．４ＧＨｚ帯）の信号が送信及び／又は受信され
、第２のアンテナ５４を通じて第２の周波数帯域（例えば５．０ＧＨｚ帯）の信号が送信
及び／又は受信されることになる。
【００３７】
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　ここで、本実施の形態に係るアンテナ装置１０の構成、特に、誘電体基板１４内に形成
される分波／合波部２４の構成を主体に図５を参照しながら説明する。
【００３８】
　まず、誘電体基板１４は、図５に示すように、上から順に、第１～第９の誘電体層Ｓ１
～Ｓ９が積み重ねられて構成されている。これら第１～第９の誘電体層Ｓ１～Ｓ９は１枚
あるいは複数枚の層にて構成される。
【００３９】
　そして、第２の誘電体層Ｓ２と第８の誘電体層Ｓ８の各主面には、それぞれ内層シール
ド電極６０及び６２が形成されている。
【００４０】
　第３の誘電体層Ｓ３の主面には、一端６４が外部端子２６（図１参照）に接続され、他
端６６が第３の誘電体層Ｓ３のほぼ中央に位置された渦巻状の第１のインダクタンス電極
６８と、第２のアンテナ電極１８における複数のコ字状の折り返し電極（第１～５の折り
返し電極７０ａ～７０ｅ）とが形成されている。
【００４１】
　第４の誘電体層Ｓ４の主面には、幅広の第１及び第２の容量電極７２及び７４と、コ字
状の第２のインダクタンス電極７６と、幅広の第３の容量電極７８とが形成されている。
【００４２】
　第１及び第２の容量電極７２及び７４は、第４の誘電体層Ｓ４の主面のうち、誘電体基
板１４の第１の側面１４ａに近接する部分にそれぞれ並べて形成され、第１の容量電極７
２の一端８０は外部端子２６（図２参照）に接続されている。
【００４３】
　第２のインダクタンス電極７６の一端８２と前記第１のインダクタンス電極６８の他端
６６は第３の誘電体層Ｓ３を貫通するビアホール８４を通じて電気的に接続されている。
第３の容量電極７８は、第４の誘電体層Ｓ４の主面のうち、誘電体基板１４の第２の側面
１４ｂに近接する部分に形成され、その一端８６はシールド端子４０（図２参照）に接続
されている。
【００４４】
　第５の誘電体層Ｓ５の主面には、幅広の第４及び第５の容量電極８８及び９０と、コ字
状の第３のインダクタンス電極９２と、渦巻状の第４のインダクタンス電極９４とが形成
されている。
【００４５】
　第３及び第４のインダクタンス電極９２及び９４は、第５の誘電体層Ｓ５の主面の中央
部分においてそれぞれ並べて形成されている。第３のインダクタンス電極９２の一端９６
と前記第２のインダクタンス電極７６の他端９８は第４の誘電体層Ｓ４を貫通するビアホ
ール１００を通じて電気的に接続されている。第４のインダクタンス電極９４の一端１０
２は第４の容量電極８８に接続されている。
【００４６】
　第４の容量電極８８は、第４の誘電体層Ｓ４を間に挟んで前記第１及び第２の容量電極
７２及び７４と対向する位置に、かつ、幅広に形成されている。第５の容量電極９０は、
第４の誘電体層Ｓ４を間に挟んで前記第３の容量電極７８と対向する位置に形成されてい
る。
【００４７】
　第６の誘電体層Ｓ６の主面には、幅広の第６～第８の容量電極１０４、１０６及び１０
８と、コ字状の第５及び第６のインダクタンス電極１１０及び１１２と、第２のアンテナ
電極１８の第１の線状パターン１１４が形成されている。
【００４８】
　第６及び第７の容量電極１０４及び１０６は、第５の誘電体層Ｓ５を間に挟んで前記第
４の容量電極８８と対向する位置にそれぞれ並べて形成されている。第６の容量電極１０
４の一端１１６は外部端子２６（図２参照）に接続されている。第８の容量電極１０８は
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、第５の誘電体層Ｓ５を間に挟んで前記第５の容量電極９０と対向する位置に形成され、
その一端１１８はシールド端子４０（図２参照）に接続されている。
【００４９】
　第５のインダクタンス電極１１０の一端１２０と前記第３のインダクタンス電極９２の
他端１２２は第５の誘電体層Ｓ５を貫通するビアホール１２４を通じて電気的に接続され
ている。第６のインダクタンス電極１１２の一端１２６と前記第４のインダクタンス電極
９４の他端１２８は、第５の誘電体層Ｓ５を貫通するビアホール１３０を通じて電気的に
接続されている。
【００５０】
　第２のアンテナ電極１８の第１の線状パターン１１４の一端は第７の容量電極１０６に
接続され、他端は第３～第５の誘電体層Ｓ３～Ｓ５を貫通するビアホール１３２を通じて
第１の折り返し電極７０ａの一端に電気的に接続されている。
【００５１】
　また、前記第７の容量電極１０６と上述した第４の誘電体層Ｓ４の主面の第２の容量電
極７４は、第４及び第５の誘電体層Ｓ４及びＳ５を貫通するビアホール２０１を通じて電
気的に接続されている。
【００５２】
　第７の誘電体層Ｓ７の主面には、第１のアンテナ電極１６と、幅広の第９の容量電極１
３４と、渦巻状の第７のインダクタンス電極１３６と、第２のアンテナ電極１８を構成す
る複数の線状パターン（第２～第５の線状パターン１３８ａ～１３８ｅ）とが形成されて
いる。
【００５３】
　第１のアンテナ電極１６の一端１４０と前記第５のインダクタンス電極１１０の他端１
４２は、第６の誘電体層Ｓ６を貫通するビアホール１４４を通じて電気的に接続されてい
る。また、前記第１のアンテナ電極１６の第１パターン１６ａの屈曲部分１４６と第５の
誘電体層Ｓ５上の第５の容量電極９０の一端１４８は第５及び第６の誘電体層Ｓ５及びＳ
６を貫通するビアホール１５０を通じて電気的に接続されている。
【００５４】
　第９の容量電極１３４は、第６の誘電体層Ｓ６を間に挟んで前記第８の容量電極１０８
と対向する位置に形成されている。第７のインダクタンス電極１３６の一端１５２と前記
第６のインダクタンス電極１１２の他端１５４は第６の誘電体層Ｓ６を貫通するビアホー
ル１５６を通じて電気的に接続され、他端は第９の容量電極１３４に接続されている。
【００５５】
　第２のアンテナ電極１８の第２～第５の線状パターン１３８ａ～１３８ｅは、第３～第
６の誘電体層Ｓ３～Ｓ６を貫通する複数のビアホール１５８を通じてそれぞれ第１～第５
の折り返し電極７０ａ～７０ｅと電気的に接続されている。
【００５６】
　従って、図３の等価回路図との関連で説明すると、図３において、第１のアンテナ５２
と給電点（外部端子２６）との間に接続されたインダクタンスＬａとキャパシタンスＣｆ
は、図５に示すように、第１のアンテナ電極１８の一端１４０から外部端子２６間に接続
されたビアホール１４４、第５のインダクタンス電極１１０、第３のインダクタンス電極
９２、第２のインダクタンス電極７６及び第１のインダクタンス電極６８にて構成される
。
【００５７】
　図３において、第１のアンテナ５２とＧＮＤ（グランド）間に接続された容量Ｃａは、
図５に示すように、第１のアンテナ電極１６の第１パターン１６ａの屈曲部分１４６にビ
アホール１５０を介して接続された第５の容量電極９０と、シールド端子４０（図２参照
）に接続された第３の容量電極７８にて構成される。図３における容量Ｃｅは、図５に示
すように、第１のインダクタンス電極６８と内層シールド電極６０にて構成される。
【００５８】
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　そして、これらインダクタンスＬａと容量Ｃａによって１つのローパスフィルタ１７０
が構成されることになる。
【００５９】
　また、図３において、第２のアンテナ５４と給電点２６との間に接続された容量Ｃｂと
容量Ｃｃのうち、容量Ｃｂは、図５に示すように、第７の容量電極１０６、第４の容量電
極８８及び第２の容量電極７４にて構成され、容量Ｃｃは、第６の容量電極１０４、第４
の容量電極８８及び第１の容量電極７２にて構成される。
【００６０】
　また、図３において、容量Ｃｂと容量Ｃｃとの接続点１７２とＧＮＤとの間に接続され
たインダクタンスＬｂと容量Ｃｄのうち、インダクタンスＬｂは、図５に示すように、第
４のインダクタンス電極９４、ビアホール１３０、第６のインダクタンス電極１１２、ビ
アホール１５６及び第７のインダクタンス電極１３６にて構成され、容量Ｃｄは、第９の
容量電極１３４及び第８の容量電極１０８にて構成される。
【００６１】
　そして、これら容量Ｃｂ、Ｃｃ、Ｃｄ及びインダクタンスＬｂによって１つのハイパス
フィルタ１７４が構成されることになる。
【００６２】
　このように、本実施の形態に係るアンテナ装置１０は、１つの誘電体基板１４と、該誘
電体基板１４内に形成された第１及び第２のアンテナ電極１６及び１８並びに配線基板１
２上に形成された第３のアンテナ電極２０を有するアンテナ部２２と、誘電体基板１４内
に形成されたローパスフィルタ１７０及びハイパスフィルタ１７４を有する分波／合波部
２４とを有するようにしている。
【００６３】
　すなわち、第１及び第２のアンテナ電極１６及び１８と、ローパスフィルタ１７０及び
ハイパスフィルタ１７４を有する分波／合波部２４を１つの誘電体基板１４内に形成する
ようにしたので、アンテナ装置１０の小型化を有効に図ることができる。
【００６４】
　また、第１及び第３のアンテナ電極１６及び２０からなる第１のアンテナ５２とローパ
スフィルタ１７０とのマッチングによって第１のアンテナ５２による送信周波数帯域及び
／又は受信周波数帯域を広げることができる。同様に、第２のアンテナ電極１８からなる
第２のアンテナ５４とハイパスフィルタ１７４とのマッチングによって第２のアンテナ５
４による送信周波数帯域及び／又は受信周波数帯域を広げることができる。つまり、アン
テナ部２２の広帯域化を図ることができる。
【００６５】
　特に、本実施の形態では、分波／合波部２４を誘電体基板１４の中央部分に形成し、ア
ンテナ部２２の第１のアンテナ電極１６を誘電体基板１４の例えば左側に形成し、第２の
アンテナ電極１８を誘電体基板１４の右側に形成するようにしたので、１つの誘電体基板
１４内において、各アンテナ電極１６及び１８間に分波／合波部２４が配置された形態と
なり、各アンテナ電極１６及び１８間のアイソレーションを有効に確保することができる
。これにより、各アンテナ電極１６及び１８間の不要な電磁結合を抑制することができ、
複数のアンテナ電極１６、１８及び２０を有するアンテナ装置１０のアンテナ特性の向上
を図ることができる。
【００６６】
　また、第１及び第２のアンテナ電極１６及び１８を誘電体基板１４に形成するようにし
たので、例えばλ／４のモノポールタイプや逆Ｆタイプ等、様々な形状のアンテナ電極を
形成することができ、アンテナ形状の選択性の拡大を図ることができる。
【００６７】
　従って、本実施の形態に係るアンテナ装置１０においては、第１及び第２の周波数帯域
に対応したデュアルアンテナの小型化を実現でき、第１及び第２の周波数帯域の広帯域化
、第１及び第２のアンテナ５２及び５４間のアイソレーションの確保、並びに第１及び第
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２のアンテナ５２及び５４に関する形状の選択性の拡大を図ることができ、アンテナ装置
１０の小型化とアンテナ特性の向上を図ることができる。
【００６８】
　また、本実施の形態では、誘電体基板１４に給電点である１つの外部端子２６を形成し
、外部端子２６と第１のアンテナ電極１６との間にローパスフィルタ１７０を形成接続し
、外部端子２６と第２のアンテナ電極１８との間にハイパスフィルタ１７４を形成接続す
るようにしている。
【００６９】
　これにより、例えば第１の周波数帯域の信号の送信及び／又は受信は、第１及び第３の
アンテナ電極１６及び２０とローパスフィルタ１７０と外部端子２６とを通じて行われ、
第２の周波数帯域の信号の送信及び／又は受信は、第２のアンテナ電極１８とハイパスフ
ィルタ１７４と外部端子２６とを通じて行われる。また、上り信号の周波数帯域を例えば
第１の周波数帯域とし、下り信号の周波数帯域を例えば第２の周波数帯域とした場合、上
り信号が外部端子２６からローパスフィルタ１７０、第１及び第３のアンテナ電極１６及
び２０を通じて空気中に放射され、第２のアンテナ電極１８を通じて受信した下り信号が
ハイパスフィルタ１７４及び外部端子２６を通じて取り出されることになる。
【００７０】
　また、本実施の形態において、誘電体基板１４のうち、分波／合波部２４の上方に位置
する箇所と、下方に位置する箇所にそれぞれ内層シールド電極６０及び６２を形成するよ
うにしたので、第１及び第２のアンテナ電極１６及び１８と分波／合波部２４間の不要な
電磁的結合が抑制されると共に、このアンテナ装置１０に近接して実装される他の回路と
の不要な電磁的結合も抑制され、アンテナ特性の向上を更に図ることができる。
【００７１】
　更に、本実施の形態では、第１のアンテナ５２を誘電体基板１４内に形成された第１の
アンテナ電極１６と、配線基板１２上に形成された第３のアンテナ電極２０によって構成
するようにしている。この第３のアンテナ電極２０は、当然、誘電体基板１４内に形成さ
れる第１のアンテナ電極１６よりもサイズ的に大きなものとなる。つまり、第１及び第３
のアンテナ電極１６及び２０で構成される第１のアンテナ５２の電気的体積が大きくなる
。従って、該第１のアンテナ５２の周波数帯域を広げることができ、利得も向上させるこ
とができる。しかも、全体の物理長が大きくなるため、該第１のアンテナ５２の中心周波
数を低下させることができ、所望の周波数帯域の信号の送信及び／又は受信が実現できる
。
【００７２】
　本実施の形態に係るアンテナ装置１０では、アンテナ部２２として、配線基板１２上に
形成された第３のアンテナ電極２０を含めるようにしたが、もちろん、この第３のアンテ
ナ電極２０を省略するようにしてもよい。この場合、第１及び第２のアンテナ電極１６及
び１８のうち、物理長が長い方のアンテナ電極を低周波数帯域用とし、物理長の短い方を
高周波帯域用としてもよい。
【００７３】
　また、本実施の形態では、配線基板１２上に形成された第３のアンテナ電極２０を第１
のアンテナ電極１６と電磁的に結合させるようにしたが、その他、第３のアンテナ電極２
０を第２のアンテナ電極１８に電磁的に結合させるようにしてもよい。あるいは、配線基
板１２上に前記第３のアンテナ電極２０に加えて第４のアンテナ電極（図示せず）を形成
し、第３のアンテナ電極２０を第１のアンテナ電極１６に電磁的に結合し、第４のアンテ
ナ電極を第２のアンテナ電極１８に電磁的に結合するようにしてもよい。これらの場合、
低い周波数帯域のデュアルバンドアンテナを実現することができる。
【００７４】
　なお、本発明に係るアンテナ装置は、上述の実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱
することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
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【００７５】
【図１】本実施の形態に係るアンテナ装置を上面から見て示す平面図である。
【図２】本実施の形態に係るアンテナ装置を示す斜視図である。
【図３】本実施の形態に係るアンテナ装置を示す等価回路図である。
【図４】本実施の形態に係るアンテナ装置の周波数特性を示す図である。
【図５】本実施の形態に係るアンテナ装置を示す分解斜視図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０…アンテナ装置　　　　　　　　　　　１２…配線基板
　１４…誘電体基板　　　　　　　　　　　　１６…第１のアンテナ電極
　１８…第２のアンテナ電極　　　　　　　　２０…第３のアンテナ電極
　２２…アンテナ部　　　　　　　　　　　　２４…分波／合波部
　２６…外部端子（給電点）　　　　　　　　５２…第１のアンテナ
　５４…第２のアンテナ　　　　　　　　　　６０、６２…内層シールド電極
　１７０…ローパスフィルタ　　　　　　　　１７４…ハイパスフィルタ

【図１】 【図２】
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【図５】
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