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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２００ＭＨｚを超える周波数で動作するための誘電体装荷アンテナであって、
　横断方向に広がる端面および前記端面間で長手方向に広がる側面を有する、５より大き
い相対誘電率の固体材料の、電気絶縁性コアと、
　前記コアの前記側面の上にまたは前記側面に隣接するように設けられ一方の前記端面か
らもう一方の前記端面へと伸びる少なくとも１対の細長い導電性アンテナ素子を含む、３
次元のアンテナ素子構造と、
　前記アンテナ素子対の一方のアンテナ素子およびもう一方のアンテナ素子にそれぞれ結
合された、伝送線路として作用する第１および第２の給電導体を含む、給電構造と、
　前記コアの一端面において積層基板の形態で配置されたインピーダンス整合部位であっ
て、該積層基板は、前記アンテナ素子対の前記アンテナ素子間に結合された分路キャパシ
タンスを提供する、インピーダンス整合部位と、
　を備えるアンテナ。
【請求項２】
　請求項１に記載のアンテナであって、
　前記インピーダンス整合部位は、更に、前記キャパシタンスと、前記アンテナ素子対の
前記アンテナ素子の１つと、の間に結合された直列インダクタンスを含み、
　前記コアは、円筒状であり、
　前記アンテナ素子対の前記アンテナ素子は、前記一方の端面から前記円筒状の側面の上
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でそれぞれ伸びる導電性の螺旋軌道を含み、
　前記アンテナ素子構造は、前記コアの前記一方の端面から離れた位置にある前記アンテ
ナ素子の端を相互に接続する、前記コアを取り巻くリンク導体を含む、アンテナ。
【請求項３】
　請求項２に記載のアンテナであって、
　前記伝送線路部位は、前記アンテナ素子構造によって表される電源インピーダンスより
も高い特性インピーダンスを有し、
　前記伝送線路部位は、前記コア内を一方の端面からもう一方の端面へと通る通路内に収
容される、アンテナ。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載のアンテナであって、
　前記積層基板は、横断方向に広がり、
　前記アンテナは、前記積層基板に固定され前記積層基板に垂直に伸びる伝送線路給電線
を備え、
　前記積層基板は、絶縁層と、前記絶縁層の対面上に並置された第１および第２の導電層
と、を含み、前記キャパシタンスは、前記並置された層によって形成され、
　前記絶縁層は、セラミック材料を含み、
　前記絶縁層の相対誘電率は、５より大きい、アンテナ。
【請求項５】
　２００ＭＨｚを超える周波数で動作するためのバックファイヤ型誘電体装荷アンテナで
あって、
　軸方向を向いた近位面および遠位面と、円筒状の側面とを有する、５より大きい相対誘
電率の固体材料の、円筒状の電気的絶縁性コアと、
　前記コアの前記側面の上にまたは前記側面に隣接するように設けられ少なくとも１対の
細長い導電性アンテナ素子を含み、且つ少なくとも主要部分をコアの固体誘電材料に占有
される内部体積を定めている３次元のアンテナ素子構造であって、該アンテナ素子は、前
記コアの前記遠位面から前記近位面の方向へとそれぞれ伸びる、３次元のアンテナ素子構
造と、
　前記コア内の通路内に配置され、且つ前記アンテナ素子対の一方のアンテナ素子に結合
された第１の導体および前記アンテナ素子対のもう一方のアンテナ素子に結合された第２
の導体を一端に有する、伝送線路部位を備え、更に、前記伝送線路部位の前記一端におい
て、前記伝送線路部位を前記アンテナ素子構造につなぎ、且つ少なくとも１つのリアクタ
ンス整合素子を含む積層基板の形態の整合部位を備える、給電構造と、
　を備えるアンテナ。
【請求項６】
　請求項５に記載のアンテナであって、
　前記積層基板は、前記コアの前記軸に垂直に置かれる、アンテナ。
【請求項７】
　請求項５または６に記載のアンテナであって、
　前記積層基板は、前記基板の少なくとも１枚の導電層によって形成される少なくとも１
つのリアクタンス整合素子を含む、アンテナ。
【請求項８】
　請求項６または７に記載のアンテナであって、
　前記積層基板は、少なくとも１つの集中型のリアクタンス整合素子を含み、
　前記集中型のリアクタンス素子は、前記基板上の導電性パッド上に取り付けられるコン
デンサを含み、
　前記リアクタンス素子は、前記アンテナ素子対の前記アンテナ素子間に接続された分路
リアクタンス、および／またはインダクタンス整合素子である、アンテナ。
【請求項９】
　請求項８に記載のアンテナであって、
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　前記整合部位は、前記分路リアクタンスと前記アンテナ素子対の前記アンテナ素子の１
つとの間、または前記分路リアクタンスと前記伝送線路部位の前記導体の１つとの間に直
列に接続されるリアクタンスを含む、第２のリアクタンス素子を含む、アンテナ。
【請求項１０】
　請求項５ないし９のいずれかに記載のアンテナであって、
　前記伝送線路部位は、同軸給電線である、アンテナ。
【請求項１１】
　請求項５ないし１０のいずれかに記載のアンテナであって、
　前記アンテナ素子構造は、前記コアの前記側面の上にまたは前記側面に隣接するように
設けられ前記コアの前記遠位面から前記近位面の方向へと伸びる少なくとも２対の細長い
導電性アンテナ素子を含み、前記第１の伝送線路導体は、前記２つのアンテナ素子対の各
対の一方のアンテナ素子に結合され、前記第２の伝送線路導体は、前記２つのアンテナ素
子対の各対のもう一方のアンテナ素子に結合され、
　前記リアクタンス整合素子は、前記２つのアンテナ素子対の各対の前記アンテナ素子間
に、分路素子として結合される、アンテナ。
【請求項１２】
　２００ＭＨｚを超える周波数で動作するためのバックファイヤ型誘電体装荷アンテナの
ための単一のアンテナ給電構造であって、該アンテナは、固体誘電材料で作られた円筒状
の絶縁コアであって、軸方向に近位向きの近位面と遠位向きの遠位面、側面、および前記
コアを通って前記遠位面から前記近位面に伸びる通路を有する絶縁コアを有し、さらに、
該アンテナは、前記コアの前記側面の上にまたは前記側面に隣接するように設けられ少な
くとも１対の細長い導電性アンテナ素子を含み、且つ少なくとも主要部分をコアの固体誘
電材料に占有される内部体積を定めている３次元のアンテナ素子構造を有する、単一のア
ンテナ給電構造であって、該給電構造は、
　前記コアを通って前記通路内に挿入するための一定の長さの伝送線路を有する伝送線路
部位であって、その遠端において第１の導体および第２の導体を有する伝送線路部位と、
　前記伝送線路部位の遠端から外向きに広がり、且つ前記通路の端部に隣接する前記コア
の遠位面上で前記アンテナ素子構造のそれぞれの導体につなげるための、近位向きの導電
性表面部位を有する積層基板の形態の整合部位であって、前記積層基板は少なくとも分路
整合キャパシタンスを含む、整合部位と、
　前記積層基板が前記コアの遠位面を覆うように前記給電構造が前記コアに挿入されると
、前記キャパシタンスが前記導体間に分路キャパシタンスを形成した状態で、前記伝送線
路部位の前記第１の導体および前記第２の導体が、前記アンテナ素子対のそれぞれのアン
テナ素子につながるようにされる前記給電構造の配列と、
　の単一の組み合わせを有する、単一のアンテナ給電構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘電体装荷アンテナ、このようなアンテナ用の給電構造、および誘電体装荷
アンテナを製造する方法とに関するものである。
【０００２】
　英国特許出願２２９２６３８Ａおよび２３１０５４３Ａは、２００ＭＨｚを超える周波
数で動作するための誘電体装荷アンテナを開示している。各アンテナは、直径方向に相対
する２対のヘリカルアンテナ素子を有し、これらは、５より大きい相対誘電率を有する材
料で作成されたほぼ円筒状の電気絶縁性コアにめっきされている。コアの材料は、コアの
外表面によって定められる体積の大半を占有する。コアの一方の端面からもう一方の端面
へは、シールド導体に囲まれた内部導体を有する同軸給電構造を内包した軸穴が通される
。コアの一端では、その穴の端に隣接する関連の接続部分を有する対応するアンテナ素子
に、給電構造の導体が接続される。穴のもう一端では、アンテナ素子を結びつける導体に
、シールド導体が接続される。この導体は、これらの例では、コアの一部を取り巻いてバ
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ランを形成する導電性スリーブの形態をとる。各アンテナ素子は、スリーブの縁で終結し
ており、給電構造との接続部分からそれぞれ対応する螺旋経路をたどっている。
【０００３】
　英国特許出願２３６７４２９Ａは、好ましくはコアの固体材料の相対誘電率の２分の１
未満の相対誘電率を有するプラスチック材料の管によって穴の壁からシールド導体を隔て
られたアンテナを開示している。
【０００４】
　類似の給電構造およびバラン構成を有する誘電体装荷ループアンテナが、ＧＢ２３０９
５９２Ａ、ＧＢ２３３８６０５Ａ、ＧＢ２３５１８５０Ａ、およびＧＢ２３４６０１４Ａ
に開示されている。これらのアンテナは、いずれも、コア内を通された給電構造によって
トップ給電され且つコアの周囲に配される、共通の特性の導体素子を有する。導体素子は
、コアによって占有される内部体積を定め、コアは、その全表面が金属化導体素子を有し
ている。バランは、給電線構造に接続された装置からアンテナ素子をコモンモードアイソ
レーションする。これは、アンテナを、小型携帯端末にとりわけ適したものにする。
【０００５】
　これまでは、以下のように、アンテナの給電構造を作成してきた。先ず、外表面をめっ
きされたフランジ状の接続ブッシュが、給電接続を設ける予定の穴の端に配置され、コア
に装着される。次いで、細長い管状のスペーサが、もう一方の底端側から穴に挿入される
。次に、所定の特性インピーダンスを有する同軸線路が、一定の長さに切断され、内部導
体の一端の露出部分が、Ｕ字型に曲げられる。こうして形成された同軸ケーブルの部位は
、穴および細長い管状スペーサに上から挿入され、上部の接続全体がはんだ付けされる。
このはんだ付けは、（ａ）内部導体の曲げ部分を、コアの上面上にあるアンテナ素子の接
続部分にはんだ付けする、および（ｂ）フランジ状の接続ブッシュを、シールド導体およ
び更にコアの上面上にあるアンテナ素子の接続部分にはんだ付けする、２つのはんだ付け
工程によってなされる。次いで、コアは反転され、更に、内部導体の曲げ部分と反対の側
の端から露出しているケーブルの外部シールド導体の部分に第２のめっきブッシュが装着
され、コアのめっき底端面に突き合わされる。最後に、この第２のブッシュは、外部シー
ルド導体およびコアのめっき底端面にはんだ付けされる。
【０００６】
　従来の出願に開示されたアンテナ設計の目的の１つは、アンテナ素子用の平衡な電源ま
たは負荷を可能な限り近くに実現することにある。通常は、バランスリーブがこのような
平衡を実現する役割を果たすが、同軸給電線構造の特性インピーダンスおよびその長さに
対する制約ゆえに、反応性の不均衡がいくらか生じる可能性がある。更なる要因には、例
えば内部導体の屈曲部分に起因する給電構造の内部導体と外部導体との長さの差、および
同軸給電に特有の非対称性がある。必要に応じ、短絡スタブの形態をとる補償用のリアク
タンス整合回路網を、アンテナの接続先のデバイスの一部として、またはコアの底端面に
取り付けられる小型のシールドプリント回路基板アセンブリとして、コアの底端面に隣接
する内部導体に接続することがなされている。
【０００７】
　本発明の目的は、従来の出願で開示されたようなアンテナの組み立て費用を削減するこ
とにある。
【０００８】
　１つの態様にしたがって、本発明は、動作周波数が２００ＭＨｚを超えるアンテナに対
して新規の給電構造を提供する。アンテナは、３次元であり、誘電性コアの外表面上にま
たは同外表面に隣接するように設けられた複数の導電性アンテナ素子を有するアンテナ素
子構造を有する。コアの相対誘電率は、５より大きい。一般に、アンテナ素子構造は、コ
アの周囲に設けられた金属化素子を含んでおり、少なくとも主要部分をコアの固体誘電材
料に占有される内部体積を定めている。コアは、このようにして、アンテナ素子構造を誘
電的に装荷する。
【０００９】
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　アンテナ素子は、アンテナの軸に載るコア内を長手方向に通された給電構造の一端にあ
る給電接続に端を発する。アンテナ素子のもう一端は、例えば、コアから離れた位置で給
電構造に接続されてバランとして機能するスリーブなど、共通の導体によって互いに接続
されてよい。例えば、スリーブは、給電構造のシールド導体と相まって、給電接続におい
てアンテナ素子用の平衡な電源または負荷を提供するように機能することができる。アン
テナは、全体として、接続先の機器に対して単一終端の５０オームの終端器を表している
。このような構造では、コアの全表面が金属化導体素子を有している。
【００１０】
　機器に対するアンテナの整合は、コアの中を通る通路の一端の、コアの中またはコアの
外側の位置にある部品によって実施されてよい。このような部品は、その少なくとも一部
をプリント回路基板の形で具体化されてよい。この基板は、アンテナ素子を同軸線路に結
び付ける接続をアンテナ素子間に形成できるように、コアの中を通る通路内に収容された
同軸伝送線路の一端に位置付けられてよい。基板は、同軸線路の軸から横方向に広がって
よく、また、例えば基板をコアに組み付けた際に、コアの遠位面上の導体にアンテナ素子
を接続する、横方向に広がる接続部材を有してよい。基板をアンテナの軸に垂直な平面に
構成することによって、基板をコアの遠位面に当てがって、基板の裏面上の導電層部分を
、コア上にプリントされた軌道と対面接触させることができる。基板の外面上の導電層部
分は、整合回路網の一部を構成する１つまたは２つ以上のディスクリート部品（例：コン
デンサおよび／もしくはインダクタ）のための接続領域を提供するか、あるいは単独でま
たは基板の裏面上の導電層と相まって、整合回路網の部品を構成してよい。
【００１１】
　この給電構造は、したがって、一定の長さの同軸伝送線路と、該同軸線路によって定め
られた、軸から横方向に広がる積層基板と、の組み合わせを含む。線路の内部導体は、基
板の片方の面上にある軌道に接続するために、基板の中の貫通孔内に位置してよく、一方
で、シールドは、基板の裏面に接続するか、またはコアの遠位面の上面上にある導体に直
接接続する。伝送線路の特性インピーダンスは、通常、５０オームである。
【００１２】
　同軸線路の長さおよび特性インピーダンスに応じて、整合回路網は、反応性のインピー
ダンス変換を含むことによるリアクタンス補償を含んでよい。具体的に言うと、整合回路
網は、基板上の導電性軌道として、または基板上の軌道に取り付けられた１つもしくは複
数のディスクリート部品として具体化される、キャパシタンスおよび／またはインダクタ
ンスを含んでよい。
【００１３】
　開示されるアンテナでは、整合回路網は、互いに位置合わせされた導電層部分として具
体化される分路キャパシタンスを、基板の両側に含む。やはり開示されるのは、コンデン
サが、例えば相互に噛み合わされた形の、すなわち相互噛み合い式のコンデンサのように
、互いに絶縁された隣り合う導電層部分を基板の一方の表面上に含むケースである。具体
的に言うと、コンデンサは、１つもしくは２つ以上の貫通孔ビアまたは基板の辺縁に形成
されためっき辺縁接続を使用して、同軸線路の内部導体からの信号線に関連付けられた軌
道と、シールド導体に関連付けられた軌道と、の間に結合されてよい。
【００１４】
　インダクタンスは、例えば、基板上の一定の長さの導電性軌道の形態をとる直列素子と
して、同軸線路の内部導体との接続と、コアの遠位面の上面上の導体と、の間に組み込ま
れてよい。こうすれば、整合回路網は、アンテナによって表される、通常５オーム未満で
２オームの低さになることもある電源インピーダンスまたは負荷インピーダンスから、ア
ンテナの使用対象である通常５０オームの終端器を有する高周波機器にアンテナを接続し
た際に同軸線路の遠端において表される、電源インピーダンスすなわち負荷インピーダン
スへの、変換を行うことができる。
【００１５】
　積層基板と同軸線路との組み合わせは、アンテナの製造時に１つのユニットとしてコア
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の遠位面からアンテナコアの中の通路にスライド式に挿入される、単一の給電構造を構成
してよい。基板とコアの遠位面との突き合わせは、給電構造を軸方向で位置決めするため
に使用されてよい。給電構造部品をコアの全表面上の金属化導体素子にワンショットでリ
フローはんだ付けすることを可能にするため、基板とコアとの間には、接続形成のために
はんだペーストがスクリーン印刷され、そして、コアの近位面から露出した部分の同軸線
路の周囲には、はんだプリフォームが使用される。
【００１６】
　積層基板と同軸線路との間の機械的接続は、同軸線路のシールド導体上にある１つまた
は２つ以上の長手方向に伸びる出っ張りによってなされてよい。これらの出っ張りは、対
応して基板内に形成された凹所内または孔内に位置しており、その位置で、基板上の導電
層部分にはんだ付けされてよい。出っ張りは、孔内または凹所内に締り嵌めされるか、ま
たは基板をシールドに固定するべく屈曲されるかしてよい。あるいは、シールドの遠端は
、外向きにかしめられてもよく、そうすることによって、通路の遠端に隣接するコア上の
遠位向きの表面に相対して位置づけると共に、基板の近位面上の導電層部分との間に突き
合わせ電気接続を提供することができる。
【００１７】
　本発明の特定の態様にしたがって、２００ＭＨｚを超える周波数で動作するための誘電
体装荷アンテナが提供される。このアンテナは、横断方向に広がる端面および該端面間で
長手方向に広がる側面を有する、５より大きい相対誘電率の、固体材料の電気絶縁性コア
と、該コアの側面の上にまたは側面に隣接するように設けられ一方の端面からもう一方の
端面へと伸びる少なくとも１対の細長い導電性アンテナ素子を含む、３次元のアンテナ素
子構造と、アンテナ素子対の一方のアンテナ素子およびもう一方のアンテナ素子にそれぞ
れ結合された第１および第２の給電接続導体を含む、給電接続と、アンテナ素子対のアン
テナ素子間に結合された分路キャパシタンスを含む、整合部位と、を含む。
【００１８】
　この好ましいアンテナでは、コアは、円筒状であり、上記アンテナ素子対のアンテナ素
子は、上記一方の端面から円筒状の側面の上でそれぞれ伸びる導電性の螺旋軌道を含み、
アンテナ素子構造は、上記のコアの一方の端面から離れた位置にあるアンテナ素子の端を
相互に接続する、コアを取り巻くリンク導体を含む。給電接続および整合部位は、給電線
構造の一部を構成してよく、該給電線構造は、給電接続内で終結する伝送線路部位も含ん
でいる。この好ましいアンテナは、伝送線路部位において５０オームの特性インピーダン
スを有するが、一般に、特性インピーダンスは、アンテナを使用する対象機器に応じて選
択される。
【００１９】
　本発明のもう１つの態様にしたがって、２００ＭＨｚを超える周波数で動作するための
バックファイヤ型誘電体装荷アンテナが提供される。このアンテナは、軸方向を向いた近
位面および遠位面と、円筒状の側面とを有する、５より大きい相対誘電率の固体材料の、
円筒状の電気的絶縁性コアと、該コアの側面の上にまたは側面に隣接するように設けられ
コアの遠位面から近位面の方向へとそれぞれ伸びる少なくとも１対の細長い導電性アンテ
ナ素子を含む、３次元のアンテナ素子構造と、上記アンテナ素子対の一方のアンテナ素子
に結合された第１の導体および上記アンテナ素子対のもう一方のアンテナ素子に結合され
た第２の導体を一端に有する、伝送線路部位と、該伝送線路部位の上記の一端に関連付け
られた、少なくとも１つのリアクタンス整合素子を含む積層基板の形態をとる、整合部位
と、の組み合わせを含む、給電構造と、を含む。
【００２０】
　少なくとも１つのリアクタンス整合素子を含む積層基板の場合、この素子は、基板の少
なくとも１枚の導電層によって形成されてよい。あるいは、この素子は、基板の導電領域
上に取り付けられた集中型のリアクタンス整合部品として形成されてよい。
【００２１】
　リアクタンス素子は、上記アンテナ素子対のアンテナ素子間に接続された分路リアクタ
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ンスであってよい。また、整合部位は、分路リアクタンスといずれか１つのアンテナ素子
との間、または伝送線路部位の各導体との間に接続されるリアクタンスを含む、第２のリ
アクタンス素子を含んでもよい。
【００２２】
　好ましいアンテナは、長手方向に同一の広がりを持つ半回転の４つのヘリカルアンテナ
素子を有するクアドリフィラー型ヘリカルアンテナである。これらのヘリカルアンテナ素
子は、それぞれの遠端を、コアの遠端においてコアの上面の外周に相隔てて配される。好
ましい実施形態では、コアの遠位面上に、４つの放射状の軌道がめっきされ、２つを１対
として相互に接続される。伝送線路導体を放射状の軌道に相互に接続する積層基板の導電
層は、基板のめっき辺縁を介してであれ、または基板を貫通するビアによってであれ、放
射状の軌道との接続を定めることができ、これらの接続は、相まって、コアの軸を中心に
した少なくとも４５度の角度に対向する。通常、対向角度は、およそ９０度である。電流
の流れの滑らかな移行を実現するため、これらの導電層は、扇形であることが好ましい（
最も好ましい実施形態ではセクタ形である）。
【００２３】
　アンテナを組み立てる１つの好ましい方法では、給電構造は、コアに対する１つのユニ
ットとして表され、コアの中の通路に挿入される。この挿入は、同軸線路の軸を中心に横
方向に伸びる基板上の接続部材を、コア上の導電性部分に係合させ、その後、これらの横
方向に伸びる接続部材は、係合先のコア上の上記または各導電性部分に導電的に接合され
る。導電的な接合は、好ましくは、単一のはんだ付け工程として実施される。方法は、コ
アの近位面でバランスリーブの一部を形成する例えばめっき層などの接地導体に、シール
ド導体を導電的に接合する、更なるステップを、好ましくは上記の単一のはんだ付け工程
の一部として含む。あるいは、先ず、コア内の所定の位置まで同軸線路が挿入され、次に
、コアの遠端および同軸線路の遠端を覆うようにプリント回路基板が配置される。次いで
、同軸線路とコアとの間および／または同軸線路と基板との間、ならびに基板とコアとの
間の導電的な接合が、単一の工程で実施されてよい。
【００２４】
　給電構造は、シールド導体の外壁を通路の壁から隔てるための手段を含んでよい。
【００２５】
　内部導体およびシールド導体は、それらの長さの大半に及ぶエアギャップによって、互
いに絶縁されてよい。
【００２６】
　本発明の更にもう１つ態様にしたがって、誘電体装荷アンテナの絶縁性コアの中の通路
内に滑り装着するための単一のアンテナ給電構造が提供される。該給電構造は、管状の外
部シールド導体と、シールド導体を通って伸びる、シールド導体から絶縁された細長い内
部導体と、シールド導体の遠端から外向きに横方向に広がる積層基板と、の単一の組み合
わせを含み、積層基板は、通路の端に隣接するアンテナコア上の第１および第２の導体と
の接続のための第１および第２の近位向きの導電性部分を有する近位面であって、第１の
近位向きの導電性部分と外部シールド導体とは、電気的に接続される、近位面と、内部導
体に隣接する第１の非近位の導電性部分を有し、内部導体に電気的に接続されている、非
近位の面または層と、第１の非近位の導電性部分と第２の近位向きの導電性部分とを電気
的に接続するリンク導体と、を含む。
【００２７】
　本発明の更にもう１つの態様にしたがって、誘電体装荷アンテナの絶縁性コアの中の通
路内に滑り装着するための単一のアンテナ給電構造が提供される。該給電構造は、コアの
通路内に挿入するための一定の長さの伝送線路と、該伝送線路の遠端から外向きに広がる
積層基板と、の単一の組み合わせを含み、積層基板は、通路の一端に隣接するアンテナコ
ア上の導体との接続のための近位向きの導電性部分を有する近位面であって、近位向きの
導電性表面は、伝送線路の導体に電気的に結合されている、近位面を含む。
【００２８】
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　本発明は、また、誘電体装荷アンテナのための給電構造であって、一定の長さの伝送線
路と、該伝送線路の遠端から外向きに広がる積層基板と、の組み合わせを含む、給電構造
を含む。積層基板は、伝送線路を収容するための通路の一端に隣接する、アンテナの誘電
体コア上の導体との接続のための、近位向きの導電性表面部分を有する近位面を含み、近
位向きの導電性表面部分は、伝送線路の導体に電気的に結合されている。積層基板は、近
位向きの導電性部分に電気的に接続された非近位向きの導電性部分を含むことが好ましく
、近位向きおよび非近位向きの導電性部分は、基板の辺縁に隣接するリンク導体によって
接続される。リンク導体は、近位向きの導電性部分の少なくとも一部を形成してよい。ま
た、リンク導体は、積層基板の辺縁を覆ってよい。
【００２９】
　通常、積層基板は、伝送線路から少なくとも２つの方向に外向きに広がっており、通路
の一端に隣接するアンテナコア上の第２の導体との接続のための第２の近位向きの導電性
部分を有している。この近位向きの導電性表面部分は、伝送線路の第２の導体と電気的に
通じている。
【００３０】
　積層基板は、伝送線路をアンテナの放射構造に整合させるためのリアクタンス素子を有
する。リアクタンス素子は、基板の２枚の導電層間に形成された、これらの層間に誘電層
を有するコンデンサであることが好ましい。リアクタンス素子は、基板の１枚の層の上に
形成されたインダクタであってもよい。
【００３１】
　積層基板は、積層基板の遠位面と近位面との間に広がるリンク導体を含んでよい。該リ
ンク導体は、基板の辺縁を覆ってよい。好ましくは、リンク導体は、積層基板に接続する
位置における伝送線路の内部導体の直径より大きい幅を有し、関連の導電性部分は、内部
導体からリンク導体へと外向きに扇状に広がる。
【００３２】
　次に、図面を参照にして、実施例の形で本発明が説明される。
【００３３】
　本発明にしたがった第１のアンテナは、円筒状のセラミックコア１２の円筒状の外表面
上にめっきされた、または他の方法で金属化された、軸方向に同一の広がりを持つ４つの
螺旋軌道１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄを伴うアンテナ素子構造を有する。
【００３４】
　コアは、コア１２の中を遠端面１２Ｄから近端面１２Ｐへと通る穴１２Ｂの形態をとる
軸路を有する。これらの両端面は、コアの中心軸に垂直な平面である。これらは、本実施
形態では、一方が遠位側を向き、もう一方が近位側を向いているという意味で、反対向き
である。穴１２Ｂに収容されるのは、管状の導電性外部シールド１６と、第１の筒状のエ
アギャップまたは絶縁層１７と、エアギャップ１７によってシールドから絶縁された細長
い内部導体１８とを有する同軸伝送線路である。シールド１６は、シールドを穴１２Ｂの
壁から隔てる、一体的に形成された外向きに突出するバネ突起１６Ｔまたはスペーサを有
する。シールド１６と穴の壁との間には、第２の筒状のエアギャップが存在する。
【００３５】
　給電線の下側の近端では、絶縁性ブッシュ１８Ｂにより、シールド１６の中の中央に内
部導体１８が位置している。
【００３６】
　シールド１６と、内部導体１８と、絶縁層１７との組み合わせは、アンテナ素子１０Ａ
～１０Ｄの遠端をアンテナの接続先の機器の高周波（ＲＦ）回路構成に接続するためにア
ンテナコア１２内を通る所定の特性インピーダンス（ここでは５０オーム）の給電線を構
成する。アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄと給電線との間の接続は、螺旋軌道１０Ａ～１０Ｄ
に関連付けられた導電性の接続部分を介してなされる。これらの接続部分は、コア１２の
遠端面１２Ｄにめっきされた放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲ，１０ＣＲ，１０ＤＲとし
て形成され、各接続部分は、対応する螺旋軌道の遠端から穴１２Ｂの端に隣接する位置ま
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で達している。内部導体１８は、機器の回路構成との接続のためにコア１２の近位面１２
Ｐからピンの形で突出する近位部分１８Ｐを有する。同様に、シールド１６の近端上の一
体型の出っ張り１６Ｆも、機器の回路構成の接地との接続のために、コアの近位面１２Ｐ
を超えて突出している。
【００３７】
　アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄの近端は、コア１２の近端部分を取り囲むめっきスリーブ
の形態をとる共通の仮想接地導体２０に接続される。そして、このスリーブ２０は、後述
される方式で、給電構造のシールド１６に接続される。
【００３８】
　スリーブ２０の縁２０Ｕは、コアの近端面１２Ｐからの距離が様々である。その結果、
４つのヘリカルアンテナ素子１０Ａ～１０Ｄは、異なる長さを有し、そのうち２つの素子
１０Ｂ，１０Ｄが、他の２つの素子１０Ａ，１０Ｃより長い。アンテナ素子１０Ａ，１０
Ｃがスリーブ２０に接続される位置の縁２０Ｕは、アンテナ素子１０Ｂ，１０Ｄがスリー
ブ２０に接続される位置の縁２０Ｕと比べ、近位面１２Ｐからの距離が少し遠い。
【００３９】
　コアの近端面１２Ｐは、めっきされ、このように形成された導体２２は、後述されるよ
うに、近端面１２Ｐにおいて、シールド導体１６の露出部分１６Ｅに接続される。導体ス
リーブ２０、めっき２２、および給電構造の外部シールド１６は、相まって、アンテナ素
子構造と、装着時におけるアンテナ接続先の機器と、の間にコモンモードアイソレーショ
ンを提供する４分の１波長のバランを形成する。アンテナ素子によって形成される金属化
導体素子、およびコア上のその他の金属化層は、コアに占有される内部体積を定める。
【００４０】
　アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄの長さの相違は、円偏光信号を感受する共振モードでアン
テナが動作する際に、長い素子１０Ｂ，１０Ｄを流れる電流と、短い素子１０Ａ，１０Ｃ
を流れる電流と、の間にそれぞれ位相差を生じさせる。このモードでは、電流は、内部給
電導体１８に接続された一方の素子１０Ｃ，１０Ｄと、シールド１６に接続されたもう一
方の素子１０Ａ，１０Ｂと、の間で縁２０Ｕの周りを流れる。このとき、スリーブ２０お
よびめっき２２は、コアの近端面１２Ｐにおいて、アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄからシー
ルド導体１６への電流の流れを阻止するトラップとして機能する。なお、螺旋軌道１０Ａ
～１０Ｄは、放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲの内端間および放射状の軌道１０ＣＲ，１
０ＤＲの内端間を一部環状の軌道１０ＡＢ，１０ＣＤによってそれぞれ相互に接続されて
対をなすので、螺旋軌道の各対は、１つの長い軌道１０Ｂ，１０Ｄと１つの短い軌道１０
Ａ，１０Ｃとを有する。バラムスリーブを有するクアドリフィラー型誘電体装荷アンテナ
の動作は、英国特許出願２２９２６３８Ａおよび２３１０５４３Ａに、より詳細に記載さ
れており、これらの文献は、出願時の本出願の内容の一部を構成するべくそれらの全体を
本出願に組み込まれるものとする。
【００４１】
　給電構造は、アンテナ素子構造との間で単に信号の送受信を行う以外に、他の機能も実
施する。先ず、前述のように、シールド導体１６は、スリーブ２０と相まって機能するこ
とによって、給電構造とアンテナ素子構造との間の接続点においてコモンモードアイソレ
ーションを提供する。（ａ）コアの近端面１２Ｐ上におけるめっき２２との接続点と、（
ｂ）アンテナ素子の接続部分１０ＡＲ，１０ＢＲとの接続点と、の間のシールド導体の長
さは、穴１２Ｂの寸法、およびシールド１６と穴の壁との間の空間を満たす材料の誘電率
と共に、シールド１６のその外表面上の電気的長さが、少なくともおおよそにおいて、ア
ンテナの所要共振モードの周波数で波長の４分の１であるように設計されるので、導体ス
リーブ２０と、めっき２２と、シールド１６との組み合わせは、給電構造とアンテナ素子
構造との接続点において平衡電流を促進する。
【００４２】
　給電構造のシールド１６を、エアギャップが取り囲む。コア１２の誘電率より低い誘電
率のこのエアスリーブは、コア１２がシールド１６の電気的長さに、ひいてはシールド１
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６の外側に関連したあらゆる縦共振に及ぼす効果を減殺する。所要の動作周波数に関連し
た共振モードは、円筒状のコアの軸から直径方向に、すなわち横断方向に伸びる電圧双極
子によって特徴付けられるので、低誘電率のスリーブが所要の共振モードに及ぼす効果は
、少なくともこの好ましい実施形態ではスリーブの厚さがコアのそれと比べて大幅に小さ
いゆえに、比較的小さくなる。したがって、シールド１６に関連した線形の共振モードを
、所望の共振モードから切り離すことが可能である。
【００４３】
　アンテナは、５００ＭＨｚまたは５００ＭＨｚを超える主要共振周波数を有する。この
共振周波数は、アンテナ素子の有効電気的長さによって決定され、程度は少ないものの、
アンテナ素子の幅によっても決定される。所定の共振周波数において、アンテナ素子の長
さは、コア材料の相対誘電率にも依存する。空心のクアドリフィラー型アンテナの場合、
アンテナの寸法は、大幅に低減される。
【００４４】
　アンテナコア１２として好ましい材料の１つは、ジルコニウム・スズ・チタン酸塩をベ
ースにした材料である。この材料は、上記の相対誘電率３６を有し、温度変動に対して寸
法的安定性および電気的安定性を有するものとしても知られている。誘電損失は、無視で
きる。コアは、押し出し成形、加圧成形、または焼結によって作成されてよい。
【００４５】
　アンテナは、１５７５ＭＨｚでのＬバンドＧＰＳ受信にとりわけ適している。この場合
、コア１２は、約１０ｍｍの直径を有し、長手方向に伸びるアンテナ素子１０Ａ～１０Ｄ
は、約１２ｍｍの平均長手長さ（すなわち、中心軸に平行な長さ）を有する。１５７５Ｍ
Ｈｚにおいて、導電性スリーブ２０の長さは、通常およそ５ｍｍである。アンテナ素子１
０Ａ～１０Ｄの正確な寸法は、設計段階において、所要の位相差を得られるまで固有遅延
測定に取り組むことによって、試行錯誤を経て決定することができる。穴１２Ｂの中の給
電構造の直径は、およそ２ｍｍである。
【００４６】
　次に、給電構造の更なる詳細が説明される。給電構造は、５０オームの同軸線路１６，
１７，１８と、該線路の遠端に接続された平面状の積層基板３０と、の組み合わせを含む
。積層基板、すなわちプリント回路基板（ＰＣＢ）３０は、コア１２の遠端面にぴたりと
対面接触している。ＰＣＢ３０の最大寸法は、コア１２の直径より小さいので、ＰＣＢ３
０は、完全に、コア１２の遠端面１２Ｄの外周内である。
【００４７】
　この実施形態では、ＰＣＢ３０は、コアの遠位面１２Ｄ上に中央合わせされた円盤の形
態をとる。この直径は、円盤が放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲ，１０ＣＲ，１０ＤＲの
内端および対応するそれぞれの一部環状の相互接続１０ＡＢ，１０ＣＤの上を覆うように
選択される。ＰＣＢは、同軸給電構造の内部導体１８を収容するほぼ中心の孔３２を有す
る。中心から外れた３つの偏心孔３４は、シールド１６の遠位出っ張り１６Ｇを収容する
。出っ張り１６Ｇは、同軸給電構造に対するＰＣＢ３０の位置決めを補助するために、屈
曲される、すなわち「ジョグされる（急な角度で方向転換される）」。４つの孔３２は、
全て、内側をめっきされている。また、ＰＣＢ３０の外周部分３０Ｐは、めっきされ、こ
れらのめっきは、基板の近位面上および遠位面上まで達している。
【００４８】
　ＰＣＢ３０は、複数の絶縁層および複数の導電層を有するので、複数層からなる積層基
板である。この実施形態では、基板は、遠位層３６および近位層３８を含む２枚の絶縁層
を有する。導体層には、遠位層４０、中間層４２、および近位層４４の３枚がある。中間
の導体層４２は、図６に示されるように、遠位絶縁層３６と近位絶縁層３８との間に挟ま
れる。各導体層は、図７Ａ～７Ｃに示されるように、それぞれの導体パターンをエッチン
グされている。異なる層内のそれぞれの導体は、導体パターンがＰＣＢ３０の外周部分３
０Ｐおよびめっきされた貫通孔３２，３４（以下では「ビア」と称される）に達したとこ
ろでそれぞれ辺縁めっきおよびビアめっきによって相互に接続される。導体層４０，４２
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，４４の導体パターンを示した図からわかるように、中間層４２は、（ビア３２内に着座
した際の）内部導体１８との接続から放射状のアンテナ素子接続部分１０ＡＲ，１０ＢＲ
の方向へと放射状に広がる扇形、またはセクタ形の第１の導体領域４２Ｃを有する。この
導電領域４２Ｃの真下で、近位導体層４４は、放射状の接続素子１０ＡＲ，１０ＢＲを相
互に接続する一部環状の軌道１０ＡＢの上を覆って（めっきビア３４内に着座した際の）
給電線のシールド１６との接続から基板の外周３０Ｐへと広がる略セクタ形の領域４４Ｃ
を有する。こうして、給電線の内部導体１８とシールド１６との間に分路コンデンサが形
成される。このとき、近位絶縁層３８の材料は、キャパシタ誘電体として機能する。この
材料は、通常、５を上回る誘電率を有する。
【００４９】
　中間導体層４２の導体パターンは、一部環状の軌道１０ＣＤおよび放射状の接続素子１
０ＣＲ，１０ＤＲの内端の上を覆うように給電線の内部導体１８との接続点から第２のめ
っき外周３０Ｐへと広がる第２の導体領域４２Ｌを有する。この下にくる対応する導電領
域は、導体層４４内には存在しない。中心孔３２とめっき外周部分４０Ｐとの間の、放射
状の接続軌道１０ＣＲ，１０ＤＲの上を覆う導電性領域４２Ｌは、給電線の内部導体１８
とヘリカルアンテナ素子１０Ｃ，１０Ｄ対の１つのアンテナ素子との間で直列インダクタ
ンスとして機能する。
【００５０】
　上述のように、ＰＣＢ３０の近位面を、相互接続素子１０ＡＢ，１０ＣＤを覆うように
コアの遠位面１２Ｄに接触させて、ＰＣＢ３０と細長い給電線１６～１８との組み合わせ
をコア１２に取り付けると、外周部分３０Ｐと、その下にあるコア遠位面上の軌道との間
に接続がなされ、図に概略を示されるように、整合回路が形成される。
【００５１】
　この概略図では、給電線は同軸線路５０として示され、アンテナ素子は導電性ループ５
２として示され、分路コンデンサおよび直列インダクタはそれぞれコンデンサＣおよびイ
ンダクタＬとして示される。
【００５２】
　ＰＣＢ３０の近位絶縁層は、およそ１０の相対誘電率を層３８で得るため、セラミック
を装填されたプラスチック材料で形成される。遠位絶縁層３６は、同じ材料、または例え
ばＦＲ－４エポキシ基板など、より低い誘電率を有する材料で作成することができる。近
位層３８の厚さは、遠位層３６のそれより大幅に小さい。実際、遠位層３６は、近位層３
８の支えとして機能してよい。
【００５３】
　給電線１６～１８と、ＰＣＢ３０と、コアの近位面１２Ｐ上の導電性軌道との間の接続
は、はんだ付けによって、または導電性の糊を使用した接合によってなされる。給電線１
６～１８およびＰＣＢ３０は、内部導体１８の遠端がＰＣＢ３０のビア３２内にはんだ付
けされ、シールドの出っ張り１６Ｇがそれぞれの偏心ビア３４内にはんだ付けされたとき
に、相まって、単一の給電構造を形成する。給電線１６～１８およびＰＣＢ３０は、相ま
って、整合回路網を一体化された単一の給電構造を形成する。
【００５４】
　分路キャパシタンスＣおよび直列インダクタンスＬは、（給電線１６～１８の遠端の）
同軸線路５０と、アンテナの放射状のアンテナ素子構造と、の間に整合回路網を形成する
。分路キャパシタンスおよび直列インダクタンスは、相まって、シールド１６、エアギャ
ップ１７、および内部導体１８として物理的に具体化された同軸線路の遠端（すなわち、
シールド１６、エアギャップ１７、および内部導体１８によって形成された線路の遠端）
を５０オームの終端器を有する高周波回路構成に接続された際にその同軸線路によって表
されるインピーダンスを、１つまたは２つ上の動作周波数におけるアンテナ素子構造のイ
ンピーダンスに整合させる。
【００５５】
　前述のとおり、給電構造は、アンテナコア１２に挿入される前に、積層基板３０を同軸
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線路１６～１８に固定して１つのユニットに組み立てされる。給電構造を、基板３０を一
体化部分として含む１つの部品として形成すれば、（ｉ）穴１２Ｂの中に単一の給電構造
を滑り込ませる、および（ii）シールド１６の露出近端部分の周囲に導電性のフェルール
または座金２１を嵌め込む２つの動作で、給電構造の導入を実施することができるので、
アンテナの組み立て費用を大幅に削減することができる。フェルールは、シールド部品１
６への押し込み嵌めであるか、またはシールド部品１６に圧着されてよい。給電構造をコ
アに挿入するのに先立って、コア１２の遠端面１２Ｄ上およびめっき２２上の、穴１２Ｂ
の各端に直接隣接するアンテナ素子構造の接続部分に、はんだペーストを塗布することが
好ましい。したがって、上記の工程（ｉ）および（ii）の完了後、組み立て品は、はんだ
リフロー炉に通すことができる、または１つのはんだ付け工程としてのレーザはんだ付け
、誘導性のはんだ付け、もしくはホットエアはんだ付け等の代替のはんだ付けプロセスを
施すことができる。
【００５６】
　シールド１６の露出近端部分への嵌め込み用のものとして言及された座金２１は、アン
テナの接続先の構造に応じて様々な形態をとってよい。具体的に言うと、座金の形状およ
び寸法は、アンテナに接続される機器の接地導体が、標準的な同軸コネクタキット、プリ
ント回路基板層、または導電性平面等のいずれの一部を含むかによらず、それらの導体と
結合するように変更される。
【００５７】
　給電線のシールド上の突起１６Ｔは、組み立ての際に給電線および積層基板３０をコア
１２の中心に寄せるのにも役立つ。（ａ）積層基板３０の外周上および近位面上の導体と
、（ｂ）コアの遠位面１２Ｄ上の金属化導体と、の間に形成されるはんだブリッジ、並び
にこれらの導体自体の形状は、基板がコア上で正しく指向している際、リフローはんだ付
けの最中に、平衡な回転メニスカス力を提供するように構成される。
【００５８】
　図９および図１０に示されるように、本発明にしたがった第２の誘電体装荷アンテナは
、円筒状のセラミックコア１２の円筒状の外表面上にめっきされた、軸方向に同一の広が
りを持つ４つの螺旋軌道１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄを伴うアンテナ素子構造を有す
る。
【００５９】
　コアは、コア１２の中を遠端面１２Ｄから近端面１２Ｐへと通る穴１２Ｂの形態をとる
軸路を有する。これらの両端面は、コアの中心軸に垂直な平面である。穴１２Ｂに収容さ
れるのは、管状の導電性外部シールド１６と、絶縁層１７と、絶縁層１７によってシール
ドから絶縁された細長い内部導体１８とを有する同軸伝送線路である。シールド１６は、
間に位置するシールド部分より直径の大きい２つの端を有する。より小さい直径を有する
シールド１６部分と穴の壁との間には、エアギャップ１９が存在する。
【００６０】
　シールド１６と、内部導体１８と、絶縁層１７との組み合わせは、アンテナ素子１０Ａ
～１０Ｄの遠端をアンテナの接続先の機器の高周波（ＲＦ）回路構成に接続するためにア
ンテナコア１２内を通る所定の特性インピーダンス（ここでは５０オーム）の給電線を構
成する。アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄと給電線との間の接続は、螺旋軌道１０Ａ～１０Ｄ
に関連付けられた導電性の接続部分を介してなされる。これらの接続部分は、コア１２の
遠端面１２Ｄにめっきされた放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲ，１０ＣＲ，１０ＤＲとし
て形成され、各接続部分は、対応する螺旋状軌道の遠端から穴１２Ｂの端に隣接する位置
まで達している。
【００６１】
　アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄの他端は、コア１２の近端部分を取り囲むめっきスリーブ
の形態をとる共通の仮想接地導体２０に接続される。そして、このスリーブ２０は、後述
される方式で、給電構造のシールド１６に接続される。
【００６２】
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　スリーブ２０の縁２０Ｕは、コアの近端面１２Ｐからの距離が様々である。その結果、
４つのヘリカルアンテナ素子１０Ａ～１０Ｄは、異なる長さを有し、そのうち２つの素子
１０Ｂ，１０Ｄが、他の２つの素子１０Ａ，１０Ｃより長い。アンテナ素子１０Ａ，１０
Ｃがスリーブ２０に接続される位置の縁２０Ｕは、アンテナ素子１０Ｂ，１０Ｄがスリー
ブ２０に接続される位置の縁２０Ｕと比べ、近位面１２Ｐからの距離が少し遠い。
【００６３】
　コアの近端面１２Ｐは、めっきされ、このように形成された導体２２は、後述されるよ
うに、近端面１２Ｐにおいて、シールド導体１６の露出部分１６Ｅに接続される。導体ス
リーブ２０、めっき２２、および給電構造の外部シールド１６は、相まって、アンテナ素
子構造と、装着時におけるアンテナ接続先の機器と、の間にコモンモードアイソレーショ
ンを提供するバランを形成する。
【００６４】
　アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄの長さの相違は、円偏光信号を感受する共振モードでアン
テナが動作する際に、長い素子１０Ｂ，１０Ｄを流れる電流と短い素子１０Ａ，１０Ｃを
流れる電流との間にそれぞれ位相差を生じさせる。このモードでは、電流は、内部給電導
体１８に接続された一方の素子１０Ｃ，１０Ｄとシールド１６に接続されたもう一方の素
子１０Ａ，１０Ｂと、の間で縁２０Ｕの周りを流れる。このとき、スリーブ２０およびめ
っき２２は、コアの近端面１２Ｐにおいて、アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄからシールド導
体１６への電流の流れを阻止するトラップとして機能する。
【００６５】
　給電構造は、アンテナ素子構造との間で単に信号の送受信を行う以外に、他の機能も実
施する。先ず、前述のように、シールド導体１６は、スリーブ２０と相まって機能するこ
とによって、給電構造とアンテナ素子構造との間の接続点においてコモンモードアイソレ
ーションを提供する。コアの近端面１２Ｐ上におけるめっき２２との接続点と、アンテナ
素子の接続部分１０ＡＲ，１０ＢＲとの接続点と、の間におけるシールド導体の長さは、
穴１２Ｂの寸法、およびシールド１６と穴の壁との間の空間を満たす材料の誘電率と共に
、シールド１６の電気的長さが、少なくともおおよそにおいて、アンテナの所要共振モー
ドの周波数で波長の４分の１であるように設計されるので、導体スリーブ２０と、めっき
２２と、シールド１６との組み合わせは、給電構造とアンテナ素子構造との接続点におい
て平衡電流を促進する。
【００６６】
　通常、この実施形態では、絶縁層１７は、２～５の相対誘電率を有するプラスチック管
である。適切な材料の１つ、ＰＴＦＥは、２．２の相対誘電率を有する。
【００６７】
　給電構造のシールド１６を、エアギャップ１９が取り囲む。コア１２の誘電率より低誘
電率のこのスリーブは、コア１２がシールド１６の電気的長さに、ひいてはシールド１６
の外側に関連したあらゆる縦共振に及ぼす効果を減殺する。所要の動作周波数に関連した
共振モードは、円筒状のコアの軸から直径方向に、すなわち横断方向に伸びる電圧双極子
によって特徴付けられるので、絶縁性スリーブ１９が所要の共振モードに及ぼす効果は、
少なくともこの好ましい実施形態ではスリーブの厚さがコアのそれと比べて大幅に小さい
ゆえに、比較的小さくなる。したがって、シールド１６に関連した線形の共振モードを、
所望の共振モードから切り離すことが可能である。
【００６８】
　アンテナは、５００ＭＨｚまたは５００ＭＨｚを超える主要共振周波数を有する。この
共振周波数は、アンテナ素子の有効電気的長さによって決定され、程度は少ないものの、
アンテナ素子の幅によっても決定される。所定の共振周波数において、アンテナ素子の長
さは、コア材料の相対誘電率にも依存する。空心のクアドリフィラー型アンテナの場合、
アンテナの寸法は、大幅に低減される。
【００６９】
　アンテナコア１２として好ましい材料の１つは、ジルコニウム・スズ・チタン酸塩をベ
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ースにした材料である。この材料は、上記の相対誘電率３６を有し、温度変動に対して寸
法的安定性および電気的安定性を有するものとしても知られている。誘電損失は、無視で
きる。コアは、押し出し成形または加圧成形によって作成されてよい。
【００７０】
　上述された第１のアンテナの場合と同様に、このアンテナは、１５７５ＭＨｚでのＬバ
ンドＧＰＳ受信にとりわけ適している。コア１２は、約１０ｍｍの直径を有し、長手方向
に伸びるアンテナ素子１０Ａ～１０Ｄは、約１２ｍｍの平均長手長さ（すなわち、中心軸
に平行な長さ）を有する。１５７５ＭＨｚにおいて、導電性スリーブ２０の長さは、通常
およそ５ｍｍである。アンテナ素子１０Ａ～１０Ｄの正確な寸法は、設計段階において、
所要の位相差を得られるまで固有遅延測定に取り組むことによって、試行錯誤を経て決定
することができる。給電構造の直径は、およそ２ｍｍである。
【００７１】
　次に、給電構造の更なる詳細が説明される。図９，１０，１１Ａ，１１Ｂに示されるよ
うに、給電構造は、５０オームの同軸線路１６，１７，１８と、該線路の遠端に接続され
た平面状の積層基板３０と、の組み合わせを含む。積層基板、すなわちプリント回路基板
（ＰＣＢ）３０は、コア１２の遠端面にぴたりと対面接触している。ＰＣＢ３０の最大寸
法は、コア１２の直径より小さいので、ＰＣＢ３０は、完全に、コア１２の遠端面１２Ｄ
の外周内である。
【００７２】
　ＰＣ３０は、横方向に伸びる２対の相対するアーム３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，３０Ｄを
有する十字型である。アーム３０Ａ，３０Ｂは、アーム３０Ｃ，３０Ｄより短い。とりわ
け図１１Ａに示されるように、ＰＣＢ３０のアーム３０Ａは、コア１２の放射状の軌道１
０ＡＲ，１０ＢＲの上を覆っている。ＰＣＢ３０のアーム３０Ｂは、コア１２の放射状の
軌道１０ＣＲ，１０ＤＲの上を覆っている。ＰＣＢは、同軸給電構造の内部導体１８を収
容する中心孔３２を有する。
【００７３】
　インダクタンスを形成する銅軌道５２ＴＲが、孔３２からアーム３０Ｂ内へと伸びてい
る。軌道３２ＴＲは、同軸給電構造の内部部品１８にはんだ付けされる。軌道５２ＴＲは
、分岐して、３０Ｂの縁へと達する２本の垂直軌道を形成する。これらの垂直軌道は、３
０Ｂの縁に達したところでめっきビア３０Ｖに接続する。めっきビア３０Ｖは、下向きに
伸びてＰＣＢ３０の裏面に達する。図１１Ｂに示されるように、ビア３０Ｖは、ＰＣＢ３
０の裏面上の銅パッド３０ＢＰに接続する。パッド３０ＢＰは、放射状の軌道３０ＣＲ，
３０ＤＲに隣接し、それらにはんだ付けされる。第２の軌道５２ＣＲは、アーム３０Ａ内
の更に奥へと達し、そこで円形パッド５２Ｃを形成する。
【００７４】
　ＰＣＢ３０は、中心孔３２を挟んでアーム３０Ｃ，３０Ｄの方向の両側にそれぞれ位置
する２つの追加の孔３４を有する。これらの孔は、同軸線路のシールド１６の一部を形成
してシールド本体から伸びる２つの出っ張り１６Ｌを収容するように構成される。孔３４
は、ＰＣＢ３０の上面上および下面上の環状の銅パッド３４Ｐによって取り囲まれる。出
っ張り１６Ｌは、パッド３４Ｐにはんだ付けされる。ＰＣＢ３０の下面上のパッド３４Ｐ
は、ＰＣＢ３０のアーム３０Ａの裏面を覆う銅接地平面５９に接続される。銅接地平面５
９は、放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲにはんだ付けされる。
【００７５】
　ＰＣＢにある円形パッド５２Ｃおよび銅接地平面５９は、分路パッドコンデンサを形成
する。内部導体１８と放射状の軌道１０ＡＲ，１０ＢＲとの間の軌道５２ＴＲは、直列イ
ンダクタンスとしてふるまう。分路キャパシタンスおよび直列インダクタンスは、同軸線
路１６～１８と、放射状に広がるアンテナのアンテナ素子構造と、の間に整合回路網を形
成する。分路コンデンサおよび直列インダクタンスは、相まって、（アンテナとの接続点
に５０オームの終端器を有する高周波回路構成に接続された際に）同軸線路１６，１７，
１８の遠端によって表されるインピーダンスを、１つまたは２つ以上の動作周波数におけ
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るアンテナ素子構造のインピーダンスに整合させる。
【００７６】
　次に、図１２Ａ，１２Ｂに示されるように、第２のアンテナの１つの変形形態において
、整合回路網の分路キャパシタンスは、ＰＣＢ３０の頂面上の相互に噛み合わされた形の
金属化軌道のような、相互噛み合い式のコンデンサの形態をとる。ＰＣＢ３０の裏面上の
銅接地平面５９からＰＣＢ３０の頂面へは、２つのビア６１が伸びている。ビアは、アー
ム３０Ａの長手方向に伸びる５本のフィンガ、すなわち指を定める銅皮膜６３に接続する
。内部導体１８とアンテナ素子１０Ｃ，１０Ｄとを相互に接続する軌道は、２本の平行な
軌道６０ＴＲ，６２ＴＲに分岐し、分岐したこれらの軌道は、中心の導体１８との接続か
らコア上の放射状の軌道１０ＣＲ，１０ＤＲとの接続へと達する。逆方向を向いた軌道６
０ＣＲ，６２ＣＲは、内部導体１８を、軌道６０ＣＲ，６２ＣＲの延長部分６６と、相互
に噛み合わされた銅皮膜６３と、によって形成される２つの別々の相互噛み合い式のコン
デンサに接続する。各軌道６０ＴＲ，６２ＴＲは、レーザエッチングされた導電性の調整
領域６４を有すると共に、噛み合わされた形の皮膜６３との容量性の相互作用のための２
本の指６６を有する。調整領域６４は、基板の裏面上の接地導体との間の容量性の相互作
用によって、可調整式のコンデンサを形成する。
【００７７】
　給電構造は、アンテナコア１２に挿入される前に、積層基板３０を同軸線路１６～１８
に固定して１つのユニットに組み立てされる。給電構造を、基板３０を一体化部分として
含む１つの部品として形成すれば、（ｉ）穴１２Ｂの中に単一の給電構造を滑り込ませる
、および（ii）シールド１６の露出近端部分の周囲に導電性のフェルールまたは座金２１
を嵌め込む２つの動作で、給電構造の導入を実施することができるので、アンテナの組み
立て費用を大幅に削減することができる。フェルールは、シールド部品１６への押し込み
嵌めであるか、またはシールド部品１６に圧着されてよい。給電構造をコアに挿入するの
に先立って、コア１２の遠端面１２Ｄ上およびめっき２２上の、穴１２Ｂの各端に直接隣
接するアンテナ素子構造の接続部分に、はんだペーストを塗布することが好ましい。した
がって、上記の工程（ｉ）および（ii）の完了後、組み立て品は、はんだリフロー炉に通
すことができる、または１つのはんだ付け工程としてのレーザはんだ付けもしくはホット
エアはんだ付け等の代替のはんだ付けプロセスを施すことができる。
【００７８】
　シールド１６の露出近端部分への嵌め込み用のものとして言及された座金２１は、アン
テナの接続先の構造に応じて様々な形態をとってよい。具体的に言うと、座金の形状およ
び寸法は、アンテナに接続される機器の接地導体が、標準的な同軸コネクタキット、プリ
ント回路基板層、または導電性平面等のいずれの一部を含むかによらず、それらの導体と
結合するように変更される。
【００７９】
　基板３０の辺縁にある導体と、コアの遠位面１２Ｄ上の金属化導体と、の間に形成され
るはんだブリッジは、上述されたように、基板がコア上で正しく指向している際、リフロ
ーはんだ付けの最中に、平衡な回転メニスカス力を提供するように構成される。
【００８０】
　代替の１つの実施形態（不図示）では、同軸線路のシールド１６は、接続のための出っ
張りを有する代わりに、基板３０の裏面上の導体層部分に突き合わされる、口広げ加工を
施された、すなわちかしめ加工を施された遠端を有する。導電層は、加熱された際にかし
め端との間にはんだ接続を提供するはんだ皮膜を有する。かしめ端は、穴１２Ｂの遠端の
面取り外周（図４を参照せよ）上に着座することによって、コア１２内において同軸線路
１６～１８を軸方向で位置決めする。
【００８１】
　本発明のもう１つの実施形態が、図１３Ａ，１３Ｂに示されている。ＰＣＢ３０は、全
体形状は第１の実施形態のＰＣＢ３０と同じであるが、銅のパターン作成が変更されてお
り、分路キャパシタンスは、プリント回路パッドコンデンサまたは相互噛み合い式コンデ
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ンサではなくディスクリートチップコンデンサ７０によって提供される。更に、貫通孔３
２からアンテナコア１２上の放射状の軌道１０ＣＲ，１０ＤＲへと伸びてインダクタを形
成する軌道５２ＴＲは、より幅広であり、その半径方向の展開部分に沿って４つの開口を
定めている。軌道５２ＴＲの垂直方向の展開部分は、外向きに広がって、アーム３０Ｂの
３つの外側面に達する。トラック５２ＴＲのこの部分には、２つの孔７４がある。開口７
２，７４は、整合回路網の位置合わせのために、レーザエッチングまたはその他の手法で
拡大することができる。３つのめっきビア３０Ｖは、軌道５２ＴＲをコア２の遠端面１２
Ｄ上の放射状の軌道１０ＣＲ，１０ＤＲに接続する。
【００８２】
　軌道５２ＣＲは、ディスクリートコンデンサ７０内で終結し、ディスクリートコンデン
サ７０は、アーム３０Ａ上の銅層３３Ｌに接続される。銅層３３Ｌは、ここのアーム３０
Ａの裏面に、ビア３０Ｖによって接続される。
【００８３】
　アーム３０Ａの裏面は、銅層の皮膜を施され、この皮膜は、パッド３４Ｐに接続されて
、シールド１６に対する接地接続を形成する。導電性ループ３４Ｌは、中心孔３２を挟ん
で反対側にある２つのパッドを、アーム３０Ａの裏面上の導電性領域から接続する。
【００８４】
　アーム３０Ｂの裏面は、パッドを形成するためにやはり銅層の皮膜を施され、パッドは
、放射状の軌道１０ＣＲ，１０ＤＲにはんだ付けされる。この実施形態の層パターンは、
給電導体１８に流れ込む／給電導体１８から流れ出す電流の分布を促す。こうして、アン
テナの性能は、コア１２上におけるＰＣＢ３０の向きの変動に対してより耐性を持つよう
になる。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明にしたがった第１のクアドリフィラー型ヘリカルアンテナを上方の側方か
ら見た斜視図である。
【図２】第１のアンテナを下方の側方から見た斜視図である。
【図３】図１および図２のアンテナのめっきアンテナコアおよび同軸給電線の分解斜視図
である。
【図４】めっきアンテナコアの斜視図であり、上（遠位）面上の導体を示している。
【図５】同軸給電線および該給電線の軸に垂直な積層基板を含み、整合回路網を具体化し
た給電構造の断面図である。
【図６】図５の詳細な図であり、積層基板の多層構造を示している。
【図７Ａ】図５および図６に示された積層基板のそれぞれの導体層の導体パターンを示し
た図である。
【図７Ｂ】図５および図６に示された積層基板のそれぞれの導体層の導体パターンを示し
た図である。
【図７Ｃ】図５および図６に示された積層基板のそれぞれの導体層の導体パターンを示し
た図である。
【図８】等価の回路図である。
【図９】本発明にしたがった第２のクアドリフィラー型ヘリカルアンテナの斜視図である
。
【図１０】図９のアンテナを軸方向に切った断面図であり、整合部位を省略してある。
【図１１Ａ】第２のアンテナの整合部位をアンテナコアの上面から見た平面図でありる。
【図１１Ｂ】第２のアンテナの整合部位を裏面から見た図である。
【図１２Ａ】相互噛み合い式のコンデンサを含む代替の整合部位を、図１１Ａおよび図１
１Ｂと同様に、上および裏面からそれぞれ見た平面図である。
【図１２Ｂ】相互噛み合い式のコンデンサを含む代替の整合部位を、図１１Ａおよび図１
１Ｂと同様に、上および裏面からそれぞれ見た平面図である。
【図１３Ａ】集中型のコンデンサ部品を積層基板の表面に取り付けられた、第２のアンテ
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ナ用の代替の整合部位を、上および裏面からそれぞれ見た平面図である。
【図１３Ｂ】集中型のコンデンサ部品を積層基板の表面に取り付けられた、第２のアンテ
ナ用の代替の整合部位を、上および裏面からそれぞれ見た平面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】

【図１３Ａ】
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