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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信制御部と高周波信号処理部を内蔵するとともに第１の側面側に接続端子部を設けた
カード型のモジュール本体と、上記第１の側面と対向する第２の側面側に設けたアンテナ
取付部に着脱されるアンテナ装置とを備え、上記第１の側面側から本体機器に設けたスロ
ットに装着されることによって上記接続端子部が上記本体機器側の接続端子と接続されて
上記本体機器に無線通信機能を付加する無線カードモジュールであり、
　上記モジュール本体は、上記アンテナ取付部が、上記第２の側面部に上記アンテナ装置
を厚み方向に収納するに足るアンテナ取付凹陥部として形成されるとともにこのアンテナ
取付凹陥部の底部にジャック端子が配設されてなり、
　上記アンテナ装置は、筐体と、一方主面に少なくとも逆Ｆ型アンテナパターンからなる
第１のアンテナパターンとミアンダ型アンテナパターンからなる第２のアンテナパターン
及びグランドパターンをプリント形成するとともに上記第１のアンテナパターンや上記第
２のアンテナパターン或いは上記グランドパターンと相対して接続される端子部を有する
給電パターン部を形成した誘電体基板からなるアンテナ基板と、上記給電パターン部に形
成した端子部と接続されて上記アンテナ基板に設けられて先端部を上記筐体から突出され
たプラグコネクタ部材を有し、
　上記アンテナ装置が、上記プラグコネクタ部材を上記ジャック端子に嵌合して上記アン
テナ取付凹陥部内に収納することにより上記アンテナ基板が上記本体機器への装着方向に
対して直交した状態とされて上記モジュール本体に組み合わされ、上記モジュール本体を
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上記本体機器に対して上記第１の側面側から上記スロット内に装着すると上記本体機器の
側面からその厚み分を突出しかつ上記アンテナ基板が当該側面に沿って延在される無線カ
ードモジュール。
【請求項２】
　上記アンテナ装置は、上記第１のアンテナパターンと上記第２のアンテナパターンをそ
れぞれの主偏波が互いに略直交するアンテナパターンとして上記アンテナ基板に形成した
請求項１に記載の無線カードモジュール。
【請求項３】
　上記アンテナ装置は、上記第１のアンテナパターンと上記第２のアンテナパターンをそ
れぞれ同一周波数帯域の送受信特性を有するアンテナパターンとして上記アンテナ基板に
形成した請求項１に記載の無線カードモジュール。
【請求項４】
　上記アンテナ装置は、上記第１のアンテナパターンと上記第２のアンテナパターンをそ
れぞれ異なる周波数帯域の送受信特性を有するアンテナパターンとして上記アンテナ基板
に形成した請求項１に記載の無線カードモジュール。
【請求項５】
　上記アンテナ装置は、上記アンテナ基板に、上記第１のアンテナパターンと上記第２の
アンテナパターンとの間に位置して短絡線パターンを形成した請求項１に記載の無線カー
ドモジュール。
【請求項６】
　上記アンテナ装置は、上記アンテナ基板に、上記第２のアンテナパターンの給電部の近
傍に位置して上記グランドパターンを形成した請求項１に記載の無線カードモジュール。
【請求項７】
　上記アンテナ装置は、上記第２アンテナパターンが、その開放端近傍において、上記ア
ンテナ基板に搭載されて上記グランドパターンとともに並列容量を付加し上記第１のアン
テナパターンとのマッチングをとる回路部品或いは上記第１のアンテナパターンとの間に
形成した短絡線パターンと接続された請求項１に記載の無線カードモジュール。
【請求項８】
　上記アンテナ装置は、上記アンテナ基板が、フレーム・レターダント・グレード４のエ
ポキシ系樹脂基板や、セラミック基板、ポリテトラフルオロエチレン－セラミック複合基
板によって形成された請求項１に記載の無線カードモジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、パーソナルコンピュータ、携帯電話機、オーディオ機器等の各種電子機器に
装着されて、これらの本体機器に無線通信機能を付加するカード型の無線モジュールに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば、音楽、音声或いは各種データや画像等の情報は、近年データのデジタル化に伴
ってパーソナルコンピュータやモバイルコンピュータ等によっても手軽に扱えるようにな
っている。また、これらの情報は、音声コーディック技術や画像コーディック技術により
帯域圧縮が図られて、デジタル通信やデジタル放送により各種の通信端末機器に対して容
易かつ効率的に配信される環境が整いつつある。例えば、オーディオ・ビデオデータ（Ａ
Ｖデータ）は、携帯電話機によっても受信が可能となっている。
【０００３】
　一方、データ等の送受信システムは、小規模な地域内においても適用可能な簡易な無線
ネットワークシステムの提案によって、家庭を始めとして様々な場において活用されるよ
うになっている。無線ネットワークシステムとしては、例えばIEEE802.1aで提案されてい
る５ＧＨｚ帯域の狭域無線通信システムやIEEE802.1bで提案されている２．４５ＧＨｚ帯
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域の無線ＬＡＮシステム、Bluetoohと称される近距離無線通信システム等の次世代無線通
信システムが注目されている。
【０００４】
　ところで、パーソナルコンピュータシステムにおいては、図８に示すように、システム
構成機器、例えばパーソナルコンピュータ（本体機器）２に設けたスロット３に対してカ
ードサイズの無線ＬＡＮカード５０が装着されることにより無線通信機能を付加し、これ
によって構成機器間でのデータ等の送受信が可能となるようなシステム展開が図られてい
る。無線ＬＡＮカード５０には、モジュール本体５１の内部に通信制御部や高周波信号処
理部が内蔵されるとともに、このモジュール本体５１の一方側にアンテナ部５２が構成さ
れている。無線ＬＡＮカード５０は、モジュール本体５１を本体機器２のスロット３に装
着することによって、内部で電気的接続が行われるとともに、図９に示すようにアンテナ
部５２が外方に露呈されてデータ信号等の送受信動作を行う。
【０００５】
　無線ＬＡＮカードとしては、IEEE802.1bの無線ＬＡＮシステムとして、ＰＣＭＣＩＡ（
Personal Commputer Memory Card International Assosiation）準拠の無線ＬＡＮカード
の利用率が極めて大きい。また、無線ＬＡＮカードとしては、Bluetooh無線ネットワーク
システム用としてさらに小型化された通信器の開発が進められている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、上述したＰＣＭＣＩＡ準拠の無線ＬＡＮカード５０は、図９に示すように本
体機器２のスロット３に装着した状態において、機能上、アンテナ部５２が側面から突出
されるが、その突出量ｌが約２５ｍｍとなる。また、無線ＬＡＮカード５０には、使用状
態において本体機器２等に妨害されることなく送受信動作が行われるようにアンテナ部５
２に図示しない外部アンテナも設けられるために、構造が複雑で大型化するといった問題
があった。
【０００７】
　無線ＬＡＮカード５０は、本体機器２がノート型パーソナルコンピュータやモバイル機
器のような携帯型機器においては、突出量が大きいことから非常に邪魔な存在となって使
用時に誤ってぶっけて破損するといったこともしばしば発生する。また、無線ＬＡＮカー
ド５０は、上述したように様々な機器にも無線通信機能が搭載されるが、形状的制約が大
きく自由度の高い設計がし得なくなるといった問題を生じさせる。
【０００８】
　ところで、アンテナ装置は、様々な形態のものが提供されているが、比較的簡易な構造
の内蔵アンテナとしていわゆる逆Ｆ型アンテナが用いられている。逆Ｆ型アンテナは、ア
ンテナパターン（共振器パターン）の一端部に短絡パターンが直交して形成されるととも
に、この短絡パターンと平行に給電パターンがアンテナパターンから直交して形成された
全体逆Ｆ字状に形成されてなる。逆Ｆ型アンテナは、主偏波の方向がアンテナパターンと
直交する方向となる。
【０００９】
　図１０に示したアンテナ装置６０は、誘電基板６１上に一対の逆Ｆ型アンテナパターン
６２、６３を互いに直交状態でパターン形成してなる。アンテナ装置６０は、第１の逆Ｆ
型アンテナパターン６２の主偏波方向がａ１であり、第２の逆Ｆ型アンテナパターン６３
の主偏波方向がｂ１となることで、偏波ダイバーシチを構成している。かかるアンテナ装
置６０は、幅ｈを必要とすることから小型化が困難となり、上述した無線ＬＡＮカード５
０のアンテナ部５２に用いた場合に無線ＬＡＮカード５０を大型化させる。
【００１０】
　データ等の通信機能は、通信機器やコンピュータシステムばかりでなく、例えばデジタ
ルスチルカメラ、ビデオカメラや携帯音響機器等のＡＶ機器或いは家庭用電気機器やエン
ターティメント型ロボット等のあらゆる機器にも搭載されるようになっている。特に、携
帯型機器においては、各種の規格に準拠する複数の通信ポートやハードウエアを搭載する
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ことは、機器の大型化と高価格化を招きその普及に大きな障害となる。また、無線通信機
能については、同一帯域や異なる帯域でも生じる混信や干渉の影響が大きい。
【００１１】
　無線ＬＡＮカードは、コンピュータシステムの構成機器や通信機器ばかりでなく、上述
した様々な機器にも用いられることから、使用状態においても本体機器からの突出量が小
さくかつダイバーシチ特性を有する小型のアンテナ装置の要求が極めて大きい。
【００１２】
　したがって、本発明は、本体機器に装着されて無線通信機能を付加した状態において突
出量が最小限とされるとともにダイバーシチ特性を有する着脱自在な小型のアンテナ装置
を備えた無線カードモジュールを提供することを目的に提案されたものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成する本発明にかかる無線カードモジュールは、通信制御部と高周波
信号処理部を内蔵するとともに第１の側面側に接続端子部を設けたカード型のモジュール
本体と、このモジュール本体の第１の側面と対向する第２の側面側に設けたアンテナ取付
部に着脱されるアンテナ装置とを備え、第１の側面側から本体機器に設けたスロットに装
着されることによって接続端子部が本体機器側の接続端子と接続されて本体機器に無線通
信機能を付加する。無線カードモジュールは、モジュール本体が、アンテナ取付部を第２
の側面部にアンテナ装置を厚み方向に収納するに足るアンテナ取付凹陥部として形成され
るとともにこのアンテナ取付凹陥部の底部にジャック端子を配設してなる。無線カードモ
ジュールは、アンテナ装置が、筐体と、一方主面に少なくとも逆Ｆ型アンテナパターンか
らなる第１のアンテナパターンとミアンダ型アンテナパターンからなる第２のアンテナパ
ターン及びグランドパターンをプリント形成するとともに第１のアンテナパターンや第２
のアンテナパターン或いはグランドパターンと接続される端子部を有する給電パターン部
を形成した誘電体基板からなるアンテナ基板と、給電パターン部に形成した端子部と接続
されてアンテナ基板に設けられて先端部を筐体から突出されたプラグコネクタ部材を有し
てなる。無線カードモジュールは、アンテナ装置が、プラグコネクタ部材をジャック端子
に嵌合してアンテナ取付凹陥部内に収納することによりアンテナ基板が本体機器への装着
方向に対して直交した状態とされてモジュール本体に組み合わされ、モジュール本体を本
体機器に対して第１の側面側からスロット内に装着すると本体機器の側面からその厚み分
を突出しかつアンテナ基板が当該側面に沿って延在される。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　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。実施の形態とし
て示したアンテナ装置１は、パーソナルコンピュータやその他の機器（本体機器）２に装
着されることにより、この本体機器２に無線通信機能を付加する無線カードモジュール４
に着脱自在に組み付けられる。無線カードモジュール４は、図１及び図２に示すように、
本体機器２に設けられたスロット３に装着されることによってこの本体機器２に対して無
線通信機能を付加するようにする。無線カードモジュール４は、不要な場合には本体機器
２から取り外される。
【００１５】
　無線カードモジュール４は、本体機器２に装着することによって、その通信機能が作用
されて無線ネットワーク構成機器間での無線によるデータ信号等の送受信が行われるよう
にする。無線カードモジュール４は、例えばインターネット網との接続を行ってデータ信
号の送受信を行い、取り込んだデータ信号や音楽情報を本体機器２や無線ネットワーク構
成機器に対して供給する機能を奏する。無線カードモジュール４は、高性能のアンテナ装
置１を搭載することにより、上述した無線情報の送受信を高精度に行うことが可能である
。無線カードモジュール４は、後述するように本体機器２に対するアンテナ装置１の突出
量が最小限に押さえられていることから、携帯型の機器においても邪魔になったり誤って
破損することなく使用が可能である。
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【００１６】
　無線カードモジュール４は、図３に示すように、カードサイズのモジュール本体５と、
アンテナ装置１とを組み合わせてなる。無線カードモジュール４は、本体機器２に対する
装着側となる第１の側面５ａと対向する第２の側面５ｂ側にアンテナ装置１を着脱自在に
組み付けられてなる。モジュール本体５には、その内部に、詳細を省略するが高周波信号
回路部、ベースバンド信号処理部や制御回路部を構成するＣＰＵやＲＯＭ、汎用ＬＳＩ或
いはストレージ機能用メモリ素子、電源制御部等を搭載してなる回路基板２２が内蔵され
ている。モジュール本体５には、第１の側面５ａ側の主面に接続端子部２３が設けられて
いる。なお、接続端子部２３については、例えば第１の側面５ａに形成されたプラグ型端
子であってもよく、無線カードモジュール４の規格に適合した形態でモジュール本体５に
適宜設けられる。
【００１７】
　無線カードモジュール４は、第１の側面５ａを装着側として本体機器２のスロット３に
差し込まれることによって、接続端子部２３がスロット３の内部に設けた接続端子と接続
されて無線通信機能を付加する上述した機能を奏する。アンテナ装置１は、無線カードモ
ジュール４が本体機器２に装着された状態において、図２に示すようにこの本体機器２の
側面に沿ってその厚み量ｔ分突出する。アンテナ装置１は、詳細を後述するように薄型に
構成されており、厚み量ｔ、換言すれば本体機器２からの突出量が約４ｍｍとされ、上述
した従来の無線ＬＡＮカード５０の突出量約２５ｍｍと比較して約１／６となる。
【００１８】
　無線カードモジュール４は、使用状態においてアンテナ装置１が本体機器２に近接して
位置することで、この本体機器２の筐体形状や材質等の影響によりアンテナ特性が低下す
ることもある。したがって、無線カードモジュール４においては、詳細を後述するように
アンテナ装置１が主偏波方向を異にする２個のアンテナを内蔵することによって偏波ダイ
バーシチを構成してなり、アンテナ特性に関わらずデータ信号の送受信を高精度に行う。
無線カードモジュール４は、２個のアンテナを内蔵するアンテナ装置１が小型に構成され
て、上述した本体機器２に対する装着状態が保持されてなる。
【００１９】
　モジュール本体５には、図４に示すように、第２の側面５ｂにアンテナ取付凹陥部６が
形成されている。アンテナ取付凹陥部６には、幅方向に隣り合って詳細を省略する一対の
同軸型ジャック端子（以下、ジャック端子と略称する）７が設けられている。ジャック端
子７は、モジュール本体５に内蔵した回路基板２２と接続され、アンテナ装置１との送受
信データのやりとり或いは給電を行う。
【００２０】
　アンテナ装置１は、図４に示すように、アンテナ基板８と、このアンテナ基板８を収納
する筐体を構成するホルダ部材９及び前面部材１０と、一対の同軸型プラグコネクタ部材
１６（１６ａ、１６ｂ）とから構成されている。ホルダ部材９は、前面側と底面側とを開
放した箱状の部材であり、内部にアンテナ基板８の収納部１７が構成されるとともに、背
面側に端子カバー部１８が一体に形成されてなる。前面部材１０は、ホルダ部材９の開放
された前面部と底面部とを閉塞する部材であり、背面側の底部にアンテナ基板８を支持す
る受け部１９が一体に形成されるとともに、この受け部１９の両側にホルダ部材９と結合
するための一対のスタッド２０（２０ａ、２０ｂ）が一体に突設されている。ホルダ部材
９と前面部材１０とは、内部にアンテナ基板８を垂直状態に保持して収納する。
【００２１】
　アンテナ基板８は、図４及び図５に示すように、一方の主面８ａに第１のアンテナパタ
ーン１１と第２のアンテナパターン１３及びこれらの間に位置する短絡パターン１２とが
パターン形成されるとともに、他方の主面８ｂ側にプラグコネクタ部材１６が直交状態で
搭載されてなる。アンテナ基板８は、基材として通常用いられるＦＲ４グレード（耐熱性
グレード：flame retardant grade）の耐燃性ガラス基材エポキシ樹脂銅張積層基板が用
いられ、印刷法やエッチング法等によって後述するパターンが形成されてなる。また、ア
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ンテナ基板８には、比誘電率が約４のＦＲ４銅張積層基板も用いられるが、例えばポリテ
トラフルオロエチレン（商品名テフロン）－セラミック複合基板やセラミック基板も用い
られる。アンテナ基板８は、高比誘電率基材を用いることで、共振周波数を下げてアンテ
ナ装置１の小型化を図ることを可能とする。アンテナ基板８は、かなり高い高周波帯域、
例えば１０ＧＨｚ以上の周波数帯域で用いる場合において、比誘電率、低誘電正接特性の
テフロン（商品名）基板等を用いることもできる。
【００２２】
　次に、アンテナ基板８に形成された各パターンの構成について説明するが、図５を基準
として上下、左右の用語を用いるものとする。アンテナ基板８は、後述する構成によって
小型高性能化が図られており、その外形寸法が４２×９．５×０．８ｍｍのサイズとされ
てなる。第１のアンテナパターン１１は、同図に示すようにアンテナ基板８の左側領域に
パターン形成された逆Ｆ型アンテナパターンからなる。第１のアンテナパターン１１は、
アンテナ基板８の左側縁の近傍を始端として上縁と平行に略中央位置までパターン形成さ
れた直線の共振器パターン１１Ａと、この共振器パターン１１Ａの終端から下方縁に向か
って直角に折曲された短絡パターン１１Ｂと、この短絡パターン１１Ｂの内側で共振器パ
ターン１１Ａから直角に折曲された給電パターン１１Ｃとからなる下向きの逆Ｆ型を呈し
てなる。第１のアンテナパターン１１は、その主偏波の方向が、共振器パターン１１Ａと
直交する方向、すなわち図５矢印ａに示すようにアンテナ基板８の上下方向と平行な方向
である。
【００２３】
　短絡パターン１２は、アンテナ基板８の略中央部に位置してパターン形成された上下方
向の直線パターンからなる。短絡パターン１２は、第１のアンテナパターン１１と第２の
アンテナパターン１３との間に介在してこれらを電磁的に離間しており、相互の特性が互
いに影響を及ぼさないように作用する。したがって、短絡パターン１２は、第１のアンテ
ナパターン１１と第２のアンテナパターン１３とを近接して形成することを可能とし、ア
ンテナ基板８の小型化を図ることを可能とする。
【００２４】
　第２のアンテナパターン１３は、短絡パターン１２によって区割りされたアンテナ基板
８の右側領域に葛折りに折曲されてパターン形成されたミアンダ型アンテナパターンから
なる。ミアンダ型の第２のアンテナパターン１３は、その主偏波の方向が、図５矢印ｂに
示すようにアンテナ基板８の左右方向と平行な方向である。したがって、第２のアンテナ
パターン１３は、逆Ｆ型の第１のアンテナパターン１１と主偏波の方向が互いに直交する
方向となり、偏波ダイバーシチを構成する。第２のアンテナパターン１３は、上述した従
来のアンテナ装置６０のように一対の逆Ｆ型アンテナパターンによって偏波ダイバーシチ
を構成する場合と比較してアンテナ基板８の幅寸法を半分以下とすることが可能である。
【００２５】
　なお、アンテナ基板８は、通信手段やシステム形態によっては、第１のアンテナパター
ン１１に対して第２のアンテナパターン１３がその主偏波の方向を同一方向とするように
してパターン形成を行うようにしてもよい。アンテナ基板８は、これによって主偏波方向
を同一方向とした偏波ダイバーシチを構成する。
【００２６】
　アンテナ基板８には、第２のアンテナパターン１３を形成した右側領域の下方領域にグ
ランドパターン１４が形成されている。グランドパターン１４は、第２のアンテナパター
ン１３の給電端に近接して（実施の形態においては約０．２ｍｍの間隔）形成されている
。グランドパターン１４は、かかる構成によって並列容量を付加して共振周波数を下げて
アンテナ装置１の小型化を図るとともに、第２のアンテナパターン１３のマッチングをと
る作用を奏する。なお、アンテナ基板８は、所望の周波数仕様によっては並列容量用のグ
ランドパターン１４を設けない構成であってもよい。
【００２７】
　アンテナ基板８には、高周波信号変調や増幅等の作用を奏するコイル、コンデンサ、抵
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抗、ショート抵抗等のチップ部品や電子部品等の回路部品２１が搭載されている。アンテ
ナ基板８は、図５に示すように回路部品２１が第２のアンテナパターン１３の開放端近傍
に接続されている。回路部品２１は、上述したグランドパターン１４とによって共振周波
数を下げてアンテナ装置１の小型化を図るとともに、第２のアンテナパターン１３のイン
ピーダンスマッチングをとる作用を奏する。アンテナ基板８は、これによって共振に必要
なサイズ（長さについて約λ／２乃至λ／４）よりも小さい領域内に第２のアンテナパタ
ーン１３のパターン形成を可能とする。
【００２８】
　なお、アンテナ基板８においては、回路部品２１に代えて、この部分に短絡用の別パタ
ーンを形成し、短絡用のパターンを第２のアンテナパターン１３の開放端近傍に直接接続
するようにしてもよい。アンテナ基板８は、かかる構成によってもインピーダンスマッチ
ングが行われて共振周波数が下げられるようになる。
【００２９】
　アンテナ基板８には、中央部の下方に位置して給電パターン部１５がパターン形成され
ている。給電パターン部１５には、第１のアンテナパターン１１の短絡パターン１１Ｂや
給電パターン１１Ｃの端部或いは短絡パターン１２や第２のアンテナパターン１３の給電
端がそれぞれ接続されるランドが配列されてなる。給電パターン部１５には、詳細を省略
するがプラグコネクタ部材１６の一端部がそれぞれ貫通される取付孔が形成されている。
【００３０】
　各プラグコネクタ部材１６は、それぞれ基端部を取付孔に貫通されるとともに給電パタ
ーン部１５に半田付けによって直付け支持されている。各プラグコネクタ部材１６は、上
述したように同軸型コネクタからなり、芯部に入出力端子を有するとともに外周部にグラ
ンド端子が設けられてなる。各プラグコネクタ部材１６には、入出力端子及びグランド端
子が給電パターン部１５の各ランドと半田付けによって適宜接続されている。各プラグコ
ネクタ部材１６は、かかる構成によってアンテナ基板８に対して直交状態で突設されてい
る。
【００３１】
　各プラグコネクタ部材１６は、アンテナ基板８がホルダ部材９及び前面部材１０内に収
納された状態において先端側がホルダ部材９の端子カバー部１８を貫通して突出される。
各プラグコネクタ部材１６は、先端部がプラグとして構成されており、後述するようにア
ンテナ装置１をモジュール本体５に組み合わせる際にジャック端子７と嵌合される。した
がって、各プラグコネクタ部材１６は、アンテナ装置１とモジュール本体５との間を接続
してデータ信号等の送受作用や給電作用を奏するとともに、これらアンテナ装置１とモジ
ュール本体５との結合手段を構成する。
【００３２】
　アンテナ装置１は、モジュール本体５のアンテナ取付凹陥部６内に嵌合され、ホルダ部
材９から突出されたプラグコネクタ部材１６をジャック端子７に位置合わせして押込み操
作することによってモジュール本体５と組み合わされて無線カードモジュール４を構成す
る。無線カードモジュール４は、水平なモジュール本体５の一側部に沿ってアンテナ装置
１が幅方向に沿って立ち上ってなる。無線カードモジュール４は、モジュール本体５に対
してアンテナ装置１を強く引き抜くことによって分離可能となる。したがって、無線カー
ドモジュール４は、不使用時にはモジュール本体５とアンテナ装置１とを分離することに
より取り扱いが簡便となる。
【００３３】
　無線カードモジュール４においては、アンテナ装置１の各アンテナパターン１１、１３
がモジュール本体５側の金属部分の影響を受けないことが必要である。したがって、アン
テナ装置１においては、上述した構成によって逆Ｆ型の第１のアンテナパターン１１の共
振器パターン１１Ａがモジュール本体５側の金属部分から離間されるようにパターン形成
されてなる。一方、アンテナ装置１においては、ミアンダ型の第２のアンテナパターン１
３が、その給電側をモジュール本体５側の金属部分と近接させるとともに開放端側を離間
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するようにパターン形成されてなる。なお、アンテナ装置１においては、第２のアンテナ
パターン１３をモジュール本体５側のグランドとカップリングさせるようにパターン形成
することによって、所望の共振周波数特性を得ることが可能となる。
【００３４】
　無線カードモジュール４においては、アンテナ装置１の各アンテナパターン１１、１３
が同一周波数帯域で使用されるように仕様設定されているが、異なる周波数帯域で使用す
るように仕様設定することも可能である。無線カードモジュール４においては、この場合
アンテナ基板８上で共振器パターン１１Ａの長さを比較的大きくとることが可能な逆Ｆ型
の第１のアンテナパターン１１を低周波帯域用とし、ミアンダ型の第２のアンテナパター
ン１３が高周波帯域用として用いられる。
【００３５】
　無線カードモジュール４においては、アンテナ装置１の各アンテナパターン１１、１３
について、使用の態様からダイバーシチ構成が不要の場合にはいずれか一方のみを使用す
るように設定を可能とするようにしてもよい。無線カードモジュール４においては、アン
テナ基板８に対して上述した構成でアンテナパターン１１、１３を形成する必要は無く、
例えば等分割の領域にそれぞれパターン形成するようにしてもよい。無線カードモジュー
ル４においては、例えば第２のアンテナパターン１３についてチップ型アンテナによって
構成してもよい。
【００３６】
　以上のように構成されたアンテナ装置１について、インピーダンス整合特性の電圧定在
波比（ＶＳＷＲ）の測定を行った結果を図６に示す。同図（ａ）は、逆Ｆ型の第１のアン
テナパターン１１の測定結果であり、同図（ｂ）はミアンダ型の第２のアンテナパターン
１３の測定結果である。アンテナ装置１は、無線カードモジュール４が適用される規格帯
域である２．４ＧＨｚ～２．４８ＧＨｚ帯域での特性を目的としている。ＶＳＷＲ値は、
小さいほど良好なアンテナ特性を有することになり、同図から明らかなように第１のアン
テナパターン１１と第２のアンテナパターン１３のいずれもが２より小さな良好な特性値
となっている。
【００３７】
　上述したアンテナ装置１は、図７に示した超小型の通信モジュール３０にも搭載可能で
ある。通信モジュール３０は、５０．００ｍｍ×２１．４５ｍｍの外形寸法を有しており
、いわゆるメモリスティック（商品名）と同様に筐体３１の内部にストレージ機能や通信
機能を実現するための種々の素子が内蔵されている。通信モジュール３０には、筐体３１
に本体機器２との接続が行われる端子部３２と、ストレージ機能用メモリ素子３３と、ベ
ースバンド信号処理用のＬＳＩ３４と、高周波信号処理を行うＲＦモジュール３５とが備
えられる。
【００３８】
　通信モジュール３０においては、アンテナ部３６が上述したアンテナ装置１に搭載され
たアンテナ基板８によって構成される。通信モジュール３０は、アンテナ基板８を含む上
述した各部品をフレキシブル配線基板３７上に実装するが、アンテナ基板８が直立した状
態で筐体３１に保持されるようにする。なお、通信モジュール３０には、フレキシブル配
線基板３７上に他の部品３８やＬＳＩ３４とＲＦモジュール３５との間或いは他の適宜の
部位を埋める電波吸収材３９が設けられている。通信モジュール３０は、筐体３１内に、
上述した順序で各部材を配列することで、内部損失の低減が図られている。通信モジュー
ル３０は、アンテナ部３６に対するＲＦモジュール３５の干渉による機能低下が抑制され
ている。
【００３９】
　通信モジュール３０は、端子部３２側を装着側として本体機器２に装着されるが、上述
した無線カードモジュール４と同様にアンテナ部３６が本体機器２の側面に沿って突出さ
れる。通信モジュール３０は、フレキシブル配線基板３７を介してアンテナ基板８を立ち
上げる構成とすることによって、本体機器２からの突出量をより最小の範囲に押さえるこ
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【００４０】
【発明の効果】
　以上詳細に説明したように、本発明によれば、アンテナ装置がモジュール本体のアンテ
ナ取付凹陥部内に収納されるようにして着脱され、モジュール本体を本体機器に装着した
使用状態でアンテナ装置のアンテナ基板が装着方向に対して直交して側面に沿って組み合
わされて構成されていることから、使用状態においてアンテナ装置の突出量が最小限に押
さえられて邪魔になることは無く使い勝手が向上するとともに誤って外部から衝撃等が加
えられて損傷するといった事故の発生が低減される。本発明によれば、アンテナ装置の突
出量が小さいことから、本体機器の設計条件を大幅に緩和して自由な形態の展開等を図る
ことを可能とする。本発明によれば、小型化が図られるとともに２個のアンテナを内蔵し
たアンテナ装置を備える構成であることから、偏波ダイバーシチ特性を有し、本体機器に
装着された状態においてその筐体の形状や材質によってアンテナ特性が損なわれることな
く無線情報の送受信が正確に行われるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる無線カードモジュールを本体機器であるパーソナルコンピュータ
に装着して使用する状態を示した斜視図である。
【図２】同無線カードモジュールの装着状態の説明図である。
【図３】同無線カードモジュールの斜視図である。
【図４】同無線カードモジュールの要部分解斜視図である。
【図５】同無線カードモジュールのアンテナ装置に備えられるアンテナ基板の正面図であ
る。
【図６】同アンテナ装置のアンテナ基板に形成されたアンテナパターンの特性図であり、
同図（ａ）は逆Ｆ型アンテナパターンの特性図、同図（ｂ）はミアンダ型アンテナパター
ンの特性図である。
【図７】メモリモジュールの構成図である。
【図８】従来の無線カードモジュールをパーソナルコンピュータに装着して使用する状態
を示した斜視図である。
【図９】同無線カードモジュールの装着状態の説明図である。
【図１０】アンテナ基板の正面図である。
【符号の説明】
１　アンテナ装置、２　パーソナルコンピュータ（本体機器）、３　スロット、４　無線
カードモジュール、５　モジュール本体、６　アンテナ取付凹陥部、７　ジャック端子、
８　アンテナ基板、９　ホルダ部材、１０　前面部材、１１　第１のアンテナパターン、
１２　短絡パターン、１３　第２のアンテナパターン、１４　グランドパターン、１５　
給電パターン、１　同軸プラグ端子、２１　回路部品、２２　回路基板、２３　コネクタ
部
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