
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる周波数帯に対応した複数の周波数帯別アンテナ部分を有し、これら各周波
数帯別アンテナ部分は誘電性樹脂複合材の誘電体と導体とで構成されて互いに一体に統合
され、上記各周波数帯別アンテナ部分の上記誘電性樹脂複合材が、合成樹脂に誘電体無機
粉末の充填材を配合したものであ
　
　

　

誘電性樹脂統合アンテナ。
【請求項２】
　上記各周波数帯別アンテナ部分が、板状またはシート状であって、各周波数帯別アンテ
ナ部分は誘電性樹脂複合材の誘電率が互いに異なるものであり、これら各周波数帯別アン
テナ部分を積層状態に統合した請求項１に記載の誘電性樹脂統合アンテナ。
【請求項３】
　上記各周波数帯別アンテナ部分がパッチアンテナであって、各周波数帯別アンテナ部分
は誘電性樹脂複合材からなる誘電体の誘電率が互いに異なるものであり、これら各周波数
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り、
上記誘電性樹脂複合材は、
誘電体無機粉末の充填材の誘電率と該充填材の配合量との関係、および、誘電体無機粉

末の充填材の誘電正接と該充填材の配合量との関係に基づき、誘電率２０以上でかつ誘電
正接０．００５以下の誘電セラミックス粉である充填材を１０～４０容量％配合し、

上記誘電セラミックス粉の充填材は、所望の誘電特性を得るため未完全焼結体であり、
上記充填材の平均粒径は、達成すべき誘電正接に基づき０．１μｍ～１０μｍの範囲であ
る



帯別アンテナ部分は平面的に並ぶように統合した請求項１に記載の誘電性樹脂統合アンテ
ナ。
【請求項４】
　上記各周波数帯別アンテナ部分がパッチアンテナであって、各周波数帯別アンテナ部分
は誘電性樹脂複合材からなる誘電体の厚さが互いに異なるものであり、これら各周波数帯
別アンテナ部分は平面的に並ぶように統合した請求項１に記載の誘電性樹脂統合アンテナ
。
【請求項５】
　上記合成樹脂が熱可塑性樹脂であり、上記誘電性樹脂複合材は、射出形成、押し出し成
形、または圧縮成形等の溶融成形が可能なものである請求項１ないし請求項４のいずれか

に記載の誘電性樹脂統合アンテナ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、自動車等に搭載されてラジオ、テレビ、カーナビゲーター、電話、ＥＴＣ、
衝突防止用の距離センサ、ＣＳ（衛星通信）、等の各種目的の通信等をまとめて行う小型
の誘電性樹脂統合アンテナに関する。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
自動車では、ラジオ、テレビの他、ＧＰＳ（ Global Positioning System)を用いたカーナ
ビゲーションシステムや、自動料金収受システム（ＥＴＣ）の端末、携帯電話、車間距離
センサなど、多くの無線通信機器が搭載されている。これらの無線通信機器は、使用周波
数帯がそれぞれ異なり、一つのアンテナで兼用できず、各々が単独のアンテナを有してい
る。これらの通信機器のアンテナは、各機器において占める大きさの割合が大きく、車載
通信機器類の小型化の妨げとなっている。
【０００３】
そこで、本発明者は、これらの通信機器のアンテナを一体にまとめた統合アンテナを種々
試みた。統合アンテナを効果的なものとするには、個々のアンテナ部分の小型化と共に、
一体化の容易性が求められる。小型アンテナとしては、フィルムアンテナやパッチアンテ
ナ等がある。しかし、従来のこれらのアンテナは、いずれも材質の面から、小型化と一体
化の両方の条件を満たすことが難しい。
例えば、統合する個々のアンテナとして、パッチアンテナを考えたが、一般のパッチアン
テナはセラミックスを誘電体として用いるため、一体化が難しい。誘電体としてセラミッ
クスに代えて合成樹脂を用いると、一体化は容易であるが、誘電率が低いため、アンテナ
が大型化する。また、シート状の平面アンテナを積層して用いることを考えたが、誘電体
が合成樹脂であるため、小型化が難しい。
【０００４】
合成樹脂の誘電性を高めた誘電性樹脂材料としては、高誘電率の無機繊維を配合したもの
が種々提案されている。しかし、繊維は異方性があるため、これを混入した場合、表面精
度等の精度が出難く、また誘電特性についても異方性が生じる。特に、薄いフィルムとし
た場合に、異方性の影響が大きく、位相のずれを招く恐れが生じるなど、アンテナとして
の性能に影響が考えられる。特に高周波用のアンテナでは、波長が短いことから、寸法精
度等の要求が厳しく、このため、誘電体材料として繊維を混入したものでは、性能確保が
難しい。今日、自動車に搭載される通信機器は、高周波化の傾向にある。また、無機繊維
は、材料として高価であり、これを用いるとアンテナのコストが高くなる。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この発明の誘電性樹脂統合アンテナは、互いに異なる周波数帯に対応した複数の周波数
帯別アンテナ部分を有し、これら各周波数帯別アンテナ部分は誘電性樹脂複合材の誘電体
と導体とで構成されて互いに一体に統合され、上記各周波数帯別アンテナ部分の上記誘電
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性樹脂複合材が、合成樹脂に誘電体無機粉末の充填材を配合したものであ

　

。
　この構成によると、誘電体として誘電性樹脂複合材を用いるため、複数のアンテナ部分
の一体化が容易に行え、かつ合成樹脂の単独に比べて誘電率が高く、個々のアンテナ部分
の小型化が図れる。このように、個々のアンテナ部分の小型化と共に、複数のアンテナ部
分の一体化により、統合アンテナの全体の小型化が図れる。また、充填材は、粉末を用い
るため、繊維を用いる場合と異なり、異方性が生じ難く、表面精度，寸法精度の確保が容
易で、誘電特性の異方性も生じ難い。そのため、誘電特性の異方性等によって位相のずれ
等を招くことのない優れた特性のアンテナとできる。このように高性能化も可能になる。
また、粉末は繊維に比べて低コストであるため、アンテナのコストも低減できる。
　

　

　

【０００６】
【課題を解決するための手段】
この発明の誘電性樹脂統合アンテナは、互いに異なる周波数帯に対応した複数の周波数帯
別アンテナ部分を有し、これら各周波数帯別アンテナ部分は誘電性樹脂複合材の誘電体と
導体とで構成されて互いに一体に統合され、上記各周波数帯別アンテナ部分の上記誘電性
樹脂複合材が、合成樹脂に誘電体無機粉末の充填材を配合したものである。
この構成によると、誘電体として誘電性樹脂複合材を用いるため、複数のアンテナ部分の
一体化が容易に行え、かつ合成樹脂の単独に比べて誘電率が高く、個々のアンテナ部分の
小型化が図れる。このように、個々のアンテナ部分の小型化と共に、複数のアンテナ部分
の一体化により、統合アンテナの全体の小型化が図れる。また、充填材は、粉末を用いる
ため、繊維を用いる場合と異なり、異方性が生じ難く、表面精度，寸法精度の確保が容易
で、誘電特性の異方性も生じ難い。そのため、誘電特性の異方性等によって位相のずれ等
を招くことのない優れた特性のアンテナとできる。このように高性能化も可能になる。ま
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り、上記誘電性
樹脂複合材は、誘電体無機粉末の充填材の誘電率と該充填材の配合量との関係、および、
誘電体無機粉末の充填材の誘電正接と該充填材の配合量との関係に基づき、誘電率２０以
上でかつ誘電正接０．００５以下の誘電セラミックス粉である充填材を１０～４０容量％
配合し、

上記誘電セラミックス粉の充填材は、所望の誘電特性を得るため未完全焼結体であり、
上記充填材の平均粒径は、達成すべき誘電正接に基づき０．１μｍ～１０μｍの範囲であ
る

充填材は、アンテナの小型化のためには、なるべく誘電率が高く、かつ無効成分となる
誘電正接（Ｔａｎδ）については小さいほど良い。誘電性樹脂複合材は、誘電体無機粉末
の充填材の誘電率と該充填材の配合量との関係、および、誘電体無機粉末の充填材の誘電
正接と該充填材の配合量との関係に基づき、誘電率２０以上でかつ誘電正接０．００５以
下の誘電セラミックス粉である充填材を１０～４０容量％配合している。

上記誘電率が２０以上でかつ誘電正接が０．００５以下という値は、誘電セラミックス
粉として一般に得られる中で、優れた値である。充填材の配合比率は、多いほど誘電性樹
脂複合材の誘電率を高くできるが、多すぎると成形性が悪くなる。上記の誘電率および誘
電正接を持つ誘電セラミックス粉を充填材として用い、上記配合量とすると、誘電性樹脂
複合材として、例えば誘電率が５～１５程度で、誘電正接が０．０００８～０．００３程
度のものができる。この誘電率および誘電正接の値は、フィルムアンテナとして優れたも
のとなる。また、充填材の配合量が４０％以下であると、誘電性樹脂複合材の成形性にも
優れる。

上記誘電セラミックス粉の充填材は、未完全焼結体としている。高誘電セラミックスは
、焼結して初めて、優れた誘電特性が得られる。しかし、完全な焼結体としなくても、仮
焼と言われるように、実際の焼結温度よりも少し低い温度で、完全に固まらないところで
一旦焼結したものであっても、つまり未完全焼結体であっても、優れた誘電特性を得るこ
とができる。上記誘電セラミックス粉の充填材は、所望の誘電特性を得るため未完全焼結
体であり、上記充填材の平均粒径は、達成すべき誘電正接に基づき０．１μｍ～１０μｍ
の範囲であることが好ましい。実験によると、同種材料では粒径が小さい方が、誘電正接
が小さくて良好な傾向が得られる。



た、粉末は繊維に比べて低コストであるため、アンテナのコストも低減できる。
【０００７】
この発明において、上記各周波数帯別アンテナ部分を、板状またはシート状とし、これら
各周波数帯別アンテナ部分を積層状態に統合しても良い。各周波数帯別アンテナ部分は、
誘電性樹脂複合材の誘電率が互いに異なるものとする。
このように積層することで、複数のアンテナ部分の一体化が容易に行える。また、個々の
周波数帯別アンテナ部分は、誘電率が互いに異なるものとするため、周波数帯が大きく異
なっていても、各周波数帯別アンテナパターンの寸法差を小さくできる。
【０００８】
この発明において、上記各周波数帯別アンテナ部分がパッチアンテナであっても良い。こ
の場合に、各周波数帯別アンテナ部分は誘電性樹脂複合材からなる誘電体の誘電率が互い
に異なるものとする。これら各周波数帯別アンテナ部分は、例えば平面的に並ぶように統
合する。
周波数帯別アンテナ部分をパッチアンテナとし、平面的に並べると、各周波数帯別アンテ
ナ部分の一体化が容易に行える。例えば２色成形や３色成形等のように、同じ金型内で射
出成形する方法や、個々の周波数帯別アンテナ部分を熱融着や超音波融着等で溶融接着す
る方法で、容易に一体化が行える。各周波数帯別アンテナ部分は、誘電性樹脂複合材の誘
電率が互いに異なるものとするため、いずれの周波数帯のアンテナ部分も互いに同じ厚み
に、かつアンテナパターンの寸法差を小さくでき、一体の平面的な統合アンテナとできる
。
【０００９】
各周波数帯別アンテナ部分をパッチアンテナとする場合に、各周波数帯別アンテナ部分の
誘電性樹脂複合材からなる誘電体の厚さが互いに異なるものとし、これら各周波数帯別ア
ンテナ部分が平面的に並ぶように統合しても良い。
このように厚さを変えると、同じ誘電率の誘電性樹脂複合材を用いることができて、製造
が容易であり、より低コスト化が図れる。
【００１０】
この発明の上記各構成の場合に、上記合成樹脂は熱可塑性樹脂とし、上記誘電性樹脂複合
材は、射出形成、押し出し成形、または圧縮成形等の溶融成形が可能なものとすることが
好ましい。
このような材質の誘電性樹脂複合材を用いることにより、溶融成形により、誘電性樹脂統
合アンテナを希望の形状に簡単に成形することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
この発明の第１の実施形態を図１と共に説明する。この誘電性樹脂統合アンテナ１０は、
互いに異なる周波数帯に対応した複数の周波数帯別アンテナ部分１～３を有する。これら
各周波数帯別アンテナ部分１～３は、誘電性樹脂複合材の誘電体部５と導体６とで構成さ
れる。各周波数帯別アンテナ部分１～３は、板状またはシート状等の平面状であり、互い
に積層状態に統合される。この統合は、例えば熱融着や超音波融着等の溶融接着により、
誘電体部５が相互に一体化するように行われる。各周波数帯別アンテナ部分１～３がフィ
ルム状のものである場合は、ラミネート加工等により一体に統合しても良い。
各周波数帯別アンテナ部分１～３は、平面状の誘電体５の表面に導体６が所定のアンテナ
パターンで形成されたものである。導体６は、例えば印刷または蒸着等により被着された
箔状のものである。これら各周波数帯別アンテナ部分１～３の導体６のアンテナパターン
は、それぞれのアンテナ部分１～３の周波数ｆ１～ｆ３に応じたパターンとされている。
また、各周波数帯別アンテナ部分１～３の導体６は、互いに重なり部分を略生じないパタ
ーンとされている。
【００１４】
各周波数帯別アンテナ部分１～３の誘電体５の誘電性樹脂複合材は、合成樹脂に誘電体無
機粉末の充填材を配合したものであり、充填材として粉末が用いられている。誘電性樹脂
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複合材の具体的な材質例は、各図の実施形態の説明の後に述べる。これらの周波数帯別ア
ンテナ部分１～３の誘電体５は、誘電性樹脂複合材の誘電率が互いに異なるものとされる
。この場合に、各周波数帯別アンテナ部分１～３の厚みの差が少なくなるように、各周波
数帯別アンテナ部分１～３の誘電体５の誘電率ε１～ε３が設定されている。この実施形
態では、各周波数帯別アンテナ部分１～３の周波数ｆ１～ｆ３は桁が異なり、ｆ１≪ｆ２
≪ｆ３であって、誘電率ε１～ε３は、ε１≫ε２≫ε３となっている。誘電率の違いは
、誘電性樹脂複合材に配合する誘電体無機粉末の充填材の配合割合などで調整される。
【００１５】
この構成の誘電性樹脂統合アンテナ１０によると、誘電体５として誘電性樹脂複合材を用
いたため、複数のアンテナ部分１～３の一体化が容易に行える。また合成樹脂の単独に比
べて誘電率が高く、個々のアンテナ部分１～３の小型化が図れる。このように、個々のア
ンテナ部分１～３の小型化と共に、複数のアンテナ部分１～３の一体化により、統合アン
テナ１０の全体の小型化が図れる。また、充填材は、粉末を用いるため、繊維を用いる場
合と異なり、異方性が生じ難く、表面精度，寸法精度の確保が容易で、誘電特性の異方性
も生じ難い。そのため、誘電特性の異方性等によって位相のずれ等を招くことのない優れ
た特性のアンテナ１０とできる。また、粉末は繊維に比べて低コストであるため、アンテ
ナ１０のコストも低減できる。
各周波数帯別アンテナ部分１～３は、平面状として積層により一体化したため、一体化が
容易に行える。また、個々の周波数帯別アンテナ部分１～３は、誘電率ε１～ε３が互い
に異なるものとしたため、周波数帯が大きく異なっていても、各周波数帯別アンテナ部分
（パターン１～３の寸法）の差を小さくできる。
【００１６】
図２，図３は、この発明の他の実施形態を示す。この実施形態の誘電性樹脂統合アンテナ
２０は、各周波数帯別アンテナ部分２１～２６がパッチアンテナであって、これら各周波
数帯別アンテナ部分２１～２６を平面的に並ぶように統合したものである。図示の例では
、各周波数帯別アンテナ部分２１～２６は、それぞれ矩形とされ、２列に配列されている
。パッチアンテナからなる各周波数帯別アンテナ部分２１～２６は、それぞれ誘電性樹脂
複合材の誘電体２７と、この誘電体２７を挟んで表裏に設けた放射側および接地側の導体
２８，２９とからなる。誘電性樹脂複合材は、上記実施形態と同じく合成樹脂に誘電体無
機粉末の充填材を配合したものである。各導体２８，２９は、例えば銀または同等の金属
箔または金属薄板が用いられる。各導体２８は、例えば図３に示すように、フープ材の利
用によって、複数の導体２８がリード線部２８ａと一体とつながった状態に打ち抜き形成
される。
各周波数帯別アンテナ部分２１～２６は、誘電体２７の誘電性樹脂複合材の誘電率が互い
に異なるものとされている。この場合に、各周波数ｆ１～ｆ６用の周波数帯別アンテナ部
分２１～２６は、その周波数ｆ１～ｆ６に応じて、互いに厚みが一定となるような誘電率
ε１～ε６とされている。誘電率の違いは、誘電性樹脂複合材に配合する誘電体無機粉末
の充填材の配合割合などで調整される。
【００１７】
各周波数帯別アンテナ部分２１～２６の一体化状態の統合は、例えば２色成形ないし３色
成形等の方法により、同じ金型に各誘電率の誘電性樹脂複合材を順次または同時に注入す
る射出成形によって行う。すなわち複数材料同時成形とする。導体２８，２９は、インサ
ート成形等で誘電体２７に固定する。周波数帯別アンテナ部分２１～２６の一体化状態の
統合は、この他に、個々の周波数帯別アンテナ部分２１～２６を製造しておいて、熱融着
や超音波融着等の溶融接着によって行っても良い。周波数帯別アンテナ部分２１～２６が
３個以上ある場合、そのうちのいくつか複数を上記の複数材料同時形成とし、その同時成
形したもの同士、または同時成形したものと単独の周波数帯別アンテナ部分２１～２６を
融着より一体化しても良い。
【００１８】
この構成の場合も、誘電体２７の誘電性樹脂複合材に誘電体無機粉末の充填材を配合した
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ものを用いたことによる小型化、高性能化、および低コスト化、並びに複数の周波数帯別
アンテナ部分２１～２６の統合による小型化の効果が得られる。
【００１９】
なお、各周波数帯別アンテナ部分をパッチアンテナとして平面状に配列する場合、例えば
図４に示すように、誘電性樹脂統合アンテナ３０を円周方向に複数個に区画し、その各区
画部分を周波数帯別アンテナ部分３１～３４としても良い。各周波数帯別アンテナ部分３
１～３４は、図２の実施形態と同様に、誘電体３５とその両面の導体３６とで構成する。
また、図５に示すように、誘電性樹脂統合アンテナ４０を、中心の円形部分およびその外
周の円環状部分に区画し、各区画部分を周波数帯別アンテナ部分４１～４３としても良い
。各周波数帯別アンテナ部分４１～４３は、図２の実施形態と同様に、誘電体４４とその
両面の導体４５とで構成する。
これら図４および図５の実施形態における各周波数帯別アンテナ部分３１～３４，４１～
４３の統合は、図２の実施形態と同様に、同時成形または融着により行う。誘電体３５，
４４の材質は、上記各実施形態と同じく合成樹脂に誘電体無機粉末の充填材を配合した誘
電性樹脂複合材である。
【００２０】
図６は、この発明のさらに他の実施形態を示す。この実施形態の誘電性樹脂統合アンテナ
５０は、各周波数帯別アンテナ部分５１～５３をパッチアンテナとし、これら周波数帯別
アンテナ部分５１～５３は、誘電体５４の厚さを互いに異ならせたものとする。これら各
周波数帯別アンテナ部分５１～５３は、平面的に並ぶように一体に統合する。各周波数帯
別アンテナ部分５１～５３は、誘電体５４の両面に導体５５，５６を設けたものである。
各周波数帯別アンテナ部分５１～５３の誘電率εは、互いに同じとしてある。誘電体５４
の材質は、第１の実施形態と同じく合成樹脂に誘電体無機粉末の充填材を配合したもので
ある。
【００２１】
各周波数帯別アンテナ部分５１～５３の一体化は、例えば誘電性樹脂統合アンテナ５０の
全体の誘電体５４を一体に射出成形で成形することで行う。
この他に、図７（Ａ）に示すように、それぞれ幅の異なる均一厚さの複数の分割誘電体５
４ａ～５４ｃを別々に成形し、後にこれらの分割誘電体５４ａ～５４ｃを重ねて溶融接着
することで、各周波数帯別アンテナ部分５１～５３毎に厚さの異なる誘電体５４を形成し
ても良い。
また、図７（Ｂ）に示すように、それぞれ幅の異なる均一厚さの複数の分割誘電体５４ａ
～５４ｃを、先に成形された部分をインサートして順次成形して行くようにしても良い。
【００２２】
このように、各周波数帯別アンテナ部分５１～５３を、厚さの異なるものとすると、同じ
誘電率の誘電性樹脂複合材を用いて周波数の違いに対応できる。そのため製造が容易であ
り、より低コスト化が図れる。
【００２３】
なお、上記各実施形態において、誘電性樹脂複合材は、誘電体特性に異方性が実質上ない
ものとしてある。ここで言う「異方性が実質上ない」とは、アンテナとして異方性が性能
に影響しない程度に低いことを言う。この誘電性樹脂複合材は、誘電率に限らず、異方性
のないもの、例えば熱膨張率においても異方性がないものであることが好ましい。上記充
填材は、複数種類の充填材を混合させて配合しても良い。合成樹脂についは、複数種を混
合させずに１種類としている。誘電性樹脂複合材は、誘電性樹脂組成物とも言える。
【００２４】
次に、上記各実施形態で用いられる誘電性樹脂複合材の具体例を説明する。誘電性樹脂複
合材としては、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）樹脂、ポリプロピレン（ＰＰ）等
の熱可塑性樹脂に、誘電体無機粉末の充填材として、チタン酸バリウム、チタン酸ストロ
ンチウム、チタン酸カルシウム、チタン酸カルシウムマグネシウム、チタン酸ネオジウム
等のチタン酸塩や、酸化チタンを配合したものが使用できる。この充填材は粉末であり、
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繊維状のものではない。配合割合は、例えば５～７０容量％の範囲が好ましいが、より好
ましくは１０～４０％である。
【００２５】
この実施形態において、誘電性樹脂複合材に求める目標性能は、高周波数帯（ギガヘルツ
（ＧＨｚ）単位の周波数帯）において、誘電率が５以上と高く、誘電正接（＝Ｔａｎδ）
が０．００５以下、好ましくは０．００１以下と低く、かつ溶融成形可能な樹脂複合材で
あることである。合成樹脂の単独で誘電率は２～４程度であるため、誘電性樹脂複合材と
しては、誘電率は５以上が好ましい。溶融成形は、例えば、射出成形、押し出し成形、ま
たは圧縮成形のいずれかが行えれば良い。この目標性能を達成するために、合成樹脂およ
び充填材は次の材質および配合とすることが好ましい。
【００２６】
合成樹脂は、もともと、誘電率には大差がないため、できるだけ誘電正接（＝Ｔａｎδ）
が小さい材料、つまりＱ値（＝１／Ｔａｎδ）が高い材料が好ましい。合成樹脂のＴａｎ
δは、０．００３以下のものが好ましく、このＴａｎδの条件を充足するものとして、ポ
リプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）、フルオロエチレンプロピレン（ＦＥＰ）、ポリフェニレンエーテル（ＰＰＥ）、シン
ジオタクティックポリスチレン（ＳＰＳ）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、液
晶ポリマー（ＬＣＰ）等がある。これらの合成樹脂のいずれをこの誘電性樹脂複合材に用
いても良い。
【００２７】
充填材は、なるべく誘電率が高く、かつ誘電正接（＝Ｔａｎδ）が小さいものが良い。充
填材としては、誘電率が２０以上で、かつＴａｎδが０．００５以下の高誘電セラミック
ス粉が好ましい。この条件には、上記の誘電体無機粉末の充填材のうち、チタン酸バリウ
ムがＴａｎδの条件で大きく外れるが他の各充填材、すなわちチタン酸ストロンチウム、
チタン酸カルシウム、チタン酸カルシウムマグネシウム、チタン酸ネオジウム等のチタン
酸塩や、酸化チタンは、いずれも該当する。
充填材の配合量の例は、後に示す表１に記載するが、同表に記載のようにチタン酸ストロ
ンチウム、チタン酸カルシウム、チタン酸カルシウムマグネシウム、チタンサンネオジウ
ム等を１０～４０容量％の範囲で配合すると、誘電率が５～１５程度で、Ｔａｎδが０．
０００８～０．００３程度の誘電性樹脂複合材とできた。
【００２８】
なお、誘電セラミックス粉は、焼結して初めて優れた誘電特性が得られることから、仮焼
と言って、実際の焼結温度（１３００℃程度）より、少し下の温度で、完全に固まらない
ことろで一旦焼成する。密度的には、完全焼結体の密度を１００とすると、仮焼の未完全
焼結体の密度は、９７以上で１００未満の割合が好ましい。なお、従来の誘電性樹脂複合
材の一般の提案例は、完全焼結体であり、製造工程上で完全に焼結されたものとする必要
がある。また、液層法にて、誘電体粉末を直接作ったものも好ましい。
【００２９】
誘電体無機粉末の充填材の粒径は、平均粒径が０．１μｍ～１０μｍの範囲であることが
好ましい。実験によると、同種材料では粒径が小さい方が、Ｔａｎδが小さくて良好な傾
向が見られる。
【００３０】
次に、各種誘電性樹脂複合材の誘電率等を実験した実験例、および経験式より求めた誘電
率等につき説明する。
表１は、誘電性樹脂複合材における合成樹脂をポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）と
し、充填材の種類および配合量を、表中に記載のように種々変えた場合の実験結果（生デ
ータ）を示す。サンプルは、サンプル No１～１５に示す１５種類である。充填材の種類で
整理したため、サンプル Noは非整列となっている。表１において、充填材名に付した符号
Ａ～Ｃは、同じ充填材種類であって、配合量のみが異なるものに同じ符号を付し、充填材
種類が同じであっても、そのグレード等が異なるものは、異なる符号を付してある。
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この表から、前述の内容を繰り返すが、チタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシウム、
チタン酸カルシウムマグネシウム、チタンサンネオジウム等を１０～４０容量％の範囲で
配合すると、誘電率が５～１５程度で、Ｔａｎδが０．０００８～０．００３程度の誘電
性樹脂複合材ことがわかる。
【００３１】
【表１】
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【００３２】
図８は、誘電性樹脂複合材における合成樹脂をポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）と
し、誘電体無機粉末の充填材をチタン酸ストロンチウムとして、配合量を種々変えた場合
の誘電率の実測値、および誘電率の経験式の値（理論値）を重ねて示す。図９は同じくそ
れらの誘電正接（＝Ｔａｎδ）の値を示す。
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これらのグラフから、経験式の値は実測値と近似しており、経験式から、充填材の配合量
を増やすに従い、誘電率が高くなり、配合量が８０％程度になると、誘電率は８０程度と
大きくなることがわかる。誘電正接（＝Ｔａｎδ）の値も、充填材の配合量の増加に従っ
て大きくなるが、その増加の割合は小さい。
【００３３】
図１０，図１１は、誘電性樹脂複合材における合成樹脂をポリフェニレンサルファイド（
ＰＰＳ）とし、誘電体無機粉末の充填材をチタン酸カルシウムマグネシウムとした場合の
例を、図８，図９と同様に示したものである。充填材がチタン酸カルシウムマグネシウム
の場合は、充填材の配合量を増やすに従い、誘電率が高くなるが、Ｔａｎδは低下する。
【００３４】
図１２～図１７は、誘電性樹脂複合材における合成樹脂がポリプロピレン（ＰＰ）である
場合について、図中に記載の充填材を用いた場合の例を、図８，図９と同様に示したもの
である。
【００３５】
なお、上記各実施形態など、この発明の誘電性樹脂統合アンテナにおいて、各周波数帯別
アンテナ部分は、それぞれラジオ、テレビ、ＧＰＳ（ Global Positioning System)を用い
たカーナビゲーションシステムの端末、自動料金収受システム（ＥＴＣ）の端末、携帯電
話、車間距離センサなどに用いられる。
【００３６】
【発明の効果】
　この発明の誘電性樹脂統合アンテナは、互いに異なる周波数帯に対応した複数の周波数
帯別アンテナ部分を有し、これら各周波数帯別アンテナ部分は誘電性樹脂複合材の誘電体
と導体とで構成されて互いに一体に統合され、上記各周波数帯別アンテナ部分の上記誘電
性樹脂複合材が、合成樹脂に誘電体無機粉末の充填材を配合したものであるため、周波数
帯の異なる通信が一つのアンテナで行え、小型化、高性能化、および低コスト化が図れる
。
　

　

　

【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ），（Ｂ）は、それぞれこの発明の第１の実施形態にかかる誘電性樹脂統合
アンテナの分解斜視図および外観斜視図である。
【図２】（Ａ），（Ｂ）は、それぞれこの発明の他の実施形態にかかる誘電性樹脂統合ア
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上記誘電性樹脂複合材は、誘電体無機粉末の充填材の誘電率と該充填材の配合量との関
係、および、誘電体無機粉末の充填材の誘電正接と該充填材の配合量との関係に基づき、
誘電率２０以上でかつ誘電正接０．００５以下の誘電セラミックス粉である充填材を１０
～４０容量％配合している。

上記誘電率が２０以上でかつ誘電正接が０．００５以下という値は、誘電セラミックス
粉として一般に得られる中で、優れた値である。充填材の配合比率は、多いほど誘電性樹
脂複合材の誘電率を高くできるが、多すぎると成形性が悪くなる。上記の誘電率および誘
電正接を持つ誘電セラミックス粉を充填材として用い、上記配合量とすると、誘電性樹脂
複合材として、例えば誘電率が５～１５程度で、誘電正接が０．０００８～０．００３程
度のものができる。この誘電率および誘電正接の値は、フィルムアンテナとして優れたも
のとなる。また、充填材の配合量が４０％以下であると、誘電性樹脂複合材の成形性にも
優れる。

上記誘電セラミックス粉の充填材は、未完全焼結体としている。高誘電セラミックスは
、焼結して初めて、優れた誘電特性が得られる。しかし、完全な焼結体としなくても、仮
焼と言われるように、実際の焼結温度よりも少し低い温度で、完全に固まらないところで
一旦焼結したものであっても、つまり未完全焼結体であっても、優れた誘電特性を得るこ
とができる。上記誘電セラミックス粉の充填材は、所望の誘電特性を得るため未完全焼結
体であり、上記充填材の平均粒径は、達成すべき誘電正接に基づき０．１μｍ～１０μｍ
の範囲であることが好ましい。実験によると、同種材料では粒径が小さい方が、誘電正接
が小さくて良好な傾向が得られる。



ンテナの斜視図およびそのＢ－Ｂ線断面図である。
【図３】同アンテナの導体の一例を示す平面図である。
【図４】この発明のさらに他の実施形態の平面図である。
【図５】この発明のさらに他の実施形態の平面図である。
【図６】（Ａ），（Ｂ）は、それぞれこの発明のさらに他の実施形態の斜視図および線断
面図である。
【図７】（Ａ），（Ｂ）はそれぞれ同実施形態における誘電体の製造方法の各例を示す説
明図である。
【図８】特定樹脂に特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種々変えた
場合の誘電率の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図９】同特定樹脂に同特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種々変
えた場合の誘電正接の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１０】同特定樹脂に他の特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種
々変えた場合の誘電率の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１１】同特定樹脂に同特定の充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種
々変えた場合の誘電正接の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１２】他の特定樹脂に他の特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を
種々変えた場合の誘電率の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１３】同特定樹脂に同特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種々
変えた場合の誘電正接の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１４】同特定樹脂にさらに他の特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合
量を種々変えた場合の誘電率の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１５】同特定樹脂に同特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種々
変えた場合の誘電正接の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１６】同特定樹脂にさらに他の特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合
量を種々変えた場合の誘電率の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【図１７】同特定樹脂に同特定充填材を配合した誘電性樹脂複合材につき、配合量を種々
変えた場合の誘電正接の実測値と経験式による値とを示すグラフである。
【符号の説明】
１～３…周波数帯別アンテナ部分
５…誘電体
６…電極
１０…誘電性樹脂統合アンテナ
２０…誘電性樹脂統合アンテナ
２１～２６…周波数帯別アンテナ部分
２７…誘電体
２８，２９…電極
３０…誘電性樹脂統合アンテナ
３１～３４…周波数帯別アンテナ部分
３５…誘電体
３６…電極
４０…誘電性樹脂統合アンテナ
４１～４３…周波数帯別アンテナ部分
４４…誘電体
４５…電極
５０…誘電性樹脂統合アンテナ
５１～５３…周波数帯別アンテナ部分
５４…誘電体
５５…電極
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【 図 ９ 】
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【 図 １ １ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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