
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナであって、上記マルチレベル構造
物は、同数の辺をそれぞれ有する多角形エレメントの集合または同数の面をそれぞれ有す
る多面体エレメントの集合を備え、上記アンテナにおいて、
　上記多角形エレメントまたは多面体エレメントは単一サイズではなく、
　上記各エレメントは、少なくとも１つの接点により直接に結合されるか、または結合を
もたらす小さな分離を介して結合されるかのいずれかによって、上記エレメントのうちの
他の少なくとも１つと電磁的に結合され、
　上記多角形エレメントまたは多面体エレメントの 少なくとも７５％において、上
記多角形エレメントまたは多面体エレメント間の接触範囲または面積は、上記エレメント
の周または面積の５０％未満であり、それにより、上記マルチレベル構造物において、当
該マルチレベル構造物を形成する多角形または多面体エレメントの大多数を幾何学的に区
別可能に
　

　 ことを特徴とするアンテナ。
【請求項２】
　上記マルチレベル構造物は、少なくとも２つの異なる種類の形状を有する複数の多角形
エレメントまたは複数の多面体エレメントを備えたことを特徴とする請求項 記載の少な
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個数の

し、
上記多角形エレメントまたは多面体エレメント間の接触範囲または面積の大きさは単一

ではなく、
上記アンテナはマルチバンドアンテナである

１



くとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項３】
　上記マルチレベル構造物は少なくとも４つの多角形エレメントまたは多面体エレメント
を備えたことを特徴とする請求項 記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物
を含むアンテナ。
【請求項４】
　少なくとも１つの上記マルチレベル構造物は複数の三角形のみによって形成されること
を特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベ
ル構造物を含むアンテナ。
【請求項５】
　上記マルチレベル構造物は、四角形、五角形、六角形、七角形、八角形、十角形、十二
角形からなるグループから選択された、単一種類の多角形のみによって形成されることを
特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル
構造物を含むアンテナ。
【請求項６】
　上記マルチレベル構造物は円または楕円のみによって形成されることを特徴とする請求
項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むア
ンテナ。
【請求項７】
　少なくとも１つの上記マルチレベル構造物は多面体のみによって形成されることを特徴
とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造
物を含むアンテナ。
【請求項８】
　少なくとも１つの上記マルチレベル構造物は円筒または円錐のみによって形成されるこ
とを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレ
ベル構造物を含むアンテナ。
【請求項９】
　上記マルチレベル構造物は、モノポール構成になるように設けられることを特徴とする
請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含
むアンテナ。
【請求項１０】
　上記モノポールは、接地面に対して実質的に垂直に設けられることを特徴とする請求項

記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１１】
　上記マルチレベル構造物はパッチアンテナ構成を有し、アース面に対して実質的に平行
に設けられることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも
１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１２】
　上記マルチレベル構造物は、少なくとも１つの無給電エレメントが設けられた平面マイ
クロストリップまたはパッチ構造物を有する複数の放射エレメントのうちの１つに含まれ
ることを特徴とする請求項 記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含む
アンテナ。
【請求項１３】
　上記マルチレベル構造物は、ダイポール構成アンテナの少なくとも一方のアームに含ま
れることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマ
ルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１４】
　上記マルチレベル構造物は、接地面を備えた実質的に共面構成のアンテナの一部を形成
することを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマ
ルチレベル構造物を含むアンテナ。
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【請求項１５】
　上記マルチレベル構造物は、角錐状のホーンの面のうちの少なくとも１つを形成するこ
とを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレ
ベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１６】
　上記マルチレベル構造物またはその周は、円錐ホーン型または角錐ホーン型のアンテナ
の断面を形成することを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なく
とも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１７】
　上記マルチレベル構造物の周は、螺旋型アンテナの少なくとも１つのループの形状を決
定することを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つの
マルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１８】
　当該アンテナはアレイアンテナの一部であることを特徴とする請求項 のうちの
いずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項１９】
　上記マルチレベル構造物は、導体材料、超伝導体材料または誘電体材料、あるいはその
組み合わせから構成されることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載
の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２０】
　当該アンテナは、

マルチレベル構造 周を有しかつ同じ共振
周波数で動作する円形アンテナ、正方形アンテナまたは三角形アンテナに比較して、小さ
いサイズを有することを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なく
とも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２１】
　当該アンテナは、マルチバンド動作により、複数の周波数で同時に動作できるようにな
り、それによって複数の通信サービスまたはシステムによって共用できるようになること
を特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベ
ル構造物を含むアンテナ。
【請求項２２】
　当該アンテナは、移動電話の基地局、送信機もしくは受信機等の通信端末、乗物、通信
衛星、またはレーダシステムにおいて使用されることを特徴とする請求項 のうち
のいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２３】
　当該アンテナが非効率的に放射するとき、マルチバンド共振器または小型共振器として
使用されることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１
つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２４】
　当該アンテナは、上記マルチレベル構造物を入力／出力コネクタにリンクする相互接続
回路であって、インピーダンス適応ネットワーク、フィルタまたはダイプレクサを組み込
むために使用される相互接続回路を備えたことを特徴とする請求項 のうちのいず
れか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２５】
　上記マルチレベル構造物には、そのサイズ、共振周波数、放射パターン、またはインピ
ーダンスを含む特性のうちの少なくとも１つを変更するために容量性エレメントまたは誘
導性エレメントが装荷されたことを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記
載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２６】
　当該アンテナは、同じ種類の複数のマルチレベル構造物を備え、上記種類に属するマル
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チレベル構造物は、同数の、同じ特徴的な多角形エレメントまたは多面体エレメントと、
同じ配置と、エレメント間の同じ結合とを備え、第１レベルのマルチレベル構造物とみな
され、
　上記複数のマルチレベル構造物は、上記多角形エレメントまたは多面体エレメントが上
記第１レベルのマルチレベル構造物を形成する場合と同様の方法によって、より高位の構
造物にグループ化されることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の
少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２７】
　上記マルチレベル構造物は、頂点で結合された５つの三角形を備え、三角形形状の外周
を形成することを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１
つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２８】
　上記マルチレベル構造物は、頂点で結合された５つの三角形と、当該マルチレベル構造
物の上部に結合された台形形状の誘導ループとを備えたことを特徴とする請求項
のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項２９】
　上記マルチレベル構造物は、ガラス繊維プリント回路基板上に印刷された銅シートから
なることを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマ
ルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項３０】
　当該アンテナは、少なくともＧＳＭバンドおよびＤＣＳバンドの両方において動作する
ことを特徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマル
チレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項３１】
　当該アンテナは複数の周波数バンドにおいて動作し、
　上記複数の周波数バンドのうちの少なくとも１つは、８９０乃至９６０ＭＨｚおよび１
７１０乃至１８８０ＭＨｚの周波数範囲内で動作することを特徴とする請求項
のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ。
【請求項３２】
　当該アンテナは複数の周波数バンドにおいて動作し、
　上記複数の周波数バンドのうちの少なくとも１つは、１８８０乃至１９３０ＭＨｚおよ
び３４００乃至３６００ＭＨｚの周波数範囲内で動作することを特徴とする請求項

のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル構造物を含むアンテナ
。
【請求項３３】
　動作するバンドの個数は、上記マルチレベル構造物のレベルの個数に比例することを特
徴とする請求項 のうちのいずれか１つに記載の少なくとも１つのマルチレベル
構造物を含むアンテナ。
【請求項３４】
　請求項 のうちのいずれか１つに記載のアンテナを備えたことを特徴とする携
帯通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の目的）
　本発明は、アンテナ構造において を形成する基本的なエレメントのそれぞれが
区別できるように、電磁的に結合 される 類似した幾何学エレメ
ント（多角形、多面体）の集合により形成されるアンテナに関する。
【０００２】
　さらに特定すると、それは、以下の２つの主要な優位点を提供する前記アンテナの特定
的な幾何学設計に関する。つまり、アンテナは複数の周波数で同時に動作してよい、およ
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び／またはそのサイズは大幅に縮小できる。
【０００３】
　本発明の適用の範囲は、おもに電気通信の分野にあり、さらに特定すると、無線通信の
分野にある。
（発明の背景技術及び概要）
【０００４】
　アンテナは が 年に電磁気学の根本的な法
則を公準として立てた 世紀の最後近くに 開発された。

。４０年代半ば、波長を基準にした サ
イズの削減に関して、アンテナの根本的な制約が示され、６０年代の初めに、

アンテナが出現した。その時点で リックス、螺旋、対数周期 、円錐
形 構造が、ワイドバンドアンテナの構築 に
提案された。
【０００５】
　１９９５年には、

その幾何学形状のため、
では小さいサイズ 。その後 ＳＭ９００とＧ

ＳＭ１８００ 同時に動作 多三角形（ｍｕｌｔｉｔｒｉａｎｇｕｌａ
ｒ）アンテナ（ 第９８００９５４号）が導入された。
【０００６】
　 で説明されるアンテナは、フラクタル型アンテナおよびマルチフラクタル型
アンテナにその起源を有するが、前記アンテナの動作を制限し、その現実環境での適用性
を のいくつかの問題を解決する。
【０００７】
　フラクタルオブジェクトは、無限数のエレメントを含む数学的な抽象 であるため、
科学的な観点から、厳密には、フラクタルアンテナは不可能である。有限数の反復を取り
入れ 前記フラクタルオブジェクトに基づ を備えるアンテナを作成することは可能
である。このようなアンテナの性能は、それぞれ１つの特定的な幾何学形状に制限される
。例えば、バンドの位置およびその相対的な間隔は、フラクタル 幾何学形状に関係

、そのフラクタルな外観を維持すると同時に、 スペクトルの正しい領域 に
バンドを する アンテナを設計することは、必ずしもつねに可能、実行可能また
は経済的ではない。第１に、切り捨て は、理想的なフラクタルアンテナの理論上の
動作に近似しようと試みる現実のフラクタル型アンテナを使用することにより生じる制限
の明確な例を する。 、低い方のバンド 理想的なフラクタル

の動作 、それを、その他のバンドを基準にしてその理論上の位置から変位
し、要約すると ンテナにとって大きすぎるサイズを要求する

。
【０００８】
　このような 問題に加えて 用途の要件に適した

ことは必ずしもつねに可能で
はない。これらの理由のため、フラクタル幾何学形状を離れ、アンテナの周波数バンドの
位置、適応レベル、およびインピーダンス、 、および放射 に関してさらに大
きな柔軟性を提供する、その他の種類の幾何学形状に ことがしばしば必要である。
【０００９】
　多三角形（Ｍｕｌｔｉｔｒｉａｎｇｕｌａｒ） （ 第９８
００９５４号）は、アンテナがＧＳＭおよびＤＣＳセルラー電話の基地局で使用できるよ
うに設計された幾何学形状を備える非フラクタル の例であった。前記

に説明されるアンテナは、バンド８９０ＭＨｚ～９６０ＭＨｚ、および１７１０ＭＨｚ
～１８８０ＭＨｚでの使用に適切なサイズの、その頂点だけで接合される３つの三角形か
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周波数に関
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ら成り立っていた。これは、 他の環境用のその他
のアンテナ設計に対処するために必要とされる柔軟性および多 性を提供しなかっ 。
【００１０】
　マルチレベルアンテナは、フラクタルアンテナおよび多三角形アンテナの 上の制限
を解決する。それらの幾何学形状は、はるかに柔軟で、豊富で、変化に富み、いくつかの
例を挙げるだけでも、 、バンド位置、およびインピーダンスレベルに関するさら
に大きな多 性を提供するだけではなく、２つのバンドからさらに多くのバンドまでアン
テナの動作も可能にする。マルチレベルアンテナはフラクタルではないが、それらは、そ
れらが全体的な構造の中 区別できる数多くのエレメントを備えるという点
で特徴付けられる。正確には、それらが （全体的な構造のレベル

およびそれを構成する個々のエレメントのレベル）を 、アンテナ
は、マルチバンド動作および／または小さなサイズを提供する。それらの名前の起源も前
記特性にある。
【００１１】
　本発明は、基本的に複数の同じ種類の多角形または多面体を備え 何学形状

特徴付けられる 。す
なわち、

。

。
【００１２】
　マルチレベルアンテナと その呼称は 、アンテナの本体では、少なくとも２つ
のレベルの が特定できるという事実による。つまり、全体的な構造のレベル
それを構成するエレメント（多角形または多面体）の大部分のレベル である。
は、アンテナを形成するエレメントの大部分の間の接触 または（それが存在する場合
には）交差 、前記多角形または多面体の 取り囲む領域の一
部にすぎない を確実にすることにより達成される。
【００１３】
　マルチレベルアンテナ とは、その 動作が、いくつかの周波数バ
ンドで類似 という点 ある。アンテナ入力パラメータ（
インピーダンスおよび放射 ）は、複数の周波数バンドに
（つまり、アンテナは、 、同じレベルの適応または

を有する）、多くの場合、アンテナは、さまざまな周波数でほぼ同一の放射 を
提示する。 、アンテナのマルチレベル構造 のため、つまり、アンテナ
においてそれを構成する基本的なエレメント（同種の多角形または多面体）の大部分を特
定することが可能なままであるという事実による。周波数バンドの数は、主要な放射エレ
メントの幾何学形状に含まれる 多角形エレメント ま
たはそれら 類似する集合のスケールまたはサイズの
数に比例する。
【００１４】
　 マルチバンド動作 に加え
、（単一の多角形または から成り立つものなどの）さらに簡略な構造の他のアンテ
ナに比較して 通常より小さなサイズを有する。 は、 多角形または多面体

の間の空の空間 、マルチレベル構造 電流が 経路が
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特定の環境向けの特定の解決策であり、
様 た

動作

パターン
様

において互いに
複数のレベルの詳細構造

、 明らかに提示するので

る幾 によって
それぞれ 複数の放射エレメントを有するアンテナを備えて構成される

上記幾何学的形状は、例えば、三角形、正方形、五角形、六角形、または、多数
の辺を持つ極限的な多角形としての円形と楕円形のエレメントを含むとともに、四面体、
六面体、角柱、十二面体等のエレメントを含み、これらのエレメントは、互いに電気的に
（少なくとも１つの接点を通して、または容量結合を提供する小さな分離を通して）結合
され、これらのエレメントはまた、アンテナ本体において当該アンテナが備える多角形ま
たは多面体エレメントを特定できるように、より高位のレベルの構造物にグループ化され
る このように生成された構造物は、次いで、基本エレメントの場合に類似した方法でよ
り高位の構造物にグループ化することが可能であり、以下同様に、アンテナ設計者が所望
するだけ多数のレベルが存在する状態に到達するまで、同様の処理を反復することができ
る

いう まさに
詳細構造 と、

と このこと
範囲

範囲が 周または表面、あるいは
状態

に特有の性質 無線電気的
したものになることが可能である に

パターン において同様に維持され
異なる各バンドにおいて 定在波比の関

係 パターン
このことはまさに 物

複数の のスケールまたはサイズの数、
多角形エレメントがグループ化された

マルチレベル構造アンテナは、それが を行うこと て、一般には
多面体

、 このこと 多数の
エレメント に起因して 物において 流れる



、単純な幾何学形状 よりさらに長く、さらに曲がりくねっている である。前記
空の空間は、

より 距離を移動し、そのためより低い周波数で
する。さらに、その （ｅｄｇｅ－ｒｉｃｈ）、不連続 （ｄ
ｉｓｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ－ｒｉｃｈ）構造が、放射プロセスを簡略化し、アンテナの放
射抵抗を相対的に増加し、品質係数を削減する、つまりその帯域幅を 。
【００１５】
　したがって、マルチレベルアンテナのおもな特性は以下のとおりである。
－ より大きな を形成する 同じクラス
の 多角形または多面体 を備えるマルチレベル幾何学形状。マルチレベル
幾何学形状では、これらの の大部分は、

との接触、交差または相互連結の がつねにその の５０％未満である
ために、明確に可視である。
－幾何学形状から生じる 動作。つまり、マルチレベルアンテナは、（複数の周
波数バンドに いて同一または類似する）マルチバンド動作を提示することができる、お
よび／または削減された周波数で動作することができ、 がそれらのサイズの削減
を可能にする。
【００１６】
　 においては、いくつかのバンドをカバーすることを可能にする一定
のアンテナ設計の記述を見出すことがすでに可能である。しかしながら、これらの設計に
おいて、マルチバンド動作は、複数の単一バンドアンテナを ことによって
、あるいは新しい共振周波数の出現を強制する （ また
はコンデンサなどの集中エレメント あるいは柱またはノッチなどのその統合されたバー
ジョン） ことによって達成され る。 マルチレベ
ルアンテナは れらの特定の幾何学形状 、（ のレベ
ルの数に比例する）バンドの数、位置、相対的な間隔と幅に関してアンテナ設計者により
大きな柔軟性を提供し、それによって最終的な製品のさらに優れた、さらに変化に富む特
性を提供する。
【００１７】
　マルチレベル は、既知のアンテナ構成で使用することができる。

。
。例えば、フォトリソ

グラフィによる誘電 基板 の印刷（プリント 基板 ）、金属
（ｄｉｅｉｎｇ）、誘電体での反発等である。

【００１８】
　 ＷＯ９７／０６５７８号は、マルチレベルアンテナとは関係のない
フラクタルアンテナを開示し、両方の幾何学形状は本質的に異なっている。
【００１９】
　 発明の 特性および優位点は、

【００２０】
（発明の好ましい実施の形態の記述）
　本発明の好ましい実施態様 後続の詳細な説明では、

同じ番号が同一のまたは類似するパーツを 。
【００２１】
　本発明は、マルチレベル 形式の少なくとも１つの構成 エレメントを含むアン
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の場合 から
指定された経路を流れることを電流に強制し（電流は前記空間を迂回しなけ

ればならない）、電流は 長い の共振が発生
エッジ部が長く 部を豊富に含む

増大させる

電磁的に結合され、 構造物 ようにグループ化された、
複数の エレメント

エレメント 他のエレメント（これらが存在する場
合） 範囲 周または表面

無線電気的
お

このこと

当該専門分野の文献

グループ化する
リアクタンスエレメント インダクタ

、
をアンテナに組み込む てい これに対して、

、そ をそれらの動作の基礎とし 詳細構造

構造物 例えば、ダイポ
ール、モノポール、パッチまたはマイクロストリップアンテナ、共面アンテナ、リフレク
タアンテナ、巻きアンテナまたはアンテナアレイを採用することができるが、これらに限
定されるものではない 製造技術もマルチレベルアンテナを特徴付けるものではなく、よ
って、各構造または用途に応じて最も適した技術が使用可能である

体 上へ 回路 技術 プレート（薄板）
におけるダイスによる型形成

国際出願の国際公開

本 さらなる 添付の図面を参照して、発明の好ましい実施形
態について述べた以下の詳細な説明を読めば明らかになるであろう。ただし、以下の詳細
な説明は、例示の目的のためだけに示されるものであって、発明の定義を限定するもので
はない。

に関する 各図面を通じて一貫した参
照番号が使用され、ここで、 示す

構造物 要素



テナに関する。マルチレベル 同じ種類の複数の多角形または

。マルチレベル構造 または その構
成要素エレメント（多角形または多面体）間の により
別の従来の 区別される。マルチレベル構造 構成要素エレメントの少な
くとも７５％

。このようにして、マルチレベル では、そ
の基本的な構成要素エレメントの大部分を幾何学的に特定し、個々に区別することは容易
であり、 。つまり全体的な構造のレ
ベル およびそれを形成する多角形または多面体 のレベルである。

名前は この特性のためであり、
。さらに、複数のマルチレベル が

互いに電磁的に結合され 、 レベルの を形成す
る。マルチレベル では、すべての構成要素エレメントは、同数の を備える多角形
または同数の面を備える多面体である。当然のことながら、この特性は、さまざまな性質
の複数のマルチレベル が 電磁的に結合され 、より高
位のレベルのメタ を形成するときに 。
【００２２】
　このようにして、図１～図７には、マルチレベル構造 のいくつかの特定的な例が示さ
れる。
【００２３】
　図１は、多様なサイズおよび形状の三角形 マルチレベルエレメ
ントを示す。この特定の では、 その の狭い領域 、この

ではその頂点 重複する 、 エレメント（黒色の三角形）
ことに注意する。

【００２４】
　図２は、多様な構成を取るマルチレベルアンテナの の例を示
す。つまり、モノポール（２１）、ダイポール（２２）、パッチ（２３）、共面アンテナ
（２４）、側面図（２５）および前面図（２６）でのコイル、およびアレイ（２７）であ
る。 マルチレベルアンテナ その特
徴的な放射エレメントの幾何学形状において その他のアンテナとは異なる

。
【００２５】
　図３は、

。
の進化形であることに注意する。４つの三角形 にも関わらず

、エレメントの７５％（中央の三角形を除く３つの三角形） 、 ５０％を超え
る 。
【００２６】
　図４は、平行六面体（正方形、矩形、菱形・・・）によって形成されるマルチレベル

（４．１～４．１４）を 。構成要素エレメントは、つねに個々に特定可能である
（少なくともそれらの大部分が特定可能である）ことに注意する。

、それらの間には物理的
な連結はない（結合は、エレメント間の相互キャパシタンス

達成される）。
【００２７】
　図５、図６および図７は、それぞれ五角形、六角形、および多面体に基づいた のマル
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構造物は、 多面体のエレメン
ト（例えば、三角形、平行六面体、五角形、六角形等、ならびに、多数の辺を持つ極限的
な多角形としての円形と楕円形のエレメントとともに、四面体、六面体、角柱、十二面体
等のエレメント）を集めて形成されたものとして特徴付けられ、ここで、これらのエレメ
ントは、エレメント間の所定距離の近接部を介してか、または直接的な接点を介してかの
いずれかによって電磁的に互いに結合される 物 形状は、

相互連結（これが存在する場合） 、
形状とは明確に 物の

においては、（多角形の場合には）その周の５０％を超える部分は、構造物
の他のエレメントのどれとも接触しない 構造物

詳細構造の少なくとも２つのレベルが提示されている
、 エレメント 「マルチレ

ベル」という まさに、 多岐にわたるサイズの多角形または
多面体が含まれているという事実に起因する 構造物 グル
ープ化されて ることにより より高位の 構造物

構造物 辺

構造物 グループ化されて ることにより
構造物 は成り立たない

物

のみを備えて構成された
場合 複数の三角形は 周 のみにおいて

場合 のみにおいて ので すべての を個
々に区別できる

組み立て物（アセンブリ）

これらの例に関して、 は、その構成の違いには無関係に
、 ことに注意す

る必要がある

三角形の起源を有するマルチレベル構造物（３．１～３．１５）の別の例を示
し、ここでは、すべてが三角形から構成されている （３．１４）の場合が（３．１３）
の場合 が互いに接触している

において 周の
部分は自由な状態である

構
造物 示す

特に、（４．１２）の
場合では、複数のエレメントの周の１００％は自由な状態であり

によって近接した部分を介し
て

他



チレベル

【００２８】
　マルチレベルアンテナとそれ以外の既存のアンテナの相違点は、そのアンテナとしての
構成 または のために使用される材料にあるのではなく、特定の幾何学形状にある
ということ 。したがって、マルチレベル は、

ダイポール、モノポール、パッチ、またはマイクロストリップア
ンテナ、共面アンテナ、リフレクタアンテナ、巻きアンテナ、またはアレイなどの既知の
アンテナ構成とともに使用されてもよい。一般的には、マルチレベル は、

アーム、 両方 、ダイポール
、マイクロストリップ、パッチまたは共面アンテナ

パッチまたはプリント エレメント 、リフレクタアンテナ リ
フレクタ 、あるいはホーン型アンテナ 円錐セクションまたは

エレメントの一部を形成する。
１つまたは複数のループの幾何学

形状 マルチレベル の 。すべて において、マルチレベルア
ンテナと従来のアンテナの相違点は、 エレメントの幾何学形状、またはその構成要素
の幾何学形状にあり、その特定的な構成にあるのではない。
【００２９】
　

。このようにして、マルチレベル
は、つねに各 および用途の特定 要件に応じて 例えば
、 材料または 材料の パーツによって 、プリント回路

ように 金属コーティング 誘電 基板（ または可撓）
印刷 によって 、マルチレベル構造 を形成する複数の誘電

材料のインブリケーション等によって形成され よい。いったんマルチレベル
が形成されると、アンテナの実現は選ばれた構成（モノポール、ダイポール、パッチ

、ホーン、リフレクタ・・・）に依存する。モノポールアンテナ、螺旋アンテナ、ダイポ
ールアンテナおよびパッチアンテナ 、複数の類似する（ｍｕｌｔｉｓｉｍｉｌ
ａｒ） が金属サポート上で実現され（簡略な手順は、

適用することを含む）、

、任意の従来のアンテナ （典型的には金属板 ）
に される。ダイポールの については、２つの同一のマルチレベル が、アン
テナの２ のアームを形成する。 アンテナ 、マルチレベル幾何学形状は、
ホーンの金属壁ま はその断面の一部であってよく、最後に、リフレクタ 、複
数の類似するエレメントまたはこれらの集合が、リフレクタを形成 、あるいはカバ
ー よい。
【００３０】
　マルチレベルアンテナのもっとも関連のある特性は、主にその幾何学的形状

すなわち、いくつかの周波数バンドにおいて同じ方法（
インピーダンスおよび放射 ）で同時に動作可能であること、およ 一の

多角形または多面体 に基づいた他の従来のアンテナに比較してサイズを縮小すること
が可能であることである。このような特性は特に通信システムの分野に関連するものであ
る。いくつかの周波数バンドにおいて同時に動作可能であることにより、従来のようにひ
とつ のアンテナをそれぞれのシステムまたはサービスに割り当てるのではなく、単一
のマルチレベルアンテナをいくつかの通信システムに組み込むことが可能となる。サイズ
の縮小は特にアンテナを、その都会または田園景観における視覚的影響、または また

10

20

30

40

50

(9) JP 4012733 B2 2007.11.21

構造物の例を示すが、マルチレベル構造物はこれらの例に限定されるものではな
い。

や、 製造
に注意する必要がある 構造物 以下に限定する

ものではないが例えば、

構造物 例えば、
モノポールの場合には 接地面、またはそれらの であり の場合に
は一方または両方のアームであり の場
合には された であり の場合には

であり の場合には アンテナの
壁部である構成を特徴として備えた放射 また、螺旋型アン
テナ構成を使用することも可能であり、この場合、その

部分は、 構造物 外周である の場合
放射

本発明の本質はその特定的な構成にあるではなく、マルチレベル構造物中で使用される
幾何学形状にあるので、マルチレベルアンテナの実現は、製造材料および技術のいずれに
よっても特に限定されるものではなく、各用途に最も適していると考えられる既存の技術
または将来の技術の任意のものを使用可能である 構造物

場合 の 形成されることが可能であり、
導体 超伝導体 シートや 形成されたり の

場合における 、 により 体 不撓（堅い） に
対して すること 形成されたり 物 体

たりしても 構
造物

の場合には
構造物 未使用のプリント回路誘電体

基板に対してフォトリソグラフィプロセスを この構造物は標準的
なマイクロ波コネクタ上に設けられ、モノポールまたはパッチの場合には、このコネクタ
は次いで の場合と同様に接地面 または筐体

接続 場合 構造物
つ 開口 の場合には

た の場合には
したり

したりしても

に起因する
ものであり、以下に挙げる事項、
同様の パターン び単

のみ

ずつ

乗物



は携帯通信装置に組み込む場合におけるその非美的または非空力的な効果により隠さなけ
ればならない場合に有用である。
【００３１】
　マルチバンドアンテナを実際の環境に使用することにより得られる利点の例としては、
ＧＭＳおよびＤＣＳ環境に使用される、後でさらに説明するマルチレベルアンテナＡＭ１
が挙げられる。これらのアンテナは両方の携帯電話システムにおける無線仕様に適合する
ように設計される。両方のバンド（９００ＭＨｚおよび１８００ＭＨｚ）に単一のＧＳＭ
およびＤＣＳマルチレベルアンテナを使用することにより、携帯電話のオペレータは、ネ
ットワークによってサポートされる利用者（顧客）の数を増加しながら費用とステーショ
ンネットワークの環境影響とを低減することができる。
【００３２】
　マルチレベルアンテナをフラクタル型アンテナと差別化すること 。後
者はフラクタル に基づくものであり、実際には 困難な抽象数学的概念に基づく
ものである。 は通常、非 ハウスドルフ（Ｈａｕｓｓｄｏｒｆ
） を持つ をフラクタルとして定義している。

。これらのアンテナのいくつかはマルチバンド （そのインピーダンスおよび放
射 はいくつかの周波数バンドにおいて事実上一定のままである）を もの
であるが、実際の環境での使用についてアンテナが要求されるすべての をそれら自体
が提供するも はない。従って、例えばシェルピンスキー のアンテナは、２倍に間隔
をあけたＮバンドを持つマルチバンド を有するものであり、このような間隔

通信ネットワークＧＳＭ９００ＭＨｚおよびＧＳＭ１８００ＭＨｚ
に使用するよう想達し得るかもしれないが、 その放

射 およびサイズは 実際の環境において実際に使用することが阻
まれる。端的には、マルチバンド を提供することに加えてそれぞれの特定の用途に要
求されるすべての仕様を満たすアンテナを得るためには、フラクタル幾何学的形状を放棄
し 例えばマルチレベル幾何学的形状のアンテナに頼ることがほとんど常に必要である。
一例としては、図１、３、４、５および６に示す構造はどれもフラクタルではない。これ
らのハウスドルフ はすべてについて２に等しく、これらの位相 に等しいもので
ある。同様に、図７のマルチレベル構造 はいずれもフラクタルではなく、これらのハウ
スドルフ は位相 と同じく３に等しい。
【００３３】
　いずれにしろ、マルチレベル構造 はアンテナアレーと混同 るべきではない。アレ
ー 同一のアンテナ によって形成されることは であるものの、こ
れらにおいては、エレメントは電磁的には切り離されており、まさにマルチレベルアンテ
ナにおいて意図されているのと反対である。アレーにおいてはそれぞれのエレメントは、

特定の単一の送信 または受信
、または単一の ネットワークに 一方、マルチレ
ベルアンテナにおいては、 は において され 残り
のエレメントは

電磁的にまたは直接接続によって接続されてい 。アレーにおいては、個々の
アンテナの を かまたは特定の用途 を形成する
ことが追及されるが、マルチレベルアンテナにおいてはマルチバンド
またはアンテナのサイズを縮小することを目的としており、このことはアレーとは用途が
完全に異なることを意味する。
【００３４】
　 のみを目的として、特定の環境および用途におけるマルチレベルアンテナ（ＡＭ１
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は特に重要である
幾何学 実現

専門分野の科学技術文献 整数
次元 幾何学的対象物 このことは、フラクタル

オブジェクトが抽象または概念としてのみ存在し、その幾何学的形状は具体的な物体また
は形状としては（厳密には）考えられないということを意味するが、一方、科学技術用語
の意味において厳密にはフラクタルでは形状を有するものの、このような幾何学的形状に
基づいたアンテナはこれまでにも開発され、科学的文献に広く記載されていることも事実
である 動作

パターン もたらす
動作

ので 型
動作 によれば

、当該アンテナを （ま
たはＤＣＳ） これらの周波数における

パターン 不適であるので、
動作

、

次元 的次元
物

次元 的次元

物 され
が複数の にてなる集合 事実

各エレメント毎にそれぞれ 機 機によって独立に給電されるか
分配 よって給電されるかのいずれかである

構造物 そのエレメントのうちの数個 励振 、
（互いに隣接するエレメントの周または表面の５０パーセント未満の領域

において） る
指向性利得 向上させること のためのパターン

動作を達成すること

例示



およびＡＭ２）の動作モードの２つの
を以下に記載する。

【００３５】
ＡＭ１モード
　このモデルは、 ＧＳＭ９
００（８９０ＭＨｚ～９６０ＭＨｚ）およびＧＳＭ１８００（１７１０ＭＨｚ～１８８０
ＭＨｚ）のバンドにおいて同時に作動し、水平面においてセクタ放射 を提供す
。アンテナは主にＧＳＭ９００および１８００携帯電話の基地局において使用されるもの
と考えられる（ただしこれに限定されるものではない）。
【００３６】
　マルチレベル （ ）またはアンテナパッチは、通常のガラス繊維プリント
回路基板上 からなる。マルチレベル幾何学的形状は、図８に示すよ
うに 頂 において され

。 の三角形は高さが８．２センチメートルであり
（ ）、 高さが１
０．７センチメートル を形成してい 。
【００３７】
　マルチレベルパッチ（ ）は、２２×１８．５センチメートルの矩形アルミニウ
ムのアース面（ ）に平行に 。パッチとアース面との間隔は３．３センチ
メートルであり、この間隔は支持部材として作用する（ ）一対の誘電 スペーサ
によって維持されている。
【００３８】
　アンテナへの接続はマルチレベル における２つの点において行われ 動作バンド
（ＧＳＭ９００およびＧＳＭ１９００） につき１つの点 。 は
、 およびマルチレベル に 金属シートによって容量的
に 金属ポストによって行われる。

これはパッチ構造アン
テナにおいては標準的なシステムであ その の容量効果によってポ
ストの 効果を補償するもの 。
【００３９】
　 ポストの基部においては、エレメントと アンテナまたはコネクタへアクセスする
ポートとを相互に接続 回路が接続 （ ）。この相互接続回路は、い
くつかの例を挙げるとマイクロストリップ、同軸またはストリップ 技術により形成し
てよく、 ポストの基部において測定されるインピーダンスを、
入力／出力アンテナコネクタにおいて必要とされる

へと変換す
る従来 の ネットワークを組み込んだものである。このコネクタは一般に、マイク
ロセル基地局用Ｎ型またはＳＭＡ型である。
【００４０】
　インピーダンスを させまた放射エレメントとの相互接続を行うのに付け加えて、相
互接続ネットワーク（ ）は、 アンテナが ２つのコネクタ （
それぞれのバンドにつきひとつ） または両方のバンド 単一の
コネクタに ことを可能とするダイプレクサを備えていてよい。
【００４１】
　二重コネクタ構造については、ＧＳＭ９００ とＧＳＭ１８００（ＤＣＳ）端末との
間の を高めるために、ＤＣＳバンド ポストの基部は、

における波長の半分に等しい電気的長さであり開回路で ている平行スタ
ブに接続してよい。同様に、ＧＳＭ９００リードの端部において、開回路で

ＧＳＭバンドの における波長 よりわずかに長い
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実施例（ただし、これらによって限定されるもので
はない）

図８に示すマルチレベルパッチ型アンテナからなり、これは、

パターン る

構造物 ８．１０
に印刷された銅シート

、 点 互いに連結 た５つの三角形（８．１～８．５）を備えて構成され
、このマルチレベル幾何学的形状の外周は、高さ１３．９センチメートル（８．６）の正
三角形になるように形成されている 下部

８．７ この下部の三角形と、これに隣接する２つの三角形とは、ともに、
（８．８）である三角形になる周を備えた構造物 る

８．１０
８．９ 設けられる

８．１２ 体

構造物 、
のそれぞれ が使用される 励振

接地面 構造物 対して垂直に設けられ、
終端された ここで、この金属シートは、パッチに対する

所定距離の近接部分（容量効果）により電気的に結合されている。
るが、その目的は、 終端

誘導 である

励振 、
する されている ８．１３

線路
この相互接続回路はまた、

５０オーム（これらの用途において一
般的な定在波比の関係（ＳＷＲ）の典型的な許容量は、１．５未満である。）

技術 適応

適応
８．１１ １つの 、 を備えた構成

に対して設けられたり、 用の
対して設けられたりする

端末
アイソレーション の励振 ＤＣＳの中

心周波数 終端され
終端され、か

つ 中心周波数 の１／４ 電気的長さを有する



平行スタブが接続されていてよい。このスタブは、ポストの 効果を補償する
に調整 静電容量を、接続の基部に ものである。さらに、このスタブはＤＣ
Ｓバンドにおいて非常に低いインピーダンスを示すのものであり、このことはこのバンド
におけるコネクタ間の を助ける。
【００４２】
　図９および１０は、二重マルチレベルアンテナのこの具体的な実施態様における典型的
な を示す。
【００４３】
　図９はＧＳＭ（図９．１）およびＤＣＳ（図９．２）におけ 射減衰量（Ｌτ ）を示
し

。これにより、アンテナは両方の動作バンド（８９０ＭＨｚ～９６０ＭＨｚおよび
１７１０ＭＨｚ～１８８０ＭＨｚ）において良好に される。
【００４４】
　 両方のバンドにおける垂直面（図１０．１および図１０．３）および水平面
（図１０．２および図１０．４）における放射 。アンテナは両方とも、
アンテナに垂直な方向（図１０．１および図１０．３）の主ローブを使って放射しており
、また水平面（図１０．２および図１０．４）において 両方の は

典型的なビーム幅を であることを明らかに見て取るこ
とができる。両方のバンドの典型的な （ｄ）はｄ＞７Ｄｂである。
【００４５】
ＡＭ２モード
　このモデルは、室内または無線を使うローカルアクセス環境 ワイヤレス通信シ
ステム用の、図１１に示す のマルチレベルアンテナからなる。
【００４６】
　このアンテナは、 を伴う設備などのような１８８０ＭＨｚ～１９３０
ＭＨｚ および３４００ＭＨｚ～３６００ＭＨｚのバンドで同時に同様に動作する
。このマルチレベル は３ または５つの三角形によって形成されており（図１１お
よび図３．６を参照のこと）、これに ループ を付け加えてもよ 。アン
テナは水平面において全方向性の放射を行い、屋根または床への設置が主に考えられる（
ただしこれに限定されない）。
【００４７】
　マルチレベル は、幅５．５センチメートル、高さ４．９センチメートル、厚さ０
．８ミリで３．３８の誘電率を持つロジャーズ（Ｒｏｇｅｒｓ ）ＲＯ４００３誘電

基板（ ） される。マルチレベルエレメントは、頂点で
結合されている３つの三角形（ ）からなり、 の三角形（
）は高さが１．８２センチメートルであり、一方 マルチレベル の全高は２．７２
センチメートルである。アンテナの全体サイズを縮小するために、この特定の

。
これにより放射エレメントの全体サイズは４．５センチメートルとなる。
【００４８】
　マルチレベル は、（アルミニウムなどの）金属製で長さまたは直径が約１８セン
チメートルの正方形または円形のアース面（ ）に 垂直に 。エレ
メントの 頂点は 面の中央に配置され、アンテナの 点を形成する。この点
においては、放射エレメントを入力／出力コネクタに する相互接続ネットワークが接
続されている。この相互接続ネットワークは、いくつかの例を挙げるとマイクロストリッ
プ、ストリップ 、または同軸技術によって してよい。この特定の実施例において
はマイクロストリップ構造を採用した。放射エレメントとコネクタとの間の相互接続に付
け加えて ネットワークは、マルチレベルエレメントの インピーダンスを
入力／出力コネクタに必要とされる５０オーム（Ｌτ ＜－１４ｄＢ，ＳＷＲ＜１．５）に

、インピーダンス変換器として使用 。
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残留誘導 よう
可能な もたらす

アイソレーション

無線電気的動作

る反
、これらは、典型的には、－１４ｄＢ（この値はＳＷＲ＜１．５の場合に等しい）未満

である
適応化

図１０に、
パターン図を示す

、 パターン図 、６５°に
おいて３ｄＢになる 備えたセクタ型

指向性利得

における
モノポール構成

ＤＥＣＴシステム
のバンド

構造物 つ
誘導 （１１．１） い

構造物
：商標

体 １１．２ 上にプリント形成 互いに
１１．３～１１．５ 下部 １１．３

、 構造物
応用例では

、マルチレベルエレメントの上部に、台形形状の誘導ループ（１１．１）が設けられる

構造物
１１．６ 対して 設けられる

最下部の 接地 励振
接続

線路 実装

、 頂点における 、

適応させる されることも可能である



【００４９】
　図１２および図１３は低バンド（１９００）および高バンド（３５００）におけるアン
テナの を するものである。
【００５０】
　図１２は、両方のバンドの 比（ＳＷＲ）を示している。図１２．１は１８８０お
よび１９３０ＭＨｚの間のバンドについて示しており、図１２．２は３４００および３６
００ＭＨｚの間のバンドについて示している。これらの図 、

１４ｄＢ 、すなわちＳＷＲ＜１．５であるため、アンテナが良好
に ていること 。
【００５１】
　図１３は典型的な放射 図を示す。図（１３．１）、図（１３．２）および図（
１３．３）はそれぞれ、垂直面、水平面、およびアンテナ面において測定した１９０５Ｍ
Ｈｚにおける 、図（１３．４）、図（１３．５）および図（１３．６）は
それぞれ、垂直面、水平面、およびアンテナ面において測定した３５００ＭＨｚにおける

。
【００５２】
　水平面における全方向的な 、および垂直面における典型的な

を １９００バ
ンドでは４ｄＢｉ ３５００バンドでは６ｄＢｉより大きい値
。
【００５３】
　このアンテナ において、 は両方のバン ついて非常に類似しており

、このことが をマルチバンドアンテナとしている点
に留意するべきである。
【００５４】
　ＡＭ１およびＡＭ２アンテナは両方とも典型的には、電磁放射を事実上透過させる誘電

レドームでコーティングされて、放射エレメントおよび接続ネットワークを外部からの
侵害から保護するとともに美しい外見を施すこととなっている。
【００５５】
　

当業者が本発明の範囲とその結果としての利
点とを理解するとともに本発明を再現するためには、本明細書の開示内容を超えるさらな
る説明は必要ないであろう。
【００５６】
　しかしながら、上の説明は好適な実施態様にのみ関連するものであるため、

全体またはその部品のいずれかを生産するにあたり使用するサイズおよび
／または材料も保護されることが理解される 。
【図面の簡単な説明】
【図１】　三角形の多角形だけを備えるマルチレベルエレメントの特定的な例を示す。
【図２】　複数の構成のマルチレベルアンテナの の例、つまりモノポール（２
．１）、ダイポール（２．２）、パッチ（２．３）、共面アンテナ（２．４）、ホーン（
２．５～２．６）、およびアレイ（２．７）を示す。
【図３】　三角形に基づいたマルチレベル構造 の例を示す。
【図４】　平行六面体に基づいたマルチレベル構造 の例を示す。
【図５】　五角形に基づいたマルチレベル構造 の例を示す
【図６】　六角形に基づいたマルチレベル構造 を示す。

10

20

30

40

50

(13) JP 4012733 B2 2007.11.21

無線電気的動作 略示

定在波

によれば 対象のバンド全体に
対して反射減衰量が 未満

適応化され がわかる

パターン

パターンを示し

パターンを示す

動作 ２つのローブを有する
パターン 観察することができ、このとき、典型的なアンテナ指向性利得は、

より大きい値になり、 になる

動作 動作 ドに （ＳＷＲ
およびパターンの両方） 当該アンテナ

体

マルチレベル構造物は、少なくとも１つの無給電エレメントが設けられた平面マイクロ
ストリップまたはパッチ構造物を有する複数の放射エレメントのうちの１つに含まれても
よい。また、マルチレベル構造物には、そのサイズ、共振周波数、放射パターン、または
インピーダンスを含む特性のうちの少なくとも１つを変更するために容量性エレメントま
たは誘導性エレメントが装荷されてもよい。

本発明の本
質部分の中にその詳細事項のさまざまな改変を導入できることは理解されるべきであり、
また、本発明の

べきである

組み立て物

物
物

物
物



【図７】　多面体に基づいたマルチレベル構造 を示す。
【図８】　ＧＳＭ（９００ＭＨｚ）およびＤＣＳ（８００ＭＨｚ）セルラー電話の基地局
の パッチ構成でのマルチレベルアンテナの特定的な モードの例を示す。
【図９】　 マルチレベルアンテナの入力パラメータ（５０オーム

）を示す。
【図１０】　図８ マルチレベルアンテナの放射 図を

示す。
【図１１】　屋内無線通信システム用の または無線アクセスローカルネットワーク環境
における マルチレベルアンテナの特定的な モードの例を示す。
【図１２】　 のマルチレベルアンテナの入力パラメータ（５０オーム

）を示す。
【図１３】　図１１のマルチレベルアンテナの放射 図を示す。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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物
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減衰量
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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