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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体で形成され、底壁と、該底壁の両側から立ち上がった一対の側壁と、該底壁から該
一対の側壁の奥側の辺に沿って立ち上がった後壁と、前記一対の側壁のうちの一方の側壁
の上縁から他方の側壁に向かって、該他方の側壁との間に間隔を空けた位置まで延在した
上壁とを有する箱体と、
　前記上壁に固定され該上壁の前記他方の側壁側の辺を越えて該辺よりも該他方の側壁に
近づいた位置まで張り出している基板と、
　前記基板の、前記上壁から張り出した位置に、電波放射口を前記奥側とは反対の手前側
に向けて固定されたアンテナとを備えたことを特徴とするアンテナユニット。
【請求項２】
　前記箱体は、一枚の導体板を折り曲げることで形成されたものであることを特徴とする
請求項１記載のアンテナユニット。
【請求項３】
　当該アンテナユニットが、電子装置に搭載されるものであり、
　前記箱体は、前記後壁の上縁から後方に広がり、前記電子装置に固定されるフランジを
有するものであることを特徴とする請求項１又は２記載のアンテナユニット。
【請求項４】
　無線信号を送受信するアンテナユニットが搭載された電子装置において、
　前記アンテナユニットが、
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　導体で形成され、底壁と、該底壁の両側から立ち上がった一対の側壁と、該底壁から該
一対の側壁の奥側の辺に沿って立ち上がった後壁と、前記一対の側壁のうちの一方の側壁
の上縁から他方の側壁に向かって、該他方の側壁との間に間隔を空けた位置まで延在した
上壁とを有する箱体と、
　前記上壁に固定され該上壁の前記他方の側壁側の辺を越えて該辺よりも該他方の側壁に
近づいた位置まで張り出している基板と、
　前記基板の、前記上壁から張り出した位置に、電波放射口を前記奥側とは反対の手前側
に向けて固定されたアンテナとを備えたものであることを特徴とする電子装置。
【請求項５】
　前記アンテナユニットの、該アンテナユニットからの電波放射方向前方及び上面方向に
は非導体部品のみが配置されていることを特徴とする請求項４記載の電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本件は、無線信号を送受信するアンテナユニット、および、そのようなアンテナユニッ
トが搭載された電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信機能を有するノート型のパーソナルコンピュータ（ノートＰＣ）や携帯
情報端末等の電子装置が普及している。これら無線通信機能を有する電子装置には、外部
装置と無線通信するための小型のアンテナ（例えば、特許文献１～特許文献３参照）が実
装されている。
【０００３】
　一般に、アンテナの近傍に金属等の導体が存在すると、そのアンテナでの無線通信が導
体によって阻害されてしまう。このため、従来、上記のような電子装置へのアンテナの実
装は、その電子装置内の導体部品とアンテナとが互いに十分に離れるように行われている
。このような実装により、電子装置内におけるアンテナの高いアンテナ利得特性が実現さ
れている。
【特許文献１】特開平９－７４３１２号公報
【特許文献２】特開２００４－６１３０９号公報
【特許文献３】特開２００４－１８０３２９号公報
【発明の開示】
【０００４】
　ここで、ノートＰＣ等の電子装置については、近年、一層の小型化が求められている。
そのために、これらの電子装置の実装部品についての更なる高密度実装が必要となってい
る。しかしながら、上述したように高いアンテナ利得特性の実現のためには、電子装置内
でアンテナを導体部品から十分に離して実装する必要がある。その結果、アンテナを実装
するのに要する電子装置内での空間（占有空間）が広くなってしまう。そして、そのよう
なアンテナの実装における制約が、電子装置の実装部品についての高密度実装実現の障害
となっている。
【０００５】
　本件は、上記事情に鑑み、高いアンテナ利得特性を実現しつつも、電子装置に占有空間
を抑えてアンテナを実装することができるアンテナユニットと、そのようなアンテナユニ
ットが搭載された電子装置とを提供することを目的とする。
【０００６】
　上記目的を達成するアンテナユニットの基本形態は、箱体と基板とアンテナとを備えて
いる。
【０００７】
　箱体は、導体で形成され、底壁と一対の側壁と後壁と上壁とを有するものである。一対
の側壁は、上記底壁の両側から立ち上がった壁である。後壁は、上記底壁から上記一対の
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側壁の奥側の辺に沿って立ち上がった壁である。上壁は、上記一対の側壁のうちの一方の
側壁の上縁から他方の側壁に向かって、その他方の側壁との間に間隔を空けた位置まで延
在した壁である。
【０００８】
　基板は、上記上壁に固定されその上壁の上記他方の側壁側の辺を越えてその辺よりもそ
の他方の側壁に近づいた位置まで張り出しているものである。
【０００９】
　アンテナは、上記基板の、上記上壁から張り出した位置に、電波放射口を前記奥側とは
反対の手前側に向けて固定されたものである。
【００１０】
　また、上記目的を達成する電子装置の基本形態は、上記アンテナユニットを備えたもの
となっている。
【００１１】
　本件によれば、高いアンテナ利得特性を実現しつつも、電子装置に占有空間を抑えてア
ンテナを実装することができるアンテナユニットと、そのようなアンテナユニットが搭載
された電子装置とを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】基本形態について説明した電子装置の具体的な一実施形態に相当するノート型の
パーソナルコンピュータ（ノートＰＣ）を示す図である。
【図２】図１に斜視図で示されている箱体の三面図である。
【図３】図１の本体ユニットにアンテナユニットが実装されている様子を模式的に示す透
視図である。
【図４】比較例のアンテナ実装方法でチップアンテナが実装されている様子を示す模式図
である。
【図５】本実施形態のアンテナユニットを利用したアンテナ実装方法でチップアンテナが
実装されている様子を示す模式図である。
【図６】比較例のアンテナ実装で得られる利得を計測するためのサンプルの共通の構造を
示す図である。
【図７】図７は、本実施形態のアンテナユニットを使ったアンテナ実装方法で得られる利
得を計測するためのサンプルの共通の構造を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、上記に基本形態について説明したアンテナユニットおよび電子装置の具体的な実
施形態について、図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は、基本形態について説明した電子装置の具体的な一実施形態に相当するノート型
のパーソナルコンピュータ（ノートＰＣ）を示す図である。
【００１５】
　このノートＰＣ１０は、上記のように本体ユニット２０と表示ユニット３０とを備えて
いる。これら本体ユニット２０と表示ユニット３０は、表示ユニット３０が本体ユニット
２０に対し開閉自在となるように連結されている。
【００１６】
　ノートＰＣ１０の本体ユニット２０は、本体筐体２１内に、ハードディスク装置や各種
基板等といった部品が収納されて構成されている。また、本体ユニット２０は、その上面
に、複数のキーが並べられたキーボード２２、トラックパッド２３、クリックボタン２４
を備えている。
【００１７】
　さらに、この本体ユニット２０には、無線通信用のアンテナを有し、無線信号を送受信
するアンテナユニット１００が実装されている。本実施形態では、このアンテナユニット
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１００は、本体ユニット２０内の、図中での手前側の右隅に配置されている。
【００１８】
　このアンテナユニット１００が、基本形態について説明したアンテナユニットの具体的
な一実施形態に相当する。
【００１９】
　図１には、ノートＰＣ１０を示す図の下に、アンテナユニット１００の拡大図が示され
ている。
【００２０】
　アンテナユニット１００は、以下に説明する箱体１１０と、基板１２０と、チップアン
テナ１３０とを備えている。箱体１１０が、上述の基本形態における箱体の一例に相当す
る。また、基板１２０が、上述の基本形態における基板の一例に相当する。また、チップ
アンテナ１３０が、上述の基本形態におけるアンテナの一例に相当する。
【００２１】
　まず、箱体１１０について説明する。
【００２２】
　図２は、図１に斜視図で示されている箱体の三面図である。
【００２３】
　図２のパート（ａ）には、箱体１１０の正面図が示されている。また、図２のパート（
ｂ）には、箱体１１０の上面図が示されている。さらに、図２のパート（ｃ）には、箱体
１１０の右側面図が示されている。
【００２４】
　以下、図１と図２とを参照して箱体１１０について説明する。
【００２５】
　箱体１１０は、金属板で形成され、底壁１１５と左側壁１１２と右側壁１１３と後壁１
１４と上壁と１１１とを有している。
【００２６】
　左側壁１１２と右側壁１１３は、底壁１１５の左右両側から立ち上がった壁である。ま
た、後壁１１４は、底壁１１５から左右一対の側壁１１２，１１３の奥側の辺に沿って立
ち上がった壁である。上壁１１１は、左側壁１１２の上縁から右側壁１１３に向かって、
その右側壁１１３との間に間隔を空けた位置まで延在した壁である。
【００２７】
　この箱体１１０の底壁１１５が、上述の基本形態における底壁の一例に相当する。また
、左側壁１１２と右側壁１１３とが、この基本形態における一対の側壁の一例に相当する
。また、後壁１１４が、この基本形態における後壁の一例に相当する。そして、上壁１１
１が、この基本形態における上壁の一例に相当する。
【００２８】
　本実施形態では、このような壁の構成により、箱体１１０の前面が第１の開口１１０ａ
となっている。さらに、上壁１１１と右側壁１１３との間に空いた隙間が、上記の第１の
開口１１０ａと繋がった第２の開口１１１ａとなっている。
【００２９】
　また、本実施形態では、後壁１１４が、図１の本体ユニット２０内でアンテナユニット
１００が取り付けられる箇所の高さに合わせて高くなっている。また、右側壁１１３が、
この後壁１１４の高さに合わせて、後壁１１４の高さと同じ高さまで高くなっている。さ
らに、その後壁１１４の上縁が、後方に折り曲げられている。この折り曲げられた部分は
、アンテナユニット１００を、本体ユニット２０内にネジ止め固定するときの、ネジ止め
用のフランジ１１４ａとなっている。このフランジ１１４ａには、ネジ止め用の貫通孔１
１４ｂと切欠き１１４ｃとが設けられている。
【００３０】
　本実施形態では、箱体１１０にこのようなフランジ１１４ａが設けられていることで、
アンテナユニット１００を図１の本体ユニット２０内に確実に搭載することができる。
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【００３１】
　このことは、上述のアンテナユニットおよび電子装置の基本形態に対し、次のような応
用形態が好適であることを意味している。この応用形態では、このアンテナユニットが、
電子装置に搭載されるものであり、上記箱体は、上記後壁の上縁から後方に広がり、上記
電子装置に固定されるフランジを有するものとなっている。
【００３２】
　本実施形態のアンテナユニット１００は、この応用形態の一実施形態にも相当している
。また、本実施形態の箱体１１０は、この応用形態における箱体の一例にも相当している
。そして、上記のフランジ１１４ａが、この応用形態におけるフランジの一例に相当して
いる。
【００３３】
　また、本実施形態では、この箱体１１０が、１枚の金属板を、図中の黒矢印Ａに沿って
折り曲げることで形成されている。そして、その折曲げ形成後に、左右一対の側壁１１２
，１１３の奥側の辺および上壁１１１の奥側の辺が、各々後壁１１４に溶接されている。
【００３４】
　本実施形態では、箱体１１０において、このような折曲げ形成が採用されていることで
、製造の簡単化、延いては製造コストの削減が実現されている。
【００３５】
　このことは、上述のアンテナユニットおよび電子装置の基本形態に対し、上記箱体は、
一枚の導体板を折り曲げることで形成されたものであるという応用形態が好適であること
を意味している。
【００３６】
　本実施形態の箱体１１０は、この応用形態における箱体の一例にも相当している。
【００３７】
　この箱体１１０において、上壁１１１は、以下に説明する基板１２０がネジ止め固定さ
れるフランジの役割も果たしている。上壁１１１には、基板１２０のネジ止め用の貫通孔
１１１ｂが設けられている。
【００３８】
　以上で箱体１１０についての説明を終了し、図１を参照して基板１２０について説明す
る。
【００３９】
　基板１２０は、帯状の板であって、上壁１１１にネジ１２１によって固定され、この上
壁１１１の左側壁１１３側の辺を越えてその辺よりも左側壁１１３に近づいた位置まで上
記の第２の開口１１１ａの上に張り出している。そして、この基板１２０の、上壁１１１
から第２の開口１１１ａの上に張り出した位置にチップアンテナ１３０が固定されている
。
【００４０】
　尚、本実施形態では、このチップアンテナ１３０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
の規格に準拠した無線通信のためのアンテナとなっている。そして、基板１２０には、こ
のチップアンテナ１３０を介した無線通信を司る通信モジュール（ＢＴモジュール）１２
２が搭載されている。チップアンテナ１３０とＢＴモジュール１２２とは、基板１２０上
に形成された給電パターン１２３で電気的に接続されている。チップアンテナ１３０で送
受信されるＲＦ信号は、この給電パターン１２３を通ってチップアンテナ１３０とＢＴモ
ジュール１２２との間を行き来する。
【００４１】
　また、基板１２０の左側の端部には、外部とのインターフェースとして、ＦＦＣ（Ｆｌ
ｅｘｉｂｌｅ　Ｆｌａｔ　Ｃａｂｌｅ）コネクタ１２４が搭載されている。そして、基板
１２０と外部とを繋ぐＦＦＣ１２５が、このＦＦＣコネクタ１２４に接続されている。ま
た、ＦＦＣ１２５は、箱体１１０の上壁１１１にテープ１２６で固定されている。
【００４２】
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　次に、チップアンテナ１３０について説明する。
【００４３】
　上述したように、このチップアンテナ１３０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の規
格に準拠した無線通信のためのアンテナであり、基板１２０の、上記の第２の開口１１１
ａの上に張り出している位置に固定されている。
【００４４】
　チップアンテナ１３０は、図１に示すように直方体形状を有しており、長手方向と交わ
る２つの側面のうちの１つの側面が、電波を放射する電波放射口１３１となっている。そ
して、このチップアンテナ１３０は、電波放射口１３１が、箱体１１０の第１の開口１１
０ａの方、即ち、この箱体１１０の前面を向くように基板１２０に固定されている。
【００４５】
　以上に説明した、本実施形態のアンテナユニット１００では、箱体１１０が一種の共振
箱として機能し、それによってチップアンテナ１３０の利得が詳細については後述するよ
うに非常に高められている。その結果、たとえ、このアンテナユニット１００が金属部品
の近傍に実装されたとしても、金属部品によるアンテナの利得低下が、箱体１１０による
利得の向上分で補われるので、チップアンテナ１３０の高いアンテナ利得特性が実現され
ることとなる。そのため、このアンテナユニット１００によれば、高いアンテナ利得特性
の実現のために、周囲の金属部品とチップアンテナ１３０との間の距離について気を配る
必要がないので、このアンテナ利得向上の実現に要する占有空間の省スペース化が図られ
る。つまり、このアンテナユニット１００によれば、チップアンテナ１３０を高い利得を
実現しつつも、占有空間を抑えて実装することができる。
【００４６】
　図３は、図１の本体ユニットにアンテナユニットが実装されている様子を模式的に示す
透視図である。
【００４７】
　上述したように、アンテナユニット１００は、図１の本体ユニット２０の図中での手前
側の右隅に実装されている。このアンテナユニット１００は、本体ユニット２０の筐体を
構成する底板２７上の、その右隅の位置に配置される。また、この本体ユニット２０では
、上記アンテナユニット１００の、そのアンテナユニット１００からの電波放射方向前方
及び上面方向には非導体部品のみが配置されていることが必要である。
【００４８】
　以下、本実施形態のアンテナユニット１００を使ったときの、チップアンテナ１３０の
実装における占有空間の抑制効果について具体的に説明する。
【００４９】
　まず、本実施形態のアンテナユニット１００による占有空間の抑制効果と比較するため
に、比較例のアンテナ実装方法について説明する。
【００５０】
　図４は、比較例のアンテナ実装方法でチップアンテナが実装されている様子を示す模式
図である。
【００５１】
　尚、この図４では、図１に示す本実施形態のアンテナユニット１００の構成要素と同等
な構成要素については図１と同じ符号を付して示し、以下では、これらの構成要素につい
ての重複説明を省略する。
【００５２】
　この図４には、チップアンテナ１３０が搭載された基板１２０が、筐体の底板２７に立
設されたボス２９にネジ止めによって固定されている。
【００５３】
　ここで、この図４では、図３のアンテナユニット１００の周辺構造と同等な周辺構造を
想定して、図３の導体製の取付ブロック２５と同等な形状の導体ブロック２５’が、基板
１２０を囲んで配置されている。この図４に示す構造では、チップアンテナ１３０でのア
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ンテナ特性を実現するためには、チップアンテナ１３０に最も近い、筐体の右側面(導体
の場合)から、そのチップアンテナ１３０を１０ｍｍ程度離す必要がある。そして、その
右側面と、基板１２０を挟んだ位置にある導体ブロック２５’との間隔、即ち、チップア
ンテナ１３０での高いアンテナ利得の実現に要する占有空間の幅として約６０ｍｍの幅が
必要となる。
【００５４】
　一方、本実施形態のアンテナユニット１００を利用したアンテナ実装方法では、このよ
うな占有空間が次のように抑制されることとなる。
【００５５】
　図５は、本実施形態のアンテナユニットを利用したアンテナ実装方法でチップアンテナ
が実装されている様子を示す模式図である。
【００５６】
　この図５には、アンテナユニット１００が、図３にも示す取付ブロック２５にネジ止め
によって固定されている様子が斜視図によって示されている。この図５に示す構造では、
箱体１１０での利得の向上効果により、チップアンテナ１３０に最も近い金属面である箱
体１１０の右側壁１１３に、チップアンテナ１３０を２～３ｍｍ程度まで近付けても高い
アンテナ利得特性を実現することができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、アンテナ利得特性の実現に要する占有空間は、ほぼ、この箱体
１１０によって占められる。そして、本実施形態では、チップアンテナ１３０を箱体の側
壁に上記のように近付けることができる。このため、本実施形態では、この箱体１１０の
幅としては約５０ｍｍあれば足りる。また、本実施形態では、アンテナユニット１００を
、筐体の右側面(導体の場合でも)に、後述するように約５ｍｍ程度まで近付けても高いア
ンテナ利得特性を実現することができる。つまり、本実施形態によれば、図４に示す比較
例の構造に比べて、上記の占有空間の幅が約１０ｍｍ抑制されることとなる。
【００５８】
　このように、本実施形態のアンテナユニット１００によれば、高いアンテナ利得特性の
実現に要する占有空間を抑えてチップアンテナ１３０を実装することができる。
【００５９】
　次に、本実施形態において、このような実装を可能としている、アンテナユニット１０
０での利得の向上効果について具体的に説明する。
【００６０】
　まず、本件の開発者は、図４に示した、ボスを使った比較例のアンテナ実装方法で得ら
れる利得を、次のような１８種類のサンプルそれぞれについて計測した。
【００６１】
　図６は、比較例のアンテナ実装で得られる利得を計測するためのサンプルの共通の構造
を示す図である。
【００６２】
　図６のパート（ａ）には、正面図が示されている。図６のパート（ｂ）には、上面図が
示されている。図６のパート（ｃ）には、右側面図が示されている。
【００６３】
　この図６の構造は、基本的に、図４に示す構造と同等である。ただし、この図６の構造
では、チップアンテナ１３０が電波を放射する電波放射方向前方下部に金属製の前面パネ
ル５１が存在している。
【００６４】
　そして、図６に示す次の寸法が互いに異なる１８種類のサンプルが作成された。
【００６５】
　まず、筐体の右側面の金属パネル２８ａと導体ブロック２５’との間隔Ａとして、５０
ｍｍと７０ｍｍとの２種類の寸法が採用されている。また、右側面の金属パネル２８ａと
基板１２０との間隔Ｃとして、１ｍｍと３ｍｍと５ｍｍと７ｍｍとの４種類の寸法が採用
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されている。また、右側面(導体想定)と基板１２０との高低差Ｄとして、０ｍｍと３ｍｍ
と５ｍｍとの３種類の寸法が採用されている。また、導体ブロック２５’と基板１２０と
の奥行き方向の間隔Ｅとして、５ｍｍと７ｍｍとの２種類の寸法が採用されている。また
、前面パネル５１と基板１２０との高低差Ｆとして、１０ｍｍと１３ｍｍと１５ｍｍと２
０ｍｍとの４種類の寸法が採用されている。また、前面パネル５１の高さ（前面高さ）と
して、０ｍｍと５ｍｍと７ｍｍと１０ｍｍとの４種類の寸法が採用されている。また、右
側面の金属パネル２８ａの高さ（側面高さ）として、０ｍｍと５ｍｍと１０ｍｍと２０ｍ
ｍとの４種類の寸法が採用されている。
【００６６】
　１８種類のサンプルは、これらの寸法の、以下の表１に示す１８種類の組み合わせに相
当する。
【００６７】
【表１】

【００６８】
　尚、前面パネル５１の、上記の電波放射方向前方側の表面と導体ブロック２５’との奥
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れている。また、ボス２９の高さ（モジュール取付高さ）についても、表１に示すように
、２０ｍｍという共通の寸法が採用されている。
【００６９】
　そして、１８種類のサンプルそれぞれについて、２．４ＧＨｚと２．４４２ＧＨｚと２
．４８４ＧＨｚとの３種類の通信周波数それぞれについて、底板２７に沿う平面（Ｘ－Ｙ
面）での平均利得（ｄＢｉ）が計測された。上記の表１には、各サンプルについての、各
通信周波数毎の計測結果と、３種類の通信周波数の平均値とが記載されている。
【００７０】
　この表１から、図６の比較例の構造では、ほとんどのサンプルについて、利得が－７ｄ
Ｂｉを下回る結果となっている。
【００７１】
　ここで、図６の導体ブロック２５’、右側面の金属パネル２８ａ及び前面パネル５１は
、アンテナ利得にとっては悪条件となる。そのため、図６の比較例についての計測は、導
体との最小間隔を決めるために、このような悪条件のもとでの計測となっている。この最
小間隔を保持すれば特性を安定させることが可能であることから、図６の比較例の構造は
、上記の悪条件を実現するために周囲を囲む箱構造となっている。
【００７２】
　次に、本件の開発者は、図５に示した、本実施形態のアンテナユニット１００を使った
アンテナ実装方法で得られる利得を、次のような２４種類のサンプルそれぞれについて計
測した。
【００７３】
　図７は、本実施形態のアンテナユニットを使ったアンテナ実装方法で得られる利得を計
測するためのサンプルの共通の構造を示す図である。
【００７４】
　ここでは、この図７に示す次の寸法と、ＦＦＣ１２５が接続されているか否かというＦ
ＦＣ１２５の接続状態とが互いに異なる２４種類のサンプルが作成された。
【００７５】
　まず、右側壁１１３と基板１２０との間隔Ｃとして、３ｍｍと５ｍｍとの２種類の寸法
が採用されている。また、アンテナユニット１００のネジ止め用のフランジ１１４ａと上
壁１１１との高低差Ｄとして、３ｍｍと５ｍｍとの２種類の寸法が採用されている。また
、後壁１１４と基板１２０との奥行き方向の間隔Ｅとして、７ｍｍと１２ｍｍとの２種類
の寸法が採用されている。また、底板１１５と上壁１１１との間隔（即ち、第１の開口１
１０ａの高さ）Ｆとして、１０ｍｍと１２ｍｍとの２種類の寸法が採用されている。また
、筐体の左右いずれかの側面の金属パネル２８ａとアンテナユニット１００との間隔Ｐと
して、５ｍｍと２０ｍｍと－５ｍｍと－２０ｍｍとの４種類の寸法が採用されている。尚
、ここでは、右側面の金属パネル２８ａとアンテナユニット１００との間隔Ｐが正の寸法
値として表記されている。また、左側面の金属パネル２８ａとアンテナユニット１００と
の間隔Ｐが負の寸法値として表記されている。また、上壁１１１の長さＬとして、２５ｍ
ｍと３５ｍｍとの２種類の寸法が採用されている。また、上壁１１１の奥行き方向の幅Ｗ
として、１０ｍｍと１５ｍｍと２０ｍｍとの３種類の寸法が採用されている。
【００７６】
　２４種類のサンプルは、これらの寸法と、ＦＦＣ１２５の接続状態との、以下の表２に
示す２４種類の組み合わせに相当する。
【００７７】
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【表２】

【００７８】
　尚、左側壁１１２と右側壁１１３との間隔Ａとしては、この表２に示すように、５０ｍ
ｍという共通の寸法が採用されている。また、左側壁１１２と右側壁１１３と底壁１１５
とで共通の奥行き方向の幅Ｂについても、表２に示すように、２０ｍｍという共通の寸法
が採用されている。また、左側壁１１２の高さＧについても、表２に示すように、１５ｍ
ｍという共通の寸法が採用されている。
【００７９】
　そして、２４種類のサンプルそれぞれについて、２．４ＧＨｚと２．４４２ＧＨｚと２
．４８４ＧＨｚとの３種類の通信周波数それぞれについて、底板２７に沿う平面（Ｘ－Ｙ
面）での平均利得（ｄＢｉ）が計測された。上記の表２には、各サンプルについての、各
通信周波数毎の計測結果と、３種類の通信周波数の平均値とが記載されている。
【００８０】
　この表２から、図７の、アンテナユニット１００を用いた構造では、ほとんどのサンプ



(11) JP 5500166 B2 2014.5.21

10

20

30

40

ルについて、利得が－７ｄＢｉを上回る結果となっている。さらに、Ｔｅｓｔ１５からＴ
ｅｓｔ１８についての計測結果から分かるように、アンテナユニット１００を用いた構造
によれば、上記の各寸法を適宜に選択することで－５ｄＢｉを上回る非常に高い利得を得
ることができる。
【００８１】
　また、ボスを使った比較例のアンテナ実装方法における利得の計測についての上述の説
明では触れなかったが、この比較例のアンテナ実装方法では、ＦＦＣ１２５の形状によっ
てチップアンテナ１３０の利得が大きくバラつくという問題が生じている。
【００８２】
　しかし、アンテナユニット１００を用いた構造では、表２から分かるように、そもそも
ＦＦＣ１２５が有るときと無いときとで、利得には約１ｄＢｉという誤差範囲程度の差異
しか生じておらず、利得についての高い安定性が得られている。このような計測結果から
、アンテナユニット１００を用いた構造では、利得が、ＦＦＣ１２５からほとんど影響を
受けないことが分かる。
【００８３】
　以上に説明したように、本実施形態のアンテナユニット１００によれば、上記のような
非常に高い利得を得ることができ、その結果、チップアンテナ１３０を占有空間を抑えて
実装することができる。
【００８４】
　尚、上記の説明では、上述の基本形態におけるアンテナの一例として、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）の規格に準拠した無線通信のためのアンテナを例示したが、上述の基本
形態におけるアンテナはこれに限るものではない。この基本形態におけるアンテナは、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）以外の規格に準拠した無線通信のためのアンテナであって
も良い。
【００８５】
　また、上記の説明では、上述の基本形態におけるアンテナの一例として、チップアンテ
ナを例示したが、上述の基本形態におけるアンテナはこれに限るものではない。この基本
形態におけるアンテナは、例えば逆Ｆ型アンテナ等であっても良い。
【００８６】
　また、上記の説明では、上述の基本形態における箱体の一例として、左右一対の側壁の
奥側の辺および上壁の奥側の辺が、各々後壁に溶接された箱体を例示したが、上述の基本
形態における箱体はこれに限るものではない。この基本形態における箱体は、上記の各辺
が、後壁に、例えば銅テープ等の導電テープで固定されたものであっても良い。
【００８７】
　また、上記の説明では、上述の基本形態における箱体の一例として、基板がネジ止めさ
れる上壁が後壁に接触している形態の箱体を例示したが、上述の基本形態における箱体は
これに限るものではない。この基本形態における箱体は、例えば、上壁と後壁との間に、
通信周波数を有する交流信号にとって絶縁状態とならない程度の隙間が開いているもので
あっても良い。
【００８８】
　また、上記の説明では、上述の基本形態における箱体の一例として、１枚の金属板を折
り曲げることで形成されている箱体を例示したが、上述の基本形態における箱体はこれに
限るものではない。この基本形態における箱体は、例えば、箱体を形成する各壁が１枚の
金属板であって、これらの壁が互いに溶接や導電テープ等によって接続されているもので
あっても良い。
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