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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面実装型アンテナを接地導体部が形成されている実装基板に実装して成るアンテナの
実装構造において、上記表面実装型アンテナは、基体と；当該基体の上面に形成され上記
接地導体部とは非導通状態に配置された放射電極と；上記基体に形成され上記放射電極に
容量を付与する間隔を介して配置され当該容量を介した電界結合によって上記放射電極に
信号を供給する給電電極と；一端側を上記放射電極との間に容量を持つ間隔を介して上記
基体に配置形成され他端側を基板側接続部としたグランド接続用電極と；上記基体の実装
底面のほぼ全面に形成されている底面電極と；を有し、また、上記実装基板には、グラン
ドと等価な上記接地導体部と；上記グランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部
に高周波的に接続するための接続経路と；が設けられている構成を有し、上記高周波的に
接続するための接続経路には上記放射電極の送受信電波の偏波形態および共振周波数を制
御するためのインダクタンスと容量の一方又は両方が付与されており、上記表面実装型ア
ンテナの基体の底面電極と実装基板との間に間隙が形成される構成と成し、実装基板には
上記基体の底面電極に間隙を介して対向する部位を少なくとも含む領域に接地導体部が形
成されており、表面実装型アンテナの底面電極と上記接地導体部間の高周波的な容量が放
射電極に付与される構成としたことを特徴としたアンテナの実装構造。
【請求項２】
　放射電極は基体の上面に形成され、グランド接続用電極は基体の側面に形成されている
ことを特徴とした請求項１記載のアンテナの実装構造。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のアンテナの実装構造が設けられていることを特徴とした
無線装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線装置と、その無線装置に設けられるアンテナの実装構造に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
図６（ａ）には表面実装型アンテナとその実装構造の一例が模式的に示され、図６（ｂ）
には図６（ａ）に示す表面実装型アンテナの展開図が示されている。これら図６（ａ）、
（ｂ）に示される表面実装型アンテナ１は誘電体あるいは磁性体により成る直方体状の基
体２を有し、この基体２の上面２ａには放射電極３が形成されている。また、上記基体２
の図６に示す側面２ｂには給電電極４が上面２ａ側から実装底面２ｆ側に向けて伸長形成
されると共に、その給電電極４を挟み込むように側面２ｂの側端領域にはグランド接続用
電極５（５ａ），６（６ａ）がそれぞれ上面２ａ側から実装底面２ｆ側に向けて伸長形成
されている。
【０００３】
さらに、基体２の側面２ｄにはグランド接続用電極５ｂが上記側面２ｂのグランド接続用
電極５ａのほぼ対角となる位置に、また、グランド接続用電極６ｂが上記側面２ｂのグラ
ンド接続用電極６ａのほぼ対角となる位置にそれぞれ上面２ａ側から実装底面２ｆ側に向
けて伸長形成されている。
【０００４】
上記給電電極４は基体２の実装底面２ｆに回り込んで形成されており、基体２の実装底面
２ｆにはほぼ全面に底面電極７が上記給電電極４と間隔を介して形成されている。
【０００５】
また、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、上記各電極４，５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂの上面
側の端部はそれぞれ放射電極３と間隔を介して形成されており、上記各電極４，５ａ，５
ｂ，６ａ，６ｂは、それぞれ、上記放射電極３との間に容量を持つ構成と成している。
【０００６】
この図６に示す例では、互いに対角関係にあるグランド接続用電極５ａ，５ｂ同士、グラ
ンド接続用電極６ａ，６ｂ同士はそれぞれ上面側端部と放射電極３間の間隔が等しいが、
グランド接続用電極５ａ（５ｂ）と放射電極３間の間隔と、グランド接続用電極６ａ（６
ｂ）と放射電極３間の間隔とは異なっている。
【０００７】
このような表面実装型アンテナ１は、図６（ａ）に示すように、基体２の底面２ｆを実装
面として実装基板（例えば、無線装置の回路基板）８の設定の搭載領域に実装される。こ
のような実装状態では、上記給電電極４は実装基板８に形成された配線パターン１０とス
ルーホール（図示せず）を介して、例えば、無線装置の回路基板に形成されている信号供
給源１１に導通接続され、また、上記各グランド接続用電極５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂはそ
れぞれ実装基板８に形成されているグランドと等価な接地導体部である接地電極１２に連
通接続される（接地される）。
【０００８】
なお、上記のように、表面実装型アンテナ１を実装基板８に実装した際に、給電電極４が
上記接地電極１２に直接的に連通接続されないように、配線パターン１０および接地電極
１２の各パターン形状が設計されている。
【０００９】
このような実装状態で、例えば、上記信号供給源１１から給電電極４に信号が供給される
と、その給電電極４から容量を介した電界結合によって信号が放射電極３に供給され、こ
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れにより、放射電極３が励振してアンテナ動作を行う。この図６に示す例では、上記した
ように、グランド接続用電極５ａ（５ｂ）と放射電極３間の間隔と、グランド接続用電極
６ａ（６ｂ）と放射電極３間の間隔とが異なるので、グランド接続用電極５ａ（５ｂ）と
放射電極３間の容量と、グランド接続用電極６ａ（６ｂ）と放射電極３間の容量とが異な
り、この容量の差違に起因して放射電極３は円偏波の電波の送信あるいは受信を行う。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記表面実装型アンテナ１は、例えば、携帯型電話機通信システムや、ＧＰＳ
（Global Positioning System）や、ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication
 System（道路交通情報通信システム））や、ＥＴＣ（Electronic Toll Collection（自
動料金収受システム））や、ＤＡＢ（Digital Audio Broadcasting（静止衛星移動体情報
通信サービスシステム））等の様々な無線通信システムの無線装置に組み込んで利用する
ことができるものである。
【００１１】
しかしながら、上記したような各種システムは無線通信の電波の周波数帯域等が互いに異
なることから、各種システムの仕様に応じて、表面実装型アンテナ１の基体２の大きさや
、基体２が誘電体により構成されている場合には該基体２の誘電率や、放射電極３の大き
さや、グランド接続用電極５，６の長さや太さ等を設計して、各種システム専用の表面実
装型アンテナ１を作製する必要があった。上記表面実装型アンテナ１の設計には多くの時
間を要するし、また、上記の如く各種システム専用の表面実装型アンテナ１を製造しなけ
ればならないために設備コストが高くなり、表面実装型アンテナ１の価格が高くなってし
まうという問題が生じる。
【００１２】
本発明は上記課題を解決するために成されたものであり、その目的は、表面実装型アンテ
ナを各種システムに共通のものとすることを可能とし、表面実装型アンテナの安価化を容
易にすることができるアンテナの実装構造およびそれを備えた無線装置を提供することに
ある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、この発明は次に示す構成をもって前記課題を解決するため
の手段としている。すなわち、第１の発明のアンテナの実装構造は、表面実装型アンテナ
を接地導体部が形成されている実装基板に実装して成るアンテナの実装構造において、上
記表面実装型アンテナは、基体と；当該基体の上面に形成され上記接地導体部とは非導通
状態に配置された放射電極と；上記基体に形成され上記放射電極に容量を付与する間隔を
介して配置され当該容量を介した電界結合によって上記放射電極に信号を供給する給電電
極と；一端側を上記放射電極との間に容量を持つ間隔を介して上記基体に配置形成され他
端側を基板側接続部としたグランド接続用電極と；上記基体の実装底面のほぼ全面に形成
されている底面電極と；を有し、また、上記実装基板には、グランドと等価な上記接地導
体部と；上記グランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部に高周波的に接続する
ための接続経路と；が設けられている構成を有し、上記高周波的に接続するための接続経
路には上記放射電極の送受信電波の偏波形態および共振周波数を制御するためのインダク
タンスと容量の一方又は両方が付与されており、上記表面実装型アンテナの基体の底面電
極と実装基板との間に間隙が形成される構成と成し、実装基板には上記基体の底面電極に
間隙を介して対向する部位を少なくとも含む領域に接地導体部が形成されており、表面実
装型アンテナの底面電極と上記接地導体部間の高周波的な容量が放射電極に付与される構
成をもって前記課題を解決する手段としている。
【００１６】
　第２の発明のアンテナの実装構造は、上記第１又は第２の発明の構成を備え、放射電極
は基体の上面に形成され、グランド接続用電極は基体の側面に形成されていることを特徴
として構成されている。
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【００１７】
　第３の発明の無線装置は、上記第１又は第２の発明のアンテナの実装構造が設けられて
いることを特徴として構成されている。
【００１８】
　上記構成の発明において、実装基板には、グランドと等価な接地導体部と、表面実装型
アンテナの基体に設けられているグランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部に
高周波的に接続するための接続経路とが設けられ、上記高周波的に接続するための接続経
路には上記表面実装型アンテナの放射電極の送受信電波の偏波形態および共振周波数を制
御するためのインダクタンスと容量の一方又は両方が付与されている構成としたので、そ
のインダクタンスあるいは容量を可変することによって、放射電極の電波の周波数帯域（
共振周波数）や、偏波形態等のアンテナ特性を可変することが可能である。このことから
、例えば、前記携帯型電話機や、ＧＰＳや、ＥＴＣ等のシステム毎に表面実装型アンテナ
を設計することなく、システムに応じた設定のアンテナ特性を得ることができるインダク
タンスあるいは容量を上記グランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部に高周波
的に接続するための接続経路に持たせるだけで、表面実装型アンテナはシステムに適した
電波の送信あるいは受信が可能となる。
【００１９】
つまり、表面実装型アンテナの共通化を図ることができることとなり、システム毎に表面
実装型アンテナを設計しなければならないという面倒を無くすことができたり、また、設
備コストを削減することができて、表面実装型アンテナの低コスト化が容易となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下に、この発明に係る実施形態例を図面に基づいて説明する。
【００２１】
図１（ａ）には第１実施形態例の無線装置において特徴的なアンテナの実装構造が模式的
に示され、図１（ｂ）には図１（ａ）に示す上方側からアンテナの実装構造を見た場合の
平面図が示され、図１（ｃ）には図１（ｂ）に示すＡ－Ａ部分の断面図が示されている。
なお、無線装置には通信システムに応じた多種多様な構成があり、この第１実施形態例で
は、次に述べる特有な表面実装型アンテナおよびその実装構造以外の無線装置の構成は、
上記多種多様な構成の中の何れの構成をも備えてよく、ここでは、表面実装型アンテナお
よびその実装構造以外の無線装置構成の説明は省略する。また、この第１実施形態例の説
明において、前記従来例と同一構成部分には同一符号を付し、その共通部分の重複説明は
省略する。
【００２２】
この第１実施形態例に示すアンテナの実装構造において特徴的なことは、表面実装型アン
テナ１の特性調整用の手段を実装基板８に設けたことである。
【００２３】
すなわち、図１（ａ）～（ｃ）に示されるように、表面実装型アンテナ１を実装する実装
基板（例えば、無線装置の回路基板）８には、前記従来例と同様に表面実装型アンテナ１
の給電電極４に連通接続する配線パターン１０が設けられると共に、グランド接続用電極
５ａに連通接続する配線パターン１３（１３ａ）と、グランド接続用電極６ａに連通接続
する配線パターン１４（１４ａ）と、グランド接続用電極５ｂに連通接続する配線パター
ン（１３ｂ）と、グランド接続用電極６ｂに連通接続する配線パターン１４（１４ｂ）と
が形成されている。
【００２４】
この第１実施形態例では、実装基板８上の接地導体部である接地電極１２は上記各配線パ
ターン１０，１３，１４と間隔を介して設けられている。換言すれば、上記各配線パター
ン１０，１３，１４および接地電極１２は、表面実装型アンテナ１を実装基板８の設定の
搭載領域に実装した際に、給電電極４およびグランド接続用電極５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂ
が直接的に接地電極１２に連通接続しないパターン形状と成している。なお、図１（ｃ）
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に示す符号１８は、表面実装型アンテナ１を実装基板８に実装するための接続手段である
半田を表している。
【００２５】
この第１実施形態例では、上記各配線パターン１３ａ，１３ｂ，１４ａ，１４ｂと上記接
地電極１２に跨って高周波接続部であるチップ部品１５が実装基板８上に設けられている
。これら各チップ部品１５はチップインダクタ部品あるいはチップコンデンサ部品により
構成されており、上記各配線パターン１３，１４と接地電極１２とを高周波的に導通接続
している。
【００２６】
これにより、この第１実施形態例では、表面実装型アンテナ１の放射電極３は、該放射電
極３と各グランド接続用電極５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂ間の容量と、上記各グランド接続用
電極５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂと、上記チップ部品１５とを介して高周波的にグランド（接
地電極１２）に接地される。
【００２７】
ところで、この第１実施形態例に示すように、放射電極３を囲むように複数のグランド接
続用電極が点在配置している場合には、上記チップ部品１５のインダクタンスあるいは容
量の大きさを可変することによって、上記表面実装型アンテナ１の放射電極３の共振周波
数および電波の形態（例えば、円偏波や直接偏波）を可変制御することが可能である。こ
のことから、この第１実施形態例では、表面実装型アンテナ１の放射電極３が例えば仕様
に応じた周波数帯域および電波形態でもって電波送信あるいは受信を行うことが可能とな
るための上記チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量が実験やシュミレーション等
によって求められ、この求めたインダクタンスあるいは容量を持つ各チップ部品１５がそ
れぞれ上記のように実装基板８上に搭載されている。
【００２８】
なお、この第１実施形態例に示した表面実装型アンテナ１では、放射電極３と各グランド
接続用電極５ａ，５ｂ間の間隔（容量）と、放射電極３と各グランド接続用電極６ａ，６
ｂ間の間隔（容量）とが異なるものである。従来では、このような構成によって放射電極
３の電波の形態は円偏波と成していた。これに対して、この第１実施形態例では、上記各
チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量をそれぞれ適宜に設定することによって、
放射電極３の電波の形態を円偏波とすることができるのはもちろんのこと、上記のように
放射電極３と各グランド接続用電極５ａ，５ｂ間の間隔（容量）と、放射電極３と各グラ
ンド接続用電極６ａ，６ｂ間の間隔（容量）とが異なっていても、放射電極３の電波の形
態を直線偏波とすることが可能である。
【００２９】
また、放射電極３と、各グランド接続用電極５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂとのそれぞれの間隔
がほぼ全て等しい場合にも、この第１実施形態例の構成では、上記各チップ部品１５のイ
ンダクタンスあるいは容量をそれぞれ適宜に設定することによって、放射電極３の電波の
形態を直線偏波とすることも、円偏波とすることも可能である。
【００３０】
上記のように、配線パターン１３，１４およびチップ部品１５は、表面実装型アンテナ１
のグランド接続用電極５，６と実装基板８の接地電極１２とを高周波的に導通接続させ、
上記チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量を可変制御することによってアンテナ
特性を可変制御することが可能なアンテナ特性調整機能付接続手段を構成している。
【００３１】
なお、上記のように、仕様に応じた周波数帯域および電波形態を得るための各チップ部品
１５のインダクタンスあるいは容量を求める手法には様々な手法があり、この第１実施形
態例では、それら何れの手法をも用いてよく、その説明は省略する。
【００３２】
この第１実施形態例では、図１（ａ）～（ｃ）に示されるように、上記接地電極１２は表
面実装型アンテナ１の搭載領域にも形成されている。この第１実施形態例では、図１（ｃ



(6) JP 4635326 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

）に示されるように、表面実装型アンテナ１は半田１８を用いて実装基板８に実装されて
いるために、その半田の厚みによって、必然的に、表面実装型アンテナ１の底面電極７と
実装基板８の接地電極１２との間に間隙が生じる。上記底面電極７は、上記の如く、各グ
ランド接続用電極５，６と連通接続しているために、半田１８と上記各配線パターン１３
，１４と各チップ部品１５を介して接地電極１２に導通しているが、上記底面電極７と接
地電極１２は高周波的に互いに異なる電位を持ち、これら底面電極７と接地電極１２間に
は容量が生じている状態となっている。この底面電極７と接地電極１２間の容量は放射電
極３に付与されて、放射電極３の共振周波数の決定要素の１つとなる。
【００３３】
なお、上記半田１８のつけ方によっては、実装基板８に対して表面実装型アンテナ１が傾
いて底面電極７と接地電極１２とが一部直接的に接触する場合があるが、この場合には、
その接触部位において分布定数が発生するので、上記同様に、上記底面電極７と接地電極
１２は高周波的に互いに異なる電位となり、底面電極７と接地電極１２が一部直接的に接
触している場合も、上記底面電極７と接地電極１２が接触していない場合と同様に、底面
電極７と接地電極１２間の間隙の容量が放射電極３に付与されて、放射電極３の共振周波
数の決定に関与することとなる。
【００３４】
この第１実施形態例によれば、実装基板８上に、表面実装型アンテナ１の特性を調整する
ための手段、つまり、配線パターン１３，１４およびチップ部品１５を設けたので、例え
ば仕様に応じて表面実装型アンテナ１を設計変更するのではなく、仕様のアンテナ特性条
件を満足するためのインダクタンスあるいは容量を持つ各チップ部品１５を上記実装基板
８に搭載するだけで、表面実装型アンテナ１は要求を満たす周波数帯域および電波の形態
でもって電波の送信あるいは受信が可能になる。
【００３５】
これにより、例えば、仕様に応じて表面実装型アンテナ１を設計変更するという面倒を無
くすことができる。また、この第１実施形態例では、上記表面実装型アンテナ１を各種シ
ステムに共通化することが可能となり、多種多様な各システム専用の表面実装型アンテナ
１を製造しなくて済むことから、設備コストを削減することができて、表面実装型アンテ
ナ１の低コスト化を図ることができる。
【００３６】
　以下に、参考例を説明する。
【００３７】
　図２（ａ）にはこの参考例において特徴的なアンテナの実装構造の平面図が示され、図
２（ｂ）には図２（ａ）に示すＡ－Ａ部分のアンテナの実装構造の断面図が示されている
。なお、この参考例の説明において、前記第１実施形態例と同一構成部分には同一符号を
付し、その共通部分の重複説明は省略する。
【００３８】
　この参考例では、図２（ａ）、（ｂ）に示されるように、接地電極１２は表面実装型ア
ンテナ１の搭載領域を避けて形成されていることを特徴としている。それ以外の構成は前
記第１実施形態例と同様である。
【００３９】
　この参考例によれば、前記第１実施形態例と同様に、実装基板８上に、表面実装型アン
テナ１の特性調整用の手段である配線パターン１３，１４およびチップ部品１５を設けた
ので、前記第１実施形態例と同様の効果、つまり、表面実装型アンテナ１の共通化を図る
ことができて表面実装型アンテナ１の低コスト化が容易となるという効果を得ることがで
きる。
【００４０】
ところで、前記第１実施形態例で述べたように、実装基板８のアンテナ実装面（つまり、
図１の例では上面）に形成されている接地電極１２と、底面電極７とが対向配置している
場合には、底面電極７と上記上面側の接地電極１２間に容量が生じる。上記底面電極７と
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接地電極１２の対向面積は広く、かつ、底面電極７と上面側の接地電極１２間の間隙が微
小であるために、上記底面電極７と上面側の接地電極１２間に生じる容量は大きく、これ
により、放射電極３の共振周波数の決定に大きく関与することとなる。
【００４１】
　これに対して、この参考例では、接地電極１２は表面実装型アンテナ１の搭載領域を避
けて実装基板８上に形成されているので、表面実装型アンテナ１の底面電極７は、実装基
板８の上面側の接地電極１２との間に容量は発生せず、実装基板８の底面に形成されてい
る接地電極１２との間に容量が発生することとなるが、その底面側の接地電極１２と底面
電極７との間の間隔は、当然に、上面側の接地電極１２と底面電極７間の間隔よりも広い
ことから、上記底面側の接地電極１２と底面電極７間の容量は、前記第１実施形態例に示
した上面側の接地電極１２と底面電極７間の容量よりも小さいものとなる。このため、上
記底面側の接地電極１２と底面電極７間の容量は、前記上面側の接地電極１２と底面電極
７間の容量に比べて、放射電極３の共振周波数の決定に比較的小さくしか関与しないこと
となる。これにより、前記第１実施形態例の構成に比べて、前記チップ部品１５のインダ
クタンスあるいは容量が放射電極３の共振周波数の決定に大きく関与することとなる。こ
のため、チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量の可変制御に対する放射電極３の
共振周波数の可変範囲幅を広げることが可能となる。
【００４２】
　このことは、発明者の実験によって確認されている。その実験結果が図３のグラフに示
されている。この図３のグラフでは、横軸が各チップ部品１５であるチップコンデンサ部
品の容量を表し、縦軸が放射電極３の共振周波数を表しており、この参考例に特有なアン
テナの実装構造において各チップ部品１５の容量変化に対する放射電極３の共振周波数の
変化を表している。図３に示す実線αは前記第１実施形態例に示すように実装基板８の上
面に接地電極１２が底面電極７に対向させて形成されている場合であり、実線βはこの参
考例に示すように実装基板８の上面に接地電極１２が表面実装型アンテナ１の搭載領域を
避けて形成されている場合である。なお、この実験では、４つのチップ部品１５は全て同
じ容量を持つという条件の下で行われている。
【００４３】
　この図３のグラフから明らかなように、前記第１実施形態例に示す如く底面電極７と上
面側の接地電極１２とが対向配置している場合には、各チップ部品１５の容量変化に対す
る放射電極３の共振周波数の変化は小さいのに対して、この参考例に示す如く、底面電極
７に上面側の接地電極１２が対向配置していない場合には、各チップ部品１５の容量変化
に対して放射電極３の共振周波数が大きく変化することが分かる。
【００４４】
　なお、本発明者はチップ部品１５がチップインダクタンス部品である場合にも同様な実
験を行っており、その実験結果も上記同様な結果、つまり、この参考例において特有な構
成を備えている場合には、前記第１実施形態例の構成よりも、チップ部品１５のインダク
タンス変化に対する放射電極３の共振周波数の変化が大きいという結果を得ている。
【００４５】
　上記実験結果にも示されているように、この参考例において特有な構成を備えることで
、各チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量の可変制御による放射電極３の共振周
波数の可変制御範囲を拡大することができる。
【００４６】
　なお、上記第１実施形態例の如く底面電極７に上面側の接地電極１２を対向配置させる
構成では、この参考例の如く底面電極７に上面側の接地電極１２を対向配置しない構成に
比べて、チップ部品１５のインダクタンスあるいは容量の変化に対する放射電極３の共振
周波数の変化が小さい。つまり、前記第１実施形態例の構成では、チップ部品１５による
放射電極３の共振周波数の微調整が容易であると換言することができる。このことから、
放射電極３の共振周波数をより精度良く設定の周波数に合わせることが要求される場合に
は、この参考例に示した構成よりも上記第１実施形態例に示した構成を採用して、チップ
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部品１５による放射電極３の共振周波数の微調整を行い、また、放射電極３の共振周波数
を大きく可変制御する必要がある場合には、この参考例の構成を採用して、チップ部品１
５による放射電極３の共振周波数の調整を行うことが好ましい。
【００４７】
　なお、この発明は上記実施形態例に限定されるものではなく、様々な実施の形態を採り
得る。例えば、上記実施形態例では、高周波接続部としてチップ部品１５を設ける構成を
示したが、例えば、チップ部品１５に代えて、図４に示すように、配線パターン１３，１
４に連通接続させて高周波接続部としての回路パターン１６を設けてもよい。この回路パ
ターン１６は、仕様に応じた周波数帯域および電波の形態を得るために要求されるインダ
クタンスあるいは容量を持つパターン形状（つまり、インダクタパターンあるいはコンデ
ンサパターン）と成している。この回路パターン１６を構成するインダクタパターンある
いはコンデンサパターンには様々なパターン形状があり、ここでは、上記仕様等に応じて
何れのパターン形状をも採り得るものであり、そのパターン形状の説明は省略する。
【００４８】
このように、高周波接続部として、インダクタパターンあるいはコンデンサパターンの回
路パターン１６を形成する場合には、成膜形成技術によって、各配線パターン１３，１４
と同時に、上記高周波接続部（回路パターン１６）を形成することができることとなり、
製造工程の簡略化を図ることができる。
【００４９】
　さらに、上記実施形態例では、放射電極３は方形状と成していたが、この放射電極３の
形状は方形状に限定されるものではなく、様々な形態を採り得る。例えば、放射電極３を
円形状としてもよい。また、例えば、図５に示すように、放射電極３を縮退分離させる形
態としてもよい。この図５に示す形態の場合には、放射電極３の電波は円偏波の形態と成
す。
【００５０】
　さらに、上記実施形態例では、高周波接続部として、チップ部品１５を設ける構成であ
ったが、高周波接続部は、チップインダクタ部品とチップコンデンサ部品とインダクタパ
ターンとコンデンサパターンのうちの複数の組み合わせによって構成してもよい。
【００５１】
　さらに、上記実施形態例では、基体２は直方体状であったが、基体２の形状は直方体状
に限定されるものではなく、例えば、基体２は直方体状以外の例えば円柱状の形態として
もよい。さらに、上記実施形態例では、グランド接続用電極は４箇所に設けられていたが
、このグランド接続用電極の設置数は数に限定されるものではない。また、グランド接続
用電極の形成位置も上記実施形態例に示した配設位置に限定されるものではない。
【００５２】
【発明の効果】
　この発明によれば、実装基板には、グランドと等価な接地導体部と、表面実装型アンテ
ナの基体に設けられているグランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部に高周波
的に接続するための接続経路とが設けられ、上記高周波的に接続するための接続経路には
上記表面実装型アンテナの放射電極の送受信電波の偏波形態および共振周波数を制御する
ためのインダクタンスと容量の一方又は両方が付与されている構成としたので、上記グラ
ンド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体部に高周波的に接続するための接続経路に
付与されるインダクタンスあるいは容量を可変するだけで、表面実装型アンテナの設計変
更を行うことなく、表面実装型アンテナは各種システムに応じた電波の送信あるいは受信
が可能となる。すなわち、表面実装型アンテナの共通化を図ることができることとなり、
各種システム毎に表面実装型アンテナを設計するという手間を無くすことができ、また、
各種システムに対応する複数種の表面実装型アンテナを製造しなくて済むので、設備コス
トを削減することが可能となり、表面実装型アンテナの低コスト化を図ることができる。
【００５３】
このため、この発明において特徴的なアンテナの実装構造を備えた無線装置にあっては、
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置を提供することが可能となる。
【００５４】
　本発明における実装基板には表面実装型アンテナの底面電極に間隙を介して対向する部
位を少なくとも含む領域に接地導体部が形成されているので、上記底面電極と接地導体部
間に高周波的に容量が生じて放射電極に付与される。その容量は放射電極の共振周波数の
決定に大きく関与することから、上記グランド接続用電極の基板側接続部を上記接地導体
部に高周波的に接続するための接続経路に付与されるインダクタンスあるいは容量の可変
制御に対する放射電極の共振周波数の可変制御範囲幅が小さくなり、そのインダクタンス
あるいは容量の可変制御による上記放射電極の共振周波数の微調整が容易となる。このた
め、放射電極の共振周波数を精度良く設定の周波数に設定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施形態例において特徴的なアンテナの実装構造を示す説明図である。
【図２】　参考例において特徴的なアンテナの実装構造を示す説明図である。
【図３】チップ部品の容量変化に対する放射電極の共振周波数の変化を調べた実験結果を
表すグラフである。
【図４】高周波接続部のその他の例を示す説明図である。
【図５】放射電極のその他の形態例を示すモデル図である。
【図６】アンテナの実装構造の従来例を示すモデル図である。
【符号の説明】
１　表面実装型アンテナ
２　基体
３　放射電極
５，６　グランド接続用電極
７　底面電極
８　実装基板
１３，１４　配線パターン
１２　接地電極
１５　チップ部品
１６　回路パターン
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