
JP 4358886 B2 2009.11.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１アンテナと、
　前記第１アンテナに近接して配置される第２アンテナと、
　前記第１アンテナで受信した信号を処理する第１信号処理手段と、
　前記第２アンテナで受信した信号を処理する第２信号処理手段と、
　前記第１信号処理手段と並列に前記第１アンテナに接続されるとともに、前記第１アン
テナの共振周波数を遮断し、前記第１アンテナの共振周波数と異なる前記第２アンテナの
共振周波数を通過する第１遮断手段と、
　前記第１遮断手段の出力側を電気的に終端する第１終端手段と、
　を具備する無線通信装置。
【請求項２】
　前記第２信号処理手段と並列に前記第２アンテナに接続されるとともに、前記第２アン
テナの共振周波数を遮断し、前記第１アンテナの共振周波数を通過する第２遮断手段と、
　前記第２遮断手段の出力側を電気的に終端する第２終端手段と、
　を具備する請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記第１アンテナと前記第１信号処理手段の間に直列に接続され、前記第１遮断手段よ
り第１信号処理手段側に接続されるとともに、前記第２アンテナの共振周波数を遮断する
第３遮断手段を具備する請求項１記載の無線通信装置。
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【請求項４】
　前記第２信号処理手段と並列に前記第２アンテナに接続されるとともに、前記第１アン
テナの第１共振周波数を遮断し、前記第１アンテナの第１共振周波数と異なる前記第１ア
ンテナの第２共振周波数を通過する第２遮断手段と、
　前記第２遮断手段の出力側に接続される前記第２アンテナの第１共振周波数を遮断し、
前記第２アンテナの第１共振周波数と異なる前記第１アンテナの第２共振周波数を通過す
る第３遮断手段と、
　前記第３遮断手段の出力側を終端する第２終端手段と、
　前記第２信号処理手段及び前記第２遮断手段と並列に接続されるとともに、前記第１ア
ンテナの前記第２共振周波数を遮断し、前記第１アンテナの前記第１共振周波数を通過す
る第４遮断手段と、
　前記第４遮断手段の出力側に接続される前記第２アンテナの第１共振周波数を遮断し、
前記第１アンテナの前記第１共振周波数を通過する第５遮断手段と、
　前記第５遮断手段の出力側を終端する第３終端手段と、
　を具備する請求項１記載の無線通信装置。
【請求項５】
　前記第１アンテナと前記第２アンテナの何れか一方がセルラー通信用のアンテナである
請求項１から請求項４のいずれかに記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置に関し、特に異なる共振周波数を有する複数の近接したアンテ
ナを用いて通信を行う無線通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話等の無線通信装置の多機能化に伴って、通話用のセルラー通信用のアン
テナのみならず、地上ディジタル放送のワンセグ放送を受信するアンテナ等の共振周波数
の異なる複数のアンテナを備える通信装置が知られている。また、近年の無線通信装置の
小型化及び薄型化に伴って、無線通信装置では、各アンテナが近接して配置される。
【０００３】
　また、従来、複数のアンテナを備える無線通信装置のアンテナを切り替えて使用するこ
とにより、アンテナ性能の劣化を防ぐものが知られている（例えば、特許文献１）。図２
４は、複数のアンテナをスイッチで切り替えて使用する従来の無線通信装置の構成を示す
ブロック図である。
【０００４】
　図２４の無線通信装置は、制御部１０、アンテナ１１、整合回路１２、スイッチ１３、
終端回路１４、アンテナ１５、整合回路１６、スイッチ１７、終端回路１８及び無線部１
９を具備する。
【０００５】
　制御部１０は、スイッチ１３及びスイッチ１７の切り替えを制御する。
【０００６】
　アンテナ１１は、所定の共振周波数を有する。
【０００７】
　整合回路１２は、アンテナ１１で受信した信号のインピーダンスを調整する。
【０００８】
　スイッチ１３は、制御部１０の制御により、整合回路１２と終端回路１４とを接続する
場合と、整合回路１２と無線部１９とを接続する場合とを切り替える。
【０００９】
　終端回路１４は、スイッチ１３を介して整合回路１２と接続した際に、整合回路１２の
出力側を電気的に終端する。
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【００１０】
　アンテナ１５は、アンテナ１１の共振周波数とは異なる共振周波数を有する。
【００１１】
　整合回路１６は、アンテナ１５で受信した信号のインピーダンスを調整する。
【００１２】
　スイッチ１７は、制御部１０の制御により、整合回路１６と終端回路１８とを接続する
場合と、整合回路１６と無線部１９とを接続する場合とを切り替える。
【００１３】
　終端回路１８は、スイッチ１７を介して整合回路１６と接続した際に、整合回路１６の
出力側を電気的に終端する。
【００１４】
　無線部１９は、スイッチ１３を介して整合回路１２から入力した信号またはスイッチ１
７を介して整合回路１６から入力した信号の復調等を行う。
【００１５】
　このような無線通信装置では、無線部１９はアンテナ１１の共振周波数の信号及びアン
テナ１５の共振周波数の信号を同時に受信処理できない。
【００１６】
　従って、従来、無線通信装置は、異なる共振周波数を有するアンテナにて同一タイミン
グで受信する際には、アンテナの切り替えを行わずに、図２５に示すように、アンテナ毎
に設けられた無線部で受信処理を行う。
【００１７】
　図２５は、異なる共振周波数を有するアンテナにて同一タイミングで受信可能な、従来
の無線通信装置５０の構成を示すブロック図である。
【００１８】
　無線通信装置５０は、アンテナ６１、整合回路６２、無線部６３、アンテナ６４、整合
回路６５及び無線部６６を具備する。
【００１９】
　アンテナ６１は、所定の共振周波数を有する。
【００２０】
　整合回路６２は、アンテナ６１で受信した信号のインピーダンスを調整する。
【００２１】
　無線部６３は、整合回路６２から入力した信号の無線処理を行う。
【００２２】
　アンテナ６４は、アンテナ６１の共振周波数とは異なる共振周波数を有する。
【００２３】
　整合回路６５は、アンテナ６４で受信した信号のインピーダンスを調整する。
【００２４】
　無線部６６は、整合回路６５から入力した信号の無線処理を行う。
【特許文献１】特開２００４－３６３８６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　しかしながら、従来の装置においては、複数のアンテナが近接して配置されている際に
は、各アンテナの動作により他のアンテナに電流が流れてしまうことにより、各アンテナ
が理想的な放射を行うことができず、アンテナ特性が劣化するという問題がある。
【００２６】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、近接して配置した複数のアンテナのＶ
ＳＷＲと電流の位相を制御することにより、アンテナ特性の劣化を防ぐことができる無線
通信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００２７】
　本発明の無線通信装置は、第１アンテナと、前記第１アンテナに近接して配置される第
２アンテナと、前記第１アンテナで受信した信号を処理する第１信号処理手段と、前記第
２アンテナで受信した信号を処理する第２信号処理手段と、前記第１信号処理手段と並列
に前記第１アンテナに接続されるとともに、前記第１アンテナの共振周波数を遮断し、前
記第１アンテナの共振周波数と異なる前記第２アンテナの共振周波数を通過する第１遮断
手段と、前記第１遮断手段の出力側を電気的に終端する第１終端手段と、を具備する構成
を採る。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、近接して配置した複数のアンテナのＶＳＷＲと電流の位相を制御する
ことにより、アンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る開いた状態の無線通信装置１００の内部の平面図
である。
【００３１】
　無線通信装置１００は、第１筐体１０１と第２筐体１０２とがヒンジ部１０３により互
いに回動可能に連結されている。また、無線通信装置１００は、第１筐体１０１と第２筐
体１０２とが重なり合うことにより折り畳んだ状態になり、折り畳んだ状態から、第１筐
体１０１または第２筐体１０２をヒンジ部１０３に対して回動することにより、図１の開
いた状態になる。
【００３２】
　第１筐体１０１は、回路基板１０６を内部に有する。
【００３３】
　第２筐体１０２は、回路基板１１６を内部に有する。
【００３４】
　ヒンジ部１０３は、ヒンジ導電部１１３を有する。
【００３５】
　回路基板１０６は、給電部１０７が設けられるとともに、遮断回路１０８、終端回路１
０９、整合回路１１０及び無線部１１１が設けられる。また、回路基板１０６は、積層構
造を有する。また、回路基板１０６の積層構造を形成する１層は、図示しないグランド層
であり、グランド層が回路基板１０６の略全面に印刷形成される。なお、遮断回路１０８
、終端回路１０９、整合回路１１０及び無線部１１１については後述する。
【００３６】
　給電部１０７は、ヒンジ部１０３の近傍で回路基板１０６のグランド層に給電するとと
もに、導電部１１２を介してヒンジ導電部１１３に給電する。
【００３７】
　導電部１１２は、フレキシブルな材料で形成されており、給電部１０７とヒンジ導電部
１１３を電気的に接続する。
【００３８】
　ヒンジ導電部１１３は、導電性を有する部材で形成されており、ヒンジ部１０３が回転
する際の回転軸として機能する。
【００３９】
　給電部１１４は、アンテナ１１５に給電する。
【００４０】
　アンテナ１１５は、例えばセルラー通信用のアンテナであり、給電部１１４から給電さ
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れる。また、アンテナ１１５は、長片部１１５ａと、長片部１１５ａの一端から長片部１
１５ａの長手方向と垂直な方向に延設された短片部１１５ｂとから構成され、全体が略Ｌ
字状になっている。また、アンテナ１１５は、短片部１１５ｂの先端部から給電部１１４
により給電される。
【００４１】
　回路基板１１６は、給電部１１４が設けられとともに、遮断回路１１７、終端回路１１
８、整合回路１１９及び無線部１２０が設けられる。また、回路基板１１６は、積層構造
を有する。また、回路基板１１６の積層構造を形成する１層は、図示しないグランド層で
あり、グランド層が回路基板１１６の略全面に印刷形成される。なお、遮断回路１１７、
終端回路１１８、整合回路１１９及び無線部１２０については後述する。
【００４２】
　無線通信装置１００は、第１筐体１０１に図示しない表示部が設けられ、第２筐体１０
２に通話等の際に操作されるキースイッチ等の図示しない操作部が設けられる。
【００４３】
　無線通信装置１００では、給電部１０７が回路基板１０６のグランド層及びヒンジ導電
部１１３に給電する。また、無線通信装置１００は、アンテナ１１５の長片部１１５ａが
ヒンジ導電部１１３に近接して配置されているため、アンテナ１１５の長片部１１５ａと
ヒンジ導電部１１３とが静電容量結合により電気的に接続することにより、ヒンジ導電部
１１３とアンテナ１１５とが静電容量結合により電気的に接続する。これにより、無線通
信装置１００は、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１１５及
び回路基板１１６のグランド層によりアンテナを構成する。従って、無線通信装置１００
は、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１１５及び回路基板１
１６のグランド層により構成されたアンテナと、アンテナ１１５の２本のアンテナを有す
る。例えば、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１１５及び回
路基板１１６のグランド層により構成されるアンテナは、波長の２分の１の電気的長さを
有するダイポールアンテナであり、地上ディジタル放送のワンセグ放送用のアンテナであ
る。
【００４４】
　回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１１５及び回路基板１１
６のグランド層により構成されるアンテナと、アンテナ１１５とが近接して配置されるこ
とにより、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１１５及び回路
基板１１６のグランド層により構成されるアンテナと、アンテナ１１５とは互いの振幅に
より影響を受ける。
【００４５】
　次に、無線通信装置１００のさらに詳細な構成について、図２を用いて説明する。図２
は、無線通信装置１００の構成を示すブロック図である。
【００４６】
　図２において、整合回路２０５及び無線部２０６は、アンテナ２０１で受信した信号を
処理する信号処理手段を構成する。また、整合回路２１１及び無線部２１２は、アンテナ
２０７で受信した信号を処理する信号処理手段を構成する。
【００４７】
　アンテナ２０１は、図１のアンテナ１１５に相当し、例えばセルラー通信用のアンテナ
であり、その際の共振周波数は２ＧＨｚ帯である。
【００４８】
　給電部２０２は、図１の給電部１１４に相当し、アンテナ２０１に給電するとともに、
遮断回路２０３と整合回路２０５に電気的に接続している。なお、給電部２０２は、無線
部とアンテナとの境目を示すものである。
【００４９】
　遮断回路２０３は、図１の遮断回路１１７に相当し、整合回路２０５と並列にアンテナ
２０１に接続しており、アンテナ２０１の共振周波数を遮断する。遮断回路２０３は、例
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えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバンドパスフィルタ
である。また、遮断回路２０３は、例えば、アンテナ２０１の共振周波数である２ＧＨｚ
帯の周波数を遮断する。なお、遮断回路２０３の詳細な構成については後述する。
【００５０】
　終端回路２０４は、図１の終端回路１１８に相当し、遮断回路２０３の出力側を電気的
に終端するものであり、出力側がグランドに接続される。なお、終端回路２０４の詳細な
構成については後述する。
【００５１】
　整合回路２０５は、図１の整合回路１１９に相当し、アンテナ２０１のインピーダンス
と無線部２０６の入力インピーダンスとの整合を取る回路であり、アンテナ２０１で受信
した信号のインピーダンスを整合して無線部２０６へ出力する。
【００５２】
　無線部２０６は、図１の無線部１２０に相当し、整合回路２０５から入力した信号に対
して復調等の処理を行う。
【００５３】
　アンテナ２０７は、図１の回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテ
ナ１１５及び回路基板１１６のグランド層により構成されるアンテナに相当する。また、
アンテナ２０７は、アンテナ２０１に近接して配置されており、例えば地上ディジタル放
送のワンセグ放送用のアンテナであり、その際の共振周波数は５００ＭＨｚ帯である。
【００５４】
　給電部２０８は、図１の給電部１０７に相当し、アンテナ２０７に給電するとともに、
遮断回路２０９と整合回路２１１に電気的に接続する。
【００５５】
　遮断回路２０９は、図１の遮断回路１０８に相当し、整合回路２１１と並列にアンテナ
２０７に接続しており、アンテナ２０７の共振周波数を遮断する。遮断回路２０９は、例
えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバンドパスフィルタ
である。また、遮断回路２０９は、例えば、アンテナ２０７の共振周波数である５００Ｍ
Ｈｚ帯の周波数を遮断する。なお、遮断回路２０９の詳細な構成については後述する。
【００５６】
　終端回路２１０は、図１の終端回路１０９に相当し、遮断回路２０９の出力側を電気的
に終端するものであり、出力側がグランドに接続される。なお、終端回路２１０の詳細な
構成については後述する。
【００５７】
　整合回路２１１は、図１の整合回路１１０に相当し、アンテナ２０７のインピーダンス
と無線部２１２の入力インピーダンスとの整合を取る回路であり、アンテナ２０７で受信
した信号のインピーダンスを整合して無線部２１２へ出力する。
【００５８】
　無線部２１２は、図１の無線部１１１に相当し、整合回路２１１から入力した信号に対
して復調等の処理を行う。
【００５９】
　次に、遮断回路２０３の構成について、図３～図５を用いて説明する。図３は、ＬＣ並
列共振回路を用いる場合の遮断回路２０３の構成を示す図である。
【００６０】
　図３より、遮断回路２０３は、リアクタンス２０３ａと容量２０３ｂが並列に接続する
ＬＣ並列共振回路であり、アンテナ２０１と終端回路２０４の間に、このＬＣ並列共振回
路が直列に接続される回路構成を有する。そして、遮断回路２０３は、このＬＣ並列共振
回路によりアンテナ２０１の共振周波数を遮断し、それ以外の周波数を通過させる。例え
ば、遮断回路２０３は、２ＧＨｚ帯の周波数を遮断するとともに、２ＧＨｚ帯以外の周波
数を通過させる。
【００６１】
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　また、図４は、ローパスフィルタを用いる場合の遮断回路２０３の構成を示す図である
。
【００６２】
　図４より、遮断回路２０３は、給電部２０２と終端回路２０４の間に、リアクタンス２
０３ｃ及びリアクタンス２０３ｄを直列に接続し、リアクタンス２０３ｃの出力側を２つ
に分岐した一方をコンデンサ２０３ｅを介して接地するとともに他方をリアクタンス２０
３ｄと接続し、リアクタンス２０３ｄの出力側を２つに分岐した一方をコンデンサ２０３
ｆを介して接地するとともに他方を終端回路２０４に接続するローパスフィルタ回路であ
る。そして、遮断回路２０３は、このローパスフィルタ回路によりアンテナ２０１の共振
周波数を遮断し、それ以外の周波数を通過させる。例えば、遮断回路２０３は、１．５Ｇ
Ｈｚをカットオフ周波数とする。なお、給電部２０２と接続する端子４０１と終端回路２
０４と接続する端子４０２とを入れ替えて、端子４０１を終端回路２０４と接続するとと
もに端子４０２を給電部２０２と接続しても良い。
【００６３】
　また、図５は、バンドパスフィルタを用いる場合の遮断回路２０３の構成を示す図であ
る。
【００６４】
　図５より、遮断回路２０３は、給電部２０２と終端回路２０４の間に、リアクタンス２
０３ｇとコンデンサ２０３ｈが並列に接続したＬＣ並列共振回路を直列に接続し、このＬ
Ｃ並列共振回路の出力側を２つに分岐した一方を、リアクタンス２０３ｉとコンデンサ２
０３ｊが並列に接続したＬＣ並列共振回路を介して接地するとともに他方を終端回路２０
４に接続するバンドパスフィルタ回路である。そして、遮断回路２０３は、このバンドパ
スフィルタ回路によりアンテナ２０１の共振周波数を遮断し、それ以外の周波数を通過さ
せる。例えば、遮断回路２０３は、アンテナ２０７の共振周波数である５００ＭＨｚの周
波数を通過させ、５００ＭＨｚ以外の周波数を遮断する。なお、給電部２０２と接続する
端子５０１と終端回路２０４と接続する端子５０２とを入れ替えて、端子５０１を終端回
路２０４と接続するとともに端子５０２を給電部２０２と接続しても良い。
【００６５】
　次に、遮断回路２０９の構成について、図６を用いて説明する。図６は、ハイパスフィ
ルタ回路を用いる場合の遮断回路２０９の構成を示す図である。
【００６６】
　図６より、遮断回路２０９は、給電部２０８と終端回路２１０の間に、コンデンサ２０
９ａ及びコンデンサ２０９ｂを直列に接続し、コンデンサ２０９ａの出力側を２つに分岐
した一方をリアクタンス２０９ｃを介して接地するとともに他方をコンデンサ２０９ｂに
接続し、コンデンサ２０９ｂの出力側を２つに分岐した一方をリアクタンス２０９ｄを介
して接地するとともに他方を終端回路２１０に接続するハイパスフィルタ回路である。そ
して、遮断回路２０９は、このハイパスフィルタ回路によりアンテナ２０１の共振周波数
を遮断し、それ以外の周波数を通過させる。例えば、遮断回路２０９は、１．５ＧＨｚを
カットオフ周波数とする。なお、給電部２０８と接続する端子６０１と終端回路２０４と
接続する端子６０２とを入れ替えて、端子６０１を終端回路２０４と接続するとともに端
子６０２を給電部２０２と接続しても良い。
【００６７】
　また、遮断回路２０９は、図３のＬＣ並列共振回路と同一構成にすることも可能である
。この場合、遮断回路２０９は、このＬＣ並列共振回路によりアンテナ２０７の共振周波
数を遮断し、それ以外の周波数を通過させる。例えば、遮断回路２０９は、５００ＭＨｚ
帯の周波数を遮断するとともに、５００ＭＨｚ帯以外の周波数を通過させる。
【００６８】
　また、遮断回路２０９は、図４のバンドパスフィルタ回路と同一構成にすることも可能
である。この場合、遮断回路２０９は、このバンドパスフィルタ回路によりアンテナ２０
７の共振周波数を遮断し、それ以外の周波数を通過させる。例えば、遮断回路２０９は、
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アンテナ２０１の共振周波数である２ＧＨｚの周波数を通過させ、２ＧＨｚ以外の周波数
を遮断する。
【００６９】
　次に、終端回路２０４の構成について、図７を用いて説明する。図７は、終端回路２０
４の構成を示す図である。
【００７０】
　終端回路２０４は、遮断回路２０３とグランドとの間に、リアクタンス２０４ａが直列
に接続する回路構成を有する。
【００７１】
　次に、終端回路２１０の構成について、図８を用いて説明する。図８は、終端回路２１
０の構成を示す図である。
【００７２】
　終端回路２１０は、遮断回路２０９とグランドの間に、コンデンサ２１０ａが直列に接
続する回路構成を有する。
【００７３】
　図９は、アンテナ２０７の処理系列における等価回路を示す図である。なお、アンテナ
２０７の処理系列とは、アンテナ２０７、給電部２０８、遮断回路２０９、終端回路２１
０、整合回路２１１及び無線部２１２からなる系列である。
【００７４】
　図９（ａ）は、アンテナ２０１の共振周波数における等価回路であり、図９（ｂ）は、
アンテナ２０７の共振周波数における等価回路である。
【００７５】
　図９（ａ）より、アンテナ２０１の共振周波数では、終端回路２１０が高周波的に接続
された状態になっている。一方、図９（ｂ）より、アンテナ２０７の共振周波数では、終
端回路２１０が高周波的に切り離された状態になる。
【００７６】
　図１０～図１３は、ＶＳＷＲと周波数との関係を示す図である。図１０は、従来のＶＳ
ＷＲと周波数との関係を示す図であり、図１１は、本実施の形態のアンテナ２０１におけ
るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図である。また、図１２は、従来のＶＳＷＲと周波数
との関係を示す図であり、図１３は、本実施の形態のアンテナ２０７におけるＶＳＷＲと
周波数との関係を示す図である。なお、説明の便宜上、アンテナ２０１の共振周波数を周
波数帯Ａとし、アンテナ２０７の共振周波数を周波数帯Ｂとして説明する。
【００７７】
　ここで、ＶＳＷＲとは、電圧定在波比（Voltage Standing Wave Ratio）である。アン
テナと同軸ケーブルのインピーダンスが異なる場合、高周波エネルギーの一部が反射して
送信側へ戻る。この送信側へ戻る波を反射波と言う。定在波は、送信機からアンテナへと
送られる進行波と反射波とが干渉して発生する。一般に、ＶＳＷＲが高い場合には、電波
が効率良くアンテナまで届かない。従って、ＶＳＷＲは、アンテナ性能を評価する指標と
なる。
【００７８】
　図１０及び図１１より、本実施の形態において、アンテナ２０１は、周波数帯ＡのＶＳ
ＷＲは変化せずに、周波数帯ＢのＶＳＷＲが従来に比べて高くなっているので、アンテナ
２０７の動作時にはアンテナ２０１の影響を受けていないことが分かる。また、図１２及
び図１３より、本実施の形態において、アンテナ２０７は、周波数帯ＢのＶＳＷＲは変化
せずに、周波数帯ＡのＶＳＷＲが従来に比べて高くなっているので、アンテナ２０１の動
作時にはアンテナ２０７の影響を受けていないことが分かる。
【００７９】
　次に、本実施の形態におけるアンテナ特性の劣化を防ぐ方法について説明する。
【００８０】
　一般に、給電部２０２から給電される電流は、給電部２０２から離れるに従って減衰し
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ながら回路基板のグランド層を流れるので、給電部２０２に近いほど、給電部２０２から
の電流量が大きくなる。従って、アンテナ２０７は、給電部２０２に近いほど、給電部２
０２からの影響が大きくなる。このような状況下において、終端部２１０は、アンテナ２
０７の電気長を変えることで、電流の位相を制御し、アンテナ２０７の振幅をアンテナ２
０１の振幅と異ならせることにより、アンテナ特性の劣化を防ぐ。
【００８１】
　ここで、電気長とは、電波伝搬において、ある周波数における媒質中の波長で表した距
離になる。また、位相とは、ある周波数における波長λの電気長を周期とする波形の中で
、ある特定の場所が周期のどの位置にあるのかを表す。また、電気長及び位相は、下記の
（１）式及び（２）式で表せる。
【００８２】
電気長Ｌｅ［ｍ］＝Ｖｅ×Ｌ　　　　　　　　　　（１）
ただし、Ｖｅは、速度係数（真空中と媒質中の電磁波伝達速度の比）
　　　　Ｌは、機械長（実測長）
【００８３】
位相ｐ［度］＝（Ｌ／λ）×１×π　　　　　　　（２）
ただし、Ｌは、機械長（実測長）
　　　　λは、波長
【００８４】
　上記より、（２）式を（１）式に代入することにより、位相ｐは電気長Ｌｅによって一
意に決まることがわかる。また、波長λである周波数における位相ｐは、機械長Ｌと媒質
の特性である速度係数によって決まる。
【００８５】
　具体的には、アンテナ２０１で受信する電波の波長をλ、アンテナ２０１とアンテナ２
０７のグランド層における距離をＬ、その時の電気長をＬｅ、終端部２１０におけるアン
テナ２０７の共振周波数の位相回転量をＭ、その時の電気長をＭｅとすると、（３）式の
関係が成り立つ。
【００８６】
Ｌｅ＋Ｍｅ＝（λ／４）×（２ｎ＋１）（ただし、ｎは自然数）　　　（３）
【００８７】
　従って、終端部２１０は、（３）式を用いてアンテナ２０７の位相Ｍを制御することに
より、アンテナ２０１の振幅が最大となる場所とアンテナ２０７の振幅が最小となる場所
とが、距離的に近接する位相になるように制御する。因みに、アンテナ２０７の振幅が最
小になるのは、給電部２０２からの電気長Ｍｅがλ／４、（３×λ）／４、（５×λ）／
４、（７×λ）／４、・・・、（λ×（２ｎ＋１））／４の場合である。
【００８８】
　図１４は、アンテナ２０１で受信する信号の振幅と、終端部２１０による位相調整後の
アンテナ２０７で受信する信号の振幅の関係を示す図である。図１４に示すように、アン
テナ２０１で受信する信号の振幅Ａ１（図１４の破線Ｂ１に対して左右方向の大きさ）が
最大となる場所と、アンテナ２０７で受信する信号の振幅Ａ２（図１４の破線Ｂ２に対し
て左右方向の大きさ）が最小となる場所とが、距離的に近接するように位相を制御する。
このように振幅の最大値と振幅の最小値とを一致させることにより、アンテナ２０１を使
用する際に、アンテナ２０７の影響をなくすることができる。
【００８９】
　因みに、遮断回路がアンテナと整合回路との間に直列に接続される場合には、本実施の
形態の効果を得ることができない。図１５は、遮断回路１５０２、１５０６をアンテナ１
５０１、１５０５と整合回路１５０３、１５０７との間に直列に接続した無線通信装置１
５００の構成を示すブロック図である。図１５の場合、遮断回路１５０２及び遮断回路１
５０６の所望帯域における通過ロスが発生する。
【００９０】
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　図１６は、遮断回路１５０２の減衰特性を示す図であり、図１７は、遮断回路１５０６
の減衰特性を示す図である。
【００９１】
　図１６より、無線通信装置１５００は、遮断回路１５０２を設けることにより、アンテ
ナ１５０５の共振周波数ｆ２の減衰量を大きくすることができるが、所望周波数ｆ１も通
過ロスにより減衰してしまう。同様に、図１７より、無線通信装置１５００は、遮断回路
１５０６を設けることにより、アンテナ１５０１の共振周波数ｆ１の減衰量を大きくする
ことができるが、所望周波数ｆ２も通過ロスにより減衰してしまう。
【００９２】
　このように、本実施の形態によれば、近接して配置した複数のアンテナのＶＳＷＲと電
流の位相を制御することにより、アンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００９３】
　（実施の形態２）
　図１８は、本発明の実施の形態２に係る開いた状態の無線通信装置１８００の内部の平
面図である。
【００９４】
　図１８に示す無線通信装置１８００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信装置１
００に対して、アンテナ１１５の代わりにアンテナ１８０１を有する。なお、図１８にお
いて、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００９５】
　給電部１１４は、アンテナ１８０１に給電する。
【００９６】
　回路基板１１６は、給電部１１４が設けられとともに、遮断回路１８０８、終端回路１
８０９、整合回路１８１０及び無線部１８１１が設けられる。また、回路基板１１６は、
積層構造を有する。また、回路基板１１６の積層構造を形成する１層は、図示しないグラ
ンド層であり、グランド層が回路基板１１６の略全面に印刷形成される。なお、遮断回路
１８０８、終端回路１８０９、整合回路１８１０及び無線部１８１１については後述する
。
【００９７】
　回路基板１０６は、給電部１０７が設けられるとともに、遮断回路１８０２、遮断回路
１８０３、終端回路１８０４、遮断回路１８０５、遮断回路１８０６、終端回路１８０７
、整合回路１１０及び無線部１１１が設けられる。また、回路基板１０６は、積層構造を
有する。また、回路基板１０６の積層構造を形成する１層は、図示しないグランド層であ
り、グランド層が回路基板１０６の略全面に印刷形成される。なお、遮断回路１８０２、
遮断回路１８０３、終端回路１８０４、遮断回路１８０５、遮断回路１８０６及び終端回
路１８０７については後述する。
【００９８】
　アンテナ１８０１は、例えばセルラー通信用のアンテナであり、給電部１１４から給電
される。また、アンテナ１８０１は、２つの異なる共振周波数を有する。なお、アンテナ
１８０１の構成の詳細については後述する。
【００９９】
　無線通信装置１８００は、第１筐体１０１に図示しない表示部が設けられ、第２筐体１
０２に通話等の際に操作されるキースイッチ等の図示しない操作部が設けられる。
【０１００】
　無線通信装置１８００では、給電部１０７が回路基板１０６のグランド層及びヒンジ導
電部１１３に給電するとともに、ヒンジ導電部１１３とアンテナ１８０１が静電容量結合
により電気的に接続する。これにより、無線通信装置１８００は、回路基板１０６のグラ
ンド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１８０１及び回路基板１１６のグランド層により
アンテナを構成する。従って、無線通信装置１８００は、回路基板１０６のグランド層、
ヒンジ導電部１１３、アンテナ１８０１及び回路基板１１６のグランド層により構成され
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るアンテナと、アンテナ１８０１の２本のアンテナを有する。例えば、回路基板１０６の
グランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１８０１及び回路基板１１６のグランド層に
より構成されるアンテナは、波長の２分の１の電気的長さを有するダイポールアンテナで
あり、地上ディジタル放送のワンセグ放送用のアンテナである。
【０１０１】
　また、アンテナ１８０１は、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アン
テナ１８０１及び回路基板１１６のグランド層により構成されるアンテナとしても機能す
る。従って、回路基板１０６のグランド層、ヒンジ導電部１１３、アンテナ１８０１及び
回路基板１１６のグランド層により構成されるアンテナと、アンテナ１８０１とは、近接
して配置されているため、何れか一方のアンテナの動作により何れか他方のアンテナに電
流が流れるため、アンテナ性能が劣化する。
【０１０２】
　次に、アンテナ１８０１の構成について、図１９を用いて説明する。図１９は、アンテ
ナ１８０１の構成を示す図である。
【０１０３】
　アンテナ１８０１は、第１片１８０１ａと、第１片１８０１ａの一端から第１片１８０
１ａの長手方向と垂直な方向に延設されるとともに長手方向の長さが第１片１８０１ａの
長手方向の長さと略同一である第２片１８０１ｂとにより第１アンテナ素子を構成する。
また、アンテナ１８０１は、第１片１８０１ａの長手方向の略中央から、第１片１８０１
ａの長手方向と垂直な方向且つ第２片１８０１ｂが延設される方向と同一方向に分岐して
延設される第３片１８０１ｃと、第３片１８０１ｃの先端部から第３片１８０１ｃの長手
方向と垂直な方向に延設される接続片１８０１ｄと、接続片１８０１ｄの先端部から、接
続片１８０１ｄの長手方向と垂直な方向且つ第３片１８０１ｃが延設される方向と同一方
向に延設された先端片１８０１ｅとにより第２アンテナ素子を構成する。
【０１０４】
　また、アンテナ１８０１の第１アンテナ素子と第２アンテナ素子とは、異なる電気的長
さを有するので、互いに異なる共振周波数を有する。例えば、第１片１８０１ａと第２片
１８０１ｂから構成される第１アンテナ素子は、２ＧＨｚ帯の略４分の１の電気的長さを
有するアンテナとして機能する。また、第１片１８０１ａ、第３片１８０１ｃ、接続片１
８０１ｄ及び先端片１８０１ｅから構成される第２アンテナ素子は、８００ＭＨｚの略４
分の１の電気的長さを有するアンテナとして機能する。
【０１０５】
　次に、無線通信装置１８００のさらに詳細な構成について、図２０を用いて説明する。
図２０は、無線通信装置１８００の構成を示すブロック図である。なお、図２０において
、図２と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【０１０６】
　図２０において、整合回路２００５及び無線部２００６は、アンテナ２００１で受信し
た信号を処理する信号処理手段を構成する。
【０１０７】
　アンテナ２００１は、図１８のアンテナ１８０１に相当し、アンテナ２０７に近接して
配置されており、例えばセルラー通信用のアンテナであり、２つの共振周波数を有する。
アンテナ２００１は、例えば共振周波数８００ＭＨｚと２ＧＨｚを有する。
【０１０８】
　給電部２０２は、アンテナ２００１に給電するとともに、遮断回路２００３と整合回路
２００５に電気的に接続している。
【０１０９】
　遮断回路２００３は、図１８の遮断回路１８０８に相当し、整合回路２００５と並列に
アンテナ２００１に接続しており、アンテナ２００１の共振周波数を遮断する。遮断回路
２００３は、例えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバン
ドパスフィルタである。また、遮断回路２００３は、例えば、アンテナ２００１の共振周
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波数である８００ＭＨｚと２ＧＨｚの周波数を遮断する。なお、遮断回路２００３の構成
は、図３～図６の何れかと同一であるので、その説明を省略する。
【０１１０】
　終端回路２００４は、図１８の終端回路１８０９に相当し、遮断回路２００３の出力側
を電気的に終端するものであり、出力側がグランドに接続される。なお、終端回路２００
４の構成は、図７と同一構成であるので、その説明を省略する。
【０１１１】
　整合回路２００５は、図１８の整合回路１８１０に相当し、アンテナ２００１のインピ
ーダンスと無線部２００６の入力インピーダンスとの整合を取る回路であり、アンテナ２
００１で受信した信号のインピーダンスを整合して無線部２００６へ出力する。
【０１１２】
　無線部２００６は、図１８の無線部１８１１に相当し、整合回路２００５から入力した
信号に対して所定の無線処理を施した後、図示しない復調部で復調等するための受信信号
として出力する。
【０１１３】
　給電部２０８は、アンテナ２０７に給電するとともに、遮断回路２００７、遮断回路２
０１０及び整合回路２１１に電気的に接続する。
【０１１４】
　遮断回路２００７は、図１８の遮断回路１８０２に相当し、アンテナ２０７に整合回路
２１１及び遮断回路２０１０と並列に接続しており、アンテナ２００１の１つの共振周波
数を遮断する。遮断回路２００７は、例えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイ
パスフィルタまたはバンドパスフィルタである。また、遮断回路２００７は、例えば、ア
ンテナ２００１の共振周波数である８００ＭＨｚの周波数を遮断する。なお、遮断回路２
００７の構成は、図３～図６の何れかと同一であるので、その説明を省略する。
【０１１５】
　遮断回路２００８は、図１８の遮断回路１８０３に相当し、遮断回路２００７と終端回
路２００９の間に直列に接続しており、アンテナ２０７の共振周波数を遮断する。遮断回
路２００８は、例えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバ
ンドパスフィルタである。また、遮断回路２００８は、例えば、アンテナ２０７の共振周
波数である４７０ＭＨｚ～７７０ＭＨｚの周波数を遮断する。なお、遮断回路２００７の
構成は、図３～図６の何れかと同一であるので、その説明を省略する。
【０１１６】
　終端回路２００９は、図１８の終端回路１８０４に相当し、遮断回路２００８の出力側
を電気的に終端するものであり、出力側がグランドに接続される。終端回路２００９は、
例えば１０ｎＨを入れる。なお、終端回路２００９の構成は、図７または図８と同一構成
であるので、その説明を省略する。
【０１１７】
　遮断回路２０１０は、図１８の遮断回路１８０５に相当し、アンテナ２０７に遮断回路
２００７及び整合回路２１１と並列に接続しており、遮断回路２００７で遮断していない
アンテナ２００１の１つの共振周波数を遮断する。遮断回路２０１０は、例えばＬＣ並列
共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバンドパスフィルタである。また
、遮断回路２０１０は、例えば、アンテナ２００１の共振周波数である２ＧＨｚの周波数
を遮断する。なお、遮断回路２０１０の構成は、図３～図６の何れかと同一であるので、
その説明を省略する。
【０１１８】
　遮断回路２０１１は、図１８の遮断回路１８０６に相当し、遮断回路２０１０と終端回
路２０１２の間に直列に接続しており、アンテナ２０７の共振周波数を遮断する。遮断回
路２０１１は、例えばＬＣ並列共振回路、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタまたはバ
ンドパスフィルタである。また、遮断回路２０１１は、例えば、アンテナ２０７の共振周
波数である４７０ＭＨｚ～７７０ＭＨｚの周波数を遮断する。なお、遮断回路２０１１の
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構成は、図３～図６の何れかと同一であるので、その説明を省略する。
【０１１９】
　終端回路２０１２は、図１８の終端回路１８０７に相当し、遮断回路２０１１の出力側
を電気的に終端するものであり、出力側がグランドに接続される。終端回路２０１２は、
例えば０．５ｐＦを入れる。なお、終端回路２０１２の構成は、図７または図８と同一構
成であるので、その説明を省略する。
【０１２０】
　図２１は、アンテナ２０７の処理系列における等価回路を示す図である。なお、アンテ
ナ２０７の処理系列とは、アンテナ２０７、給電部２０８、整合回路２１１、無線部２１
２、遮断回路２００７、遮断回路２００８、終端回路２００９、遮断回路２０１０、遮断
回路２０１１及び終端回路２０１２からなる処理系列である。
【０１２１】
　アンテナ２００１が、遮断回路２００７で遮断する共振周波数Ａ及び遮断回路２０１０
で遮断する共振周波数Ｃを有するとともに、アンテナ２０７が、共振周波数Ｂを有する場
合、図２１（ａ）は、アンテナ２０７の共振周波数Ａにおける等価回路であり、図２１（
ｂ）は、アンテナ２０７の共振周波数Ｂにおける等価回路であるとともに、図２１（ｃ）
は、アンテナ２０７の共振周波数Ｃにおける等価回路である。
【０１２２】
　図２１（ａ）より、アンテナ２００１の共振周波数Ａでは、終端回路２００９が電気的
に見える状態になっている。また、図２１（ｃ）より、アンテナ２００１の共振周波数Ｃ
では、終端回路２０１２が高周波的に接続された状態になっている。一方、図２１（ｂ）
より、アンテナ２０７の共振周波数では、終端回路２００９及び終端回路２０１２の何れ
も高周波的に切り離された状態になる。
【０１２３】
　このように、本実施の形態によれば、近接して配置した複数のアンテナのＶＳＷＲと電
流の位相を制御することにより、２つの共振周波数を有するアンテナと１つの共振周波数
を有するアンテナが近接する場合においても、アンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【０１２４】
　（実施の形態３）
　図２２は、本発明の実施の形態３に係る無線通信装置２２００の構成を示すブロック図
である。
【０１２５】
　図２２に示す無線通信装置２２００は、図２に示す実施の形態１に係る無線通信装置１
００に対して、遮断回路２２０１を追加する。なお、図２２において、図２と同一構成で
ある部分には同一の符号を付してその説明を省略する。また、無線通信装置２２００の全
体の構成は、給電部１０７と整合回路１１０の間に遮断回路２２０１に相当する遮断回路
を挿入する以外は図１と同一であるので、その説明を省略する。
【０１２６】
　図２２において、整合回路２１１及び無線部２１２は、アンテナ２０７で受信した信号
を処理する信号処理手段を構成する。
【０１２７】
　給電部２０８は、アンテナ２０７に給電するとともに、遮断回路２０９と遮断回路２２
０１に電気的に接続する。
【０１２８】
　遮断回路２２０１は、給電部２０８と整合回路２１１との間に直列に接続しており、ア
ンテナ２０１の共振周波数を遮断する。また、遮断回路２２０１は、アンテナ２０１の共
振周波数における減衰量を高くすることにより、アンテナ２０１の共振周波数におけるＶ
ＳＷＲを高くする。遮断回路２２０１は、例えばＬＣ並列共振回路である。
【０１２９】
　図２３は、アンテナ２０７の共振周波数の本実施の形態のＶＳＷＲと周波数との関係を
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示す図である。なお、説明の便宜上、アンテナ２０１の共振周波数を周波数帯Ａとし、ア
ンテナ２０７の共振周波数を周波数帯Ｂとして説明する。
【０１３０】
　図２３より、実施の形態１では、アンテナ２０１の共振周波数Ａにおいては、ＶＳＷＲ
と周波数とは破線で示すようになるのに対して、本実施の形態においては、実線で示すよ
うに、ＶＳＷＲが高くなる。また、遮断回路２２０１を追加したことにより、アンテナ２
０７において、所望周波数である周波数帯Ｂにおける通過ロスが増大するが、周波数帯Ａ
のＶＳＷＲを高くできる。従って本実施の形態は、アンテナ２０７のアンテナ特性を多少
犠牲にしても、アンテナ２０１のアンテナ特性を向上させたい場合には有効な方法である
。例えば、アンテナ２０１がセルラー通信用のアンテナであり、アンテナ２０７が地上デ
ィジタル放送のワンセグ放送用のアンテナである場合において、本実施の形態は、ワンセ
グ放送受信の性能よりも通話の性能を優先させる無線通信装置２２００に適用することが
できる。
【０１３１】
　このように、本実施の形態によれば、上記実施の形態１の効果に加えて、近接するアン
テナの共振周波数を遮断する遮断回路をアンテナと整合回路の間に直列に接続することに
より、近接するアンテナの性能をさらに向上することができる。
【０１３２】
　なお、上記実施の形態１～実施の形態３において、近接する２つのアンテナの双方につ
いて、アンテナに対して整合回路と並列に遮断回路及び終端回路を接続したが、本発明は
これに限らず、近接する２つのアンテナの何れか一方のみについて、アンテナに対して整
合回路と並列に遮断回路及び終端回路を接続しても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　本発明にかかる無線通信装置は、異なる共振周波数を有する複数の近接したアンテナを
用いて通信を行うのに好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る開いた状態の無線通信装置の内部の平面図
【図２】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図３】本発明の実施の形態１に係る遮断回路の構成を示す図
【図４】本発明の実施の形態１に係る遮断回路の構成を示す図
【図５】本発明の実施の形態１に係る遮断回路の構成を示す図
【図６】本発明の実施の形態１に係る遮断回路の構成を示す図
【図７】本発明の実施の形態１に係る終端回路の構成を示す図
【図８】本発明の実施の形態１に係る終端回路の構成を示す図
【図９】本発明の実施の形態１に係るアンテナの処理系列における等価回路を示す図
【図１０】本発明の実施の形態１に係るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１１】本発明の実施の形態１に係るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１２】本発明の実施の形態１に係るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１３】本発明の実施の形態１に係るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１４】本発明の実施の形態１に係るアンテナで受信する電波の振幅と、終端部による
位相調整後のアンテナで受信する電波の振幅の関係を示す図
【図１５】無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】ＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１７】ＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図１８】本発明の実施の形態２に係る開いた状態の無線通信装置の内部の平面図
【図１９】本発明の実施の形態２に係るアンテナの構成を示す図
【図２０】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２１】本発明の実施の形態２に係るアンテナの処理系列における等価回路を示す図
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【図２２】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２３】本発明の実施の形態３に係るＶＳＷＲと周波数との関係を示す図
【図２４】従来の無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２５】従来の無線通信装置の構成を示すブロック図
【符号の説明】
【０１３５】
　１００　無線通信装置
　２０１、２０７　アンテナ
　２０２、２０８　給電部
　２０３、２０９　遮断回路
　２０４、２１０　終端回路
　２０５、２１１　整合回路
　２０６、２１２　無線部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】
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