
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性の第１フィーディングポート４３と、
　前記第１フィーディングポート４３との近接位置に 前記第１フィーディングポ
ート４３と電磁気的カップリングを形成する導電性の第２フィーディングポート４４と、
　前記第１フィーディングポート４３に連結される導電性の給電電極４５と、
　前記第２フィーディングポート４４に連結される導電性のループ形電極４６と、
　前記給電電極４５と電磁気的に連結される導電性の放射電極４７と、
　前記放射電極４７に連結される導電性の接地電極４８と、
　前記第１フィーディングポート４３との近接位置に接地され、前記接地電極４８及びル
ープ形電極４６に連結される導電性の接地電極ポート４９とを含み、
　前記ループ形電極４６は、前記第２フィーディングポート４４に連結する一端と、前記
接地電極ポート４９に連結する他端の間に所定長さのループ形状で形成されたことを特徴
とするデュアルフィーディングポートを有するマルチバンドチップアンテナ。
【請求項２】
　上面及び下面５２ａ、５２ｂと四つの側面５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆを有する素
体５１と、
　前記素体５１の下面に形成される導電性の第１フィーディングポート５３と、
　前記素体５１の下面に、前記第１フィーディングポート５３との近接位置に形成され前
記第１フィーディングポート５３との電磁気的カップリングを形成する導電性の第２フィ
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ーディングポート５４と、
　前記素体５１の一側面５２ｃに形成され、前記第１フィーディングポート５３に連結さ
れる導電性の給電電極５５と、
　前記素体５１の下面５２ｂに形成され、前記第２フィーディングポート５４に連結され
る導電性のループ形電極５６と、
　前記素体５１の上面５２ａに形成され、前記給電電極５５と電気的に連結される導電性
の放射電極５７と、
　前記素体５１の他側面５２ｅに形成され、前記放射電極５７に連結される導電性の接地
電極５８と、
　前記素体５１の下面５２ｂに、前記第１フィーディングポート５３との近接位置に接地
され、前記接地電極５８及びループ形電極５６に連結される導電性の接地電極ポート５９
を含み、
　前記ループ形電極５６は、前記第２フィーディングポート５４に連結する一端と、前記
接地電極ポート５９に連結する他端との間に所定長さのループ形状で形成されたことを特
徴とするデュアルフィーディングポートを有するマルチバンドチップアンテナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はデュアルフィーディングポートを有するマルチバンドチップアンテナ及びこれを
用いる移動通信装置に関するものとして、特にマルチバンド放射電極構造にデュアルフィ
ーディングポート (DUAL FEEDING PORT)を設けて多数の周波数帯域をカバーするよう具現
するマルチバンドチップアンテナ及びこれを用いる移動通信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、移動通信端末機は小型化、且つ軽量化されながら様々な機能を有することが要求さ
れている。こうしたニーズに答えるよう移動通信端末機に採用される内蔵回路及び部品等
は多機能化を満足すると同時に漸次小型化されてきている。こうした流れは移動通信端末
機の主要部品中一つであるアンテナにおいても同様である。
【０００３】
一般に用いられる移動通信機用アンテナにはヘリカルアンテナと平面逆Ｆアンテナが挙げ
られるが、前記ヘリカルアンテナは端末機上端に固定された外装型アンテナとして主にモ
ノポールアンテナと共に用いられ、この際ヘリカルアンテナとモノポールアンテナとが併
用される形態はλ／４長さとなり、前記モノポールアンテナは端末機に内蔵されてから外
部に引き出されヘリカルアンテナと共にアンテナとして機能するようになっている。
【０００４】
こうしたアンテナは高利得を得られる長所があるが、無指向性の為に電磁波の人体有害基
準であるＳＡＲ (Specific Absorption Rate)特性が良くなく、ヘリカルアンテナは端末機
の美的外観及び携帯機能に適した外観設計が困難で、モノポールアンテナも端末機内にそ
の長さに充分な内部空間を別に設けなければならないので、小型化を図る製品設計に制約
がかかってしまう欠点があった。こうした欠点を克服したアンテナとして、低プロパイル
構造から成るチップアンテナがある。
【０００５】
図５は一般のチップアンテナの動作原理を説明するための概略斜視図であり、図５に示す
チップアンテナをその形状にならって平板逆Ｆアンテナ (Planar Inverted F Antenna:Ｐ
ＩＦＡ )と呼ぶのであるが、図５を参照すると、チップアンテナは放射パッチ (ＲＥ )、短
絡ピン (ＧＴ )、同軸線 (ＣＬ )、及び接地板 (ＧＮＤ )から成っており、ここで前記放射パッ
チ (ＲＥ )は同軸線 (ＣＬ )を通して給電され、前記短絡ピン (ＧＴ )により接地板 (ＧＮＤ )と
短絡されてインピーダンス整合を成すようになる。この際、前記チップアンテナは短絡ピ
ン (ＧＴ )の幅 (Ｗｐ )とパッチ (ＲＥ )の幅 (Ｗ )に応じて前記パッチ (ＲＥ )の長さ (Ｌ )とアン
テナの高さ (Ｈ )を考えて設計すべきであることは周知のとおりである。
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【０００６】
このようなチップアンテナは、前記放射パッチに誘起された電流により発生するビーム中
接地面側に向かうビームが再誘起されて人体に向かうビームを減衰させＳＡＲ特性を改善
すると同時に放射パッチ方向に誘起されるビームを強化する指向性を有する。さらに、前
記チップアンテナは低プロパイル構造を実現できることから脚光を浴びており、かかるチ
ップアンテナは多機能化の流れに伴って改良を重ねているが、とりわけ相異なる使用周波
数帯域を具現できるようデュアルバンドアンテナ形態で積極的に開発されている。
【０００７】
図６（Ａ）は従来のチップアンテナの概略斜視図、図６（Ｂ）は従来のチップアンテナを
用いた移動通信装置の構成例である。図６（Ａ）を参照すると、従来のデュアルバンドチ
ップアンテナ１１０は平板直方形の放射パッチ１１２と、前記放射パッチ１１２を接地さ
せる短絡ピン１１４と、前記放射パッチ１１２に給電する給電ピン１１５、そして接地板
１１９の形成された誘電体ブロック１１１から成る。前記チップアンテナ１１０はデュア
ルバンド機能を具現すべく前記放射パッチ１１２の内部に設けられるＵ字形スロットを形
成することができ、この場合、前記スロットは実質的に二つの放射パッチ領域に区分し、
給電ピン１１５を通して電流が前記スロットに沿って相異なる周波数帯域で共振する電気
的長さを有すよう誘起させることにより、相異なる二つの周波数帯域 (例えば、ＧＳＭバ
ンドとＰＣＳバンド )において動作することになる。
【０００８】
しかし、最近は使用周波数帯域がＣＤＭＡ帯域 (約８２４～８９４ MHz)、ＧＰＳ帯域 (約１
５７０～１５８０ MHz)、ＰＣＳ帯域 (約１７５０～１８７０ MHzまたは１８５０～１９９０
MHz)及びブルートゥース帯域 (約２４００～２４８０ MHz)などにより多様化してきたので
、デュアルバンド以上のマルチバンド特性が要求されている。前記スロットを用いた方式
だけではアンテナを設計するのに限界があるばかりでなく、従来のチップアンテナ構造は
移動通信端末機上に実装されるべくプロパイルが低く、使用周波数帯域幅が狭くなる問題
があり、とりわけチップアンテナ設計において重要な要素であるアンテナの高さは携帯性
と美的デザインに鑑みた端末機幅の制約から大きく制限される為、周波数帯域の狭小性の
問題はより深刻となる。
【０００９】
更に、図６（Ａ）に示すようなチップアンテナは、給電ピン１１５に連結される一つのフ
ィーディングポートのみ有する為、該チップアンテナを図６（Ｂ）に示すデュアルバンド
ホンなどの移動通信装置に装着する場合、移動通信装置はチップアンテナ１１０からの周
波数をＧＰＳ帯域とＣＤＭＡ帯域とに分離する帯域分離器１２１、例えばダイプレクサ (D
iplexer)またはスイッチなどを設けなければならず、適用しようとする移動通信装置を小
型化し難い問題があるばかりでなく、こうした分波回路は利得損失につながり問題になり
兼ねない。さらに、狭小なバンド幅の問題点を解決する方法として、アンテナにチップ型
ＬＣ素子のようなディストリビューション (distribution)回路をさらに連結してインピー
ダンスマッチングを調整することにより多少広い周波数帯域を得られるが、こうしてアン
テナの周波数変化に外部回路を介入させる方法はアンテナ効率を低下させてしまう別の問
題が生じる。
【００１０】
一方、図７は従来の他のチップアンテナの概略斜視図であり、図７を参照すると、従来の
アンテナ１１０は誘電体または磁性体から成る直方体状の基体１０２と、前記基体１０２
の一側周面に形成されたグラウンド電極１０３と、前記基体１０２の少なくとも他側周面
に形成されたストリップ状の放射電極１０４と、前記基体のいずれか一側面に形成された
給電電極１０５から成り、前記放射電極１０４の一端１０４ａを開放端として前記給電電
極１０５にギャップ１０６を用いて近接配置され、前記放射電極１０４の他端が多数に分
岐され、各々前記基体が異なる端面を用いて前記グラウンド電極１０３に接続された接地
端１０４ｂ、１０４ｃから成る。これに対する詳細な構造及びその説明は特開平１１ -２
３９０１８号公報に詳しく記載されている。
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【００１１】
こうした従来の異なるチップアンテナによると、放射電極を二つに分岐させ接地端１０４
ｂ及び１０４ｃとして形成することにより各接地端に流れる電流が半分となり、これに伴
って各接地端において導体損が減少し、寸法を変えること無くチップアンテナの利得を改
善することができる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、こうした図７のチップアンテナはデュアルバンド以上のマルチバンドをカバー
し兼ねるばかりか、一つのフィーディングポートのみ有する為、該チップアンテナが図６
（Ｂ）に示す移動通信装置に装着される場合、移動通信装置はチップアンテナからの周波
数をＧＰＳ帯域とＣＤＭＡ帯域とに分離する部品、例えばダイプレクサ (Diplexer)または
スイッチなどを設けなければならなく、図６（Ａ）に示すチップアンテナ同様に、上述と
同じ問題を抱えている。従って、当技術分野においては、低プロパイル構造などの長所を
保つチップアンテナが多様な周波数帯域において使用可能でありながら且つ適用しようと
する移動通信装置を小型化できるデュアルフィーディングポートを有する新たなチップア
ンテナ構造が要求されてきた。
【００１３】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、マルチバン
ド放射電極構造にデュアルフィーディングポートを設けて多数の周波数帯域をカバーする
よう具現することにより、周波数帯域分割にあたって損失を減らし、小型に作製可能で、
且つ移動通信装置においてダイプレクサ (diplexer)など帯域分離器の使用を不要とするデ
ュアルフィーディングポートを有すマルチバンドチップアンテナ及びこれを用いる移動通
信装置を提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
前記本発明の目的を成し遂げるための技術的手段として、本発明のチップアンテナは導電
性の第１フィーディングポート；導電性の第２フィーディングポート；前記第１フィーデ
ィングポートに連結した導電性の給電電極；前記第２フィーディングポートに連結した導
電性のループ形電極；前記給電電極と電気的に連結した導電性の放射電極；前記放射電極
に連結した導電性の接地電極；並びに前記接地電極及びループ形電極に連結した導電性の
接地電極ポートを含むことを特徴とする。さらに、前記第１フィーディングポートは前記
第２フィーディングポートと電磁気的カップリングを成し、前記第２フィーディングポー
トは前記ループ形電極の一端に連結され、前記接地電極ポートは前記ループ形電極の他端
に連結され、ここで前記ループ形電極は前記第２フィーディングポートに連結された一端
と前記接地電極ポートに連結された他端との間に所定の長さのループ形状で形成されるこ
とを特徴とする。前記給電電極４５は、前記放射電極４７から予め設定された間隔ほど離
隔されながら前記放射電極４７と電磁気的カップリングを形成することを特徴とする。前
記給電電極４５は、前記放射電極４７に直接連結されることを特徴とする。前記第１フィ
ーディングポート４３は、前記第２フィーディングポート４４と近接するよう設けられる
ことを特徴とする。前記第２フィーディングポート４４は、前記ループ形電極４６の一端
に連結し前記第１フィーディングポート４３と近接するよう設けられることを特徴とする
。前記第１フィーディングポート４３は、前記接地電極ポート４９と近接するよう設けら
れることを特徴とする。
【００１５】
また、前記本発明の目的を成し遂げるための技術的手段として、本発明のチップアンテナ
は、上面及び下面５２ａ、５２ｂと四つの側面５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆを有する
素体５１と、前記素体５１の下面に形成する導電性の第１フィーディングポート５３と、
前記素体５１の下面に形成する導電性の第２フィーディングポート５４と、前記素体５１
の一側面５２ｃに形成し、前記第１フィーディングポート５３に連結する導電性の給電電
極５５と、前記素体５１の下面５２ｂに形成する導電性のループ形電極５６と、前記素体

10

20

30

40

50

(4) JP 3864127 B2 2006.12.27



５１の上面５２ａに形成し、前記給電電極５５と電気的に連結する導電性の放射電極５７
と、前記素体５１の他側面５２ｅに形成し、前記放射電極５７に連結する導電性の接地電
極５８と、前記素体５１の下面５２ｂに形成し、前記接地電極５８及びループ形電極５６
に連結する導電性の接地電極ポート５９とを備えたことを特徴とする。前記第１フィーデ
ィングポート５３は、  前記第２フィーディングポート５４と電磁気的カップリングを形
成することを特徴とする。前記第２フィーディングポート５４は、前記ループ形電極５６
の一端に連結することを特徴とする。前記第２フィーディングポート５４は、前記ループ
形電極５６の一端に連結し前記第１フィーディングポート５３と電磁気的カップリングを
形成することを特徴とする。前記接地電極ポート５９は、前記ループ形電極５６の他端に
連結することを特徴とする。前記ループ形電極５６は、前記第２フィーディングポート５
４に連結する一端と前記接地電極ポート５９に連結する他端との間に所定長さのループ形
状で形成することを特徴とする。前記給電電極５５は、  前記放射電極５７から予め設定
された間隔ほど離隔されながら前記放射電極５７と電磁気的カップリングを形成すること
を特徴とする。前記給電電極５５は、前記放射電極５７に直接連結されることを特徴とす
る。前記第１フィーディングポート５３は、前記第２フィーディングポート５４と近接さ
せて設けられることを特徴とする。前記第２フィーディングポート５４は、前記ループ形
電極５６の一端に連結し前記第１フィーディングポート５３と近接させて設けられること
を特徴とする。前記第１フィーディングポート５４は、前記接地電極ポート５９と近接さ
せて設けられることを特徴とする。前記素体５１は、磁性体及び誘電体で成るグループか
ら選ばれたいずれか一種の物質から成ることを特徴とする。
【００１６】
更に、前記本発明の目的を成し遂げるための技術的手段として、本発明の移動通信装置は
、電磁気的カップリングを形成する第１フィーディングポート及び第２フィーディングポ
ート、前記第１フィーディングポートに連結される給電電極、前記第２フィーディング電
極に連結されるループ形電極、前記給電電極に電気的に連結される放射電極、該放射電極
に連結される接地電極、該接地電極及びループ形電極に連結される接地電極ポートを含む
チップアンテナ５０と、前記チップアンテナ５０の第１フィーディングポートにアンテナ
端を接続するデュープレクサ６０と、前記チップアンテナ５０の第２フィーディングポー
トに接続し該第２フィーディングポートを通して第１受信信号を処理し、前記デュープレ
クサ受信端に接続し該デュープレクサ受信端からの第２受信信号を処理する受信回路部７
０と、前記デュープレクサ送信端に接続し該デュープレクサ送信端に送信信号を処理して
送信する送信回路部８０とを備えることを特徴とする。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明によるマルチバンドチップアンテナの各実施の形態に対する動作を添付の図
面に基づいて詳しく説明する。図１（Ａ），（Ｂ）は本発明の第１実施の形態によるマル
チバンドチップアンテナの斜視図であり、同図を参照しながら本発明の第１実施の形態に
よるマルチバンドチップアンテナについて説明する。
【００１８】
図１（Ａ），（Ｂ）を参照すると、本発明の第１実施の形態によるマルチバンドチップア
ンテナは、導電性の第１フィーディングポート４３と、導電性の第２フィーディングポー
ト４４と、前記第１フィーディングポート４３に連結される導電性の給電電極４５と、前
記第２フィーディングポート４４に連結される導電性のループ形電極４６と、前記給電電
極４５と電気的に連結される導電性の放射電極４７と、前記放射電極４７に連結される導
電性の接地電極４８と、そして前記接地電極４８及びループ形電極４６に連結される導電
性の接地電極ポート４９とを含んでいる。
【００１９】
前記第２フィーディングポート４４を前記第１フィーディングポート４３に近接させて設
け、前記第１フィーディングポート４３と前記第２フィーディングポー４４の間に電磁気
的カップリングを形成し、前記第１フィーディングポート４４を前記接地電極ポート４９
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に近接させて設ける。
【００２０】
前記第２フィーディングポート４４を前記ループ形電極４６の一端に連結され、前記接地
電極ポート４９を前記ループ形電極４６の他端に連結され、さらに前記ループ形電極４６
は前記第２フィーディングポート４４に連結される一端と前記接地電極ポート４９に連結
される他端との間に所定長さのループ形状で形成する。そして、前記給電電極４５を前記
放射電極４７に近接させて設け、前記給電電極４５と前記放射電極４７との間に電磁気的
カップリングを形成することができる。即ち、前記給電電極は放射電極と所定間隔で離隔
されて静電容量結合により給電する構造から成るが、これに限られず、直接連結されて給
電することができる。さらに、接地電極は前記放射電極を短絡させるべく一端が連結され
ている。
【００２１】
このように、本発明のマルチバンドチップアンテナは、長さと幅から定まる電極自体のイ
ンダクタンスと各電極同士の間に形成される複数の電磁気的結合によって多重共振が発生
しマルチバンドをカバーできるようになるのである。前述のような本発明の第１実施の形
態によるマルチバンドチップアンテナにおいてはＰＣＳバンドとＧＰＳバンドをカバーで
き、さらに、かかるマルチバンドをカバーできるチップアンテナは自らデュアルフィーデ
ィングポートによりＰＣＳバンド及びＧＰＳバンドを各々分離することができる。
【００２２】
図２（Ａ），（Ｂ）は本発明の第２実施の形態によるマルチバンドチップアンテナの斜視
図であり、図２（Ａ），（Ｂ）を参照に本発明の第２実施の形態によるマルチバンドチッ
プアンテナを説明する。図２（Ａ），（Ｂ）を参照すると、本発明の第２実施の形態によ
るマルチバンドチップアンテナは、上面及び下面５２ａ、５２ｂ並びに四つの側面５２ｃ
、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆを有する素体５１と、前記素体５１の下面に設けられる導電性
の第１フィーディングポート５３と、前記素体５１の下面に設けられる導電性の第２フィ
ーディングポート５４と、前記素体５１の一側面５２ｃに形成され前記第１フィーディン
グポート５３に連結される導電性の給電電極５５と、前記素体５１の下面５２ｂに形成さ
れる導電性のループ形電極５６と、前記素体５１の上面５２ａに形成され前記給電電極５
５と電気的に連結される導電性の放射電極５７と、前記素体５１の他側面５２ｅに形成さ
れ前記放射電極５７に連結される導電性の接地電極５８と、前記素体５１の下面５２ｂに
形成され前記接地電極５８及びループ形電極５６に連結される導電性の接地電極ポート５
９とを含む。
【００２３】
前記素体５１は誘電体または磁性体から成ることができ、その形状は図２（Ａ）に示すよ
うに、上面及び下面５２ａ、５２ｂ並びに四つの側面５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆを
有する直方体状にすることができるが、これに限るわけではない。前記第２フィーディン
グポート５４を前記第１フィーディングポート５３に近接させて設け、前記第１フィーデ
ィングポート５３と前記第２フィーディングポート５４との間に電磁気的カップリングを
形成し、前記第１フィーディングポート５４を前記接地電極ポート５９に近接させて設け
、前記第１フィーディングポート５４と前記接地電極ポート５９との間に電磁気的カップ
リングを形成する。
【００２４】
前記第２フィーディングポート５４を前記ループ形電極５６の一端に連結し、前記接地電
極ポート５９を前記ループ形電極５６の他端に連結され、さらに前記ループ形電極５６は
前記第２フィーディングポート５４に連結される一端と前記接地電極ポート５９に連結さ
れる他端との間に所定長さのループ形状で形成する。こうした所定長さのループ形電極５
６は放射電極５７と所定間隔を保ちながら静電容量結合を形成する。
【００２５】
そして、前記給電電極５５を前記放射電極５７に近接させて設け、前記給電電極５５と前
記放射電極５７との間に電磁気的カップリングを形成する。このように、本発明のマルチ
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バンドチップアンテナは、前述のように長さと幅から定められる電極自体のインダクタン
スと各電極同士の間に形成される複数の電磁気的結合とにより多重共振が発生してマルチ
バンドをカバーできるようになる。
【００２６】
前述のような本発明の第２実施の形態によるマルチバンドチップアンテナにおいては、前
記本発明の第１実施の形態によるチップアンテナと同様、ＰＣＳバンドとＧＰＳバンドを
カバーでき、さらにかかるマルチバンドをカバーできるチップアンテナは自らデュアルフ
ィーディングポートによりＰＣＳバンド及びＧＰＳバンドを各々分離することができる。
【００２７】
図３は図１のマルチバンドチップアンテナのＶＳＷＲ（電圧定在波比）グラフで、図３（
Ａ）はＰＣＳ帯域に対するＶＳＷＲ（電圧定在波比）グラフで、図３（Ｂ）はＧＰＳ帯域
に対するＶＳＷＲグラフである。前記グラフのラインＬ１において送信信号対伝送信号の
比率が２ :１であるＬ１ラインを基準にすると、マーカ４ (MARKER4)に該当するＰＣＳ帯域
周波数 (１ .８７０ GHz)に対する利得とマーカ１ (MARKER1)に該当するＧＰＳ帯域周波数 (１
.５７５ GHz)に対する利得は高い。ここで、前記図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は画面出力さ
れた定在波比グラフである。前記グラフの横軸の「４：３６．４６５Ω」の４はマーカ４
を示し、アンテナのインピーダンス成分中実数部が３６．４６５Ω、虚数部が７．６６２
１Ω、インダクタ成分が６５２．１２ＰＨである。また、グラフの縦軸のＣＨ１はＳパラ
メータ、ＣＨ２はスミスチャートを示す。さらに、グラフのマーカ１，４はアンテナ全体
から表れる特性を示し、ＳＷＲは電圧定在波比を示す。
【００２８】
前記図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示すように、本発明のチップアンテナにおいてはＰＣＳ
帯域及びＧＰＳ帯域を良好な特性で全てカバーできることが判る。前述のような本発明の
各実施の形態によるマルチバンドチップアンテナにおいては、ＰＣＳバンドとＧＰＳバン
ドに対する高い利得が得られ、さらにデュアルフィーディングポートを通してＰＣＳバン
ド及びＧＰＳバンドを各々分離するので、本発明のマルチバンドチップアンテナを移動通
信装置に適用する際にバンドを分離するダイプレクサなどの帯域分離器が不要になる。こ
れによりマルチバンドチップアンテナ自体も小型で、さらに後述のように、適用しようと
する移動通信装置をより小型に作製できるようになる。
【００２９】
以下、本発明のマルチバンドチップアンテナを装着した移動通信装置について説明する。
図４は本発明のチップアンテナを装着した移動通信装置の構成図であり、図４を参照する
と、本発明によるチップアンテナを装着した移動通信装置は、電磁気的カップリングを形
成する第１フィーディングポート及び第２フィーディングポート、前記第１フィーディン
グポートに連結される給電電極、前記第２フィーディング電極に連結されるループ形電極
、前記給電電極に連結される放射電極、該放射電極に連結される接地電極、該接地電極及
びループ形電極に連結される接地電極ポートを含んだチップアンテナ５０を装着する場合
の内部構成図である。
【００３０】
この際、本発明のチップアンテナ５０は移動通信装置の基板に装着することができ、この
場合、前記基板においては本発明によるチップアンテナの第１フィーディングポート、第
２フィーディングポート、及び接地電極ポートが基板に設けられた各々の該当ポートと連
結される。
【００３１】
このように、本発明のチップアンテナを装着する場合に移動通信装置は、前記チップアン
テナの第１フィーディングポートにアンテナ端を接続したデュープレクサ６０と、前記チ
ップアンテナの第２フィーディングポートに接続して該第２フィーディングポートを通し
て第１受信信号を処理し、前記デュープレクサ受信端に接続して該デュープレクサ受信端
からの第２受信信号を処理する受信回路部７０と、前記デュープレクサ送信端に接続して
該デュープレクサ送信端に送信信号を処理して送信する送信回路部８０とから成る。
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【００３２】
図４に示すように、本発明のチップアンテナを移動通信装置に装着する場合は、本発明の
チップアンテナのデュアルフィーディングポートを通してＧＰＳ帯域とＰＣＳ帯域を各々
分離して提供するので、帯域を分離する帯域分離器、例えばダイプレクサまたはスイッチ
などを別途に設ける必要が無くなる。
【００３３】
前述のように、一つのアンテナにおいてＰＣＳ及びＧＰＳの各帯域を司るフィーディング
ポート (feeding port)を各々引き出すことによって、後端のダイプレクサ (diplexer)無し
でＲＦ回路部に連結可能になる。とりわけ、ＧＰＳとＰＣＳは帯域が近接しているのでダ
イプレクサ (diplexer)による周波数分割が困難であり、分割しても損失 (loss)成分が多か
ったので、こうした欠点が克服できる。このことから、本発明においては従来のチップア
ンテナの欠点を克服すべく内蔵型アンテナにより両周波数帯域をカバーすることができる
のである。
【００３４】
前述のような本発明が適用される移動通信装置には携帯電話、ＰＤＡなどが含められ、さ
らに本発明はチップアンテナばかりでなく、ランプなどのような平板逆Ｆ形状のアンテナ
に適用可能である。なお、以上の説明は本発明の具体的な実施の形態に対する説明に過ぎ
ず、本発明はこうした具体的な実施の形態に限らず、さらに本発明に対する上述の具体的
な実施の形態からその構成における多様な変更及び改造が可能なことは本発明の属する技
術分野において通常の知識を有する者にとっては明白である。
【００３５】
【発明の効果】
上述した本発明によると、マルチバンド放射電極構造にデュアルフィーディングポートを
設け、該デュアルフィーディングポートの間にＥＭカップリングを形成し、該フィーディ
ングポートと放射電極により多数の周波数帯域をカバーするよう具現することにより、周
波数帯域の分割にあたって損失を減少でき、小型に作製可能で、さらに移動通信装置にお
いてダイプレクサ (diplexer)など帯域分離器の使用を省けるという特殊な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施の形態によるマルチバンドチップアンテナの斜視図である。
【図２】本発明の第２実施の形態によるマルチバンドチップアンテナの斜視図である。
【図３】図１のマルチバンドチップアンテナにおけるＶＳＷＲグラフである。
【図４】本発明のチップアンテナを装着した移動通信装置の構成図である。
【図５】一般のチップアンテナの動作原理を説明するための概略斜視図である。
【図６】（Ａ）は従来のチップアンテナの概略斜視図、（Ｂ）は従来のチップアンテナを
用いる移動通信装置の構成例である。
【図７】従来の異なるチップアンテナの概略斜視図である。
【符号の説明】
４０、５０　チップアンテナ
５１　セラミック素体
５２ａ、５２ｂ　上面、下面
５２ｃ、５２ｄ、５２ｅ、５２ｆ　側面
４３、５３　第１フィーディングポート
４４、５４　第２フィーディングポート
４５、５５　給電電極
４６、５６　ループ形電極
４７、５７　放射電極
４８、５８　接地電極
４９、５９　接地電極ポート
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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