
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信フィルタと該送信フィルタに接続された送信アンテナとを有する送信部と、受信フ
ィルタと該受信フィルタに接続された受信アンテナとを有する受信部とが 誘電体基
板中に一体的に形成され
　

　

　

　
ていることを特徴とする送受信機。

【請求項２】
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１つの
、

前記送信部における前記送信フィルタと送信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に
互いに分離された領域に形成され、

前記受信部における前記受信フィルタと受信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に
互いに分離された領域に形成され、

前記送信部と前記受信部との間に空隙が形成され、少なくとも前記空隙の内周面にシー
ルド電極が形成され、

前記送信フィルタと前記受信フィルタは、前記空隙を間に挟んで互いに対向する位置に
形成され

請求項１記載の送受信機において、
前記誘電体基板内のうち、前記送信フィルタの上部に形成された第１内層アース電極は

、前記空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続され、
前記誘電体基板内のうち、前記受信フィルタの上部に形成された第２内層アース電極は

、前記空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続されていることを特徴とする送受
信機。



【請求項３】
　請求項１記載の送受信機において、
　前記送信フィルタの直上に誘電体層を介して送信アンテナが形成され、
　前記受信フィルタの直上に誘電体層を介して受信アンテナが形成されていることを特徴
とする送受信機。
【請求項４】
　送信フィルタと該送信フィルタに接続された送信アンテナとを有する送信部と、
　

　
受信部とが 誘電体基板中に一体的に形成され
　

　

　

　
　
　
　

ていることを特徴とする送受信機。
【請求項５】
　
　

　

【請求項６】
　請求項 記載の送受信機において、
　前記 受信部 の後段に、

感度に応じていずれかの受信フィルタを選択するためのスイッチング手
段が接続されることを特徴とする送受信機。
【請求項７】
　請求項 記載の送受信機において、
　前記送信フィルタの直上に誘電体層を介して前記送信アンテナが形成され、
　前記 受信フィルタの直上に誘電体層を介して 受信アンテナが形成され
　 てい
ることを特徴とする送受信機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、互いに中心周波数の異なる送信フィルタと受信フィルタとを有する送受信機に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、携帯電話などの高周波無線機では、送信と受信に異なる周波数を用いている。こ
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第１受信フィルタと該第１受信フィルタに接続された第１受信アンテナとを有する第１
受信部と、

第２受信フィルタと該第２受信フィルタに接続された第２受信アンテナとを有する第２
１つの 、

前記送信部における前記送信フィルタと送信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に
互いに分離された領域に形成され、

前記第１受信部における前記第１受信フィルタと前記第１受信アンテナは、前記誘電体
基板上、平面的に互いに分離された領域に形成され、

前記第２受信部における前記第２受信フィルタと前記第２受信アンテナは、前記誘電体
基板上、平面的に互いに分離された領域に形成され、

前記送信部と前記第１受信部及び前記第２受信部との間に第１空隙が形成され、
前記第１受信部と前記第２受信部との間に第２空隙が形成され、
前記第１空隙及び前記第２空隙の各内周面にそれぞれシールド電極が形成され、
前記送信部の前記送信フィルタと前記第１受信部の前記第１受信フィルタは、前記第１

空隙を間に挟んで互いに対向する位置に形成され、前記送信部の前記送信フィルタと前記
第２受信部の前記第２受信フィルタは、前記第１空隙を間に挟んで互いに対向する位置に
形成され

請求項４記載の送受信機において、
前記誘電体基板内のうち、前記送信フィルタの上部に形成された内層アース電極は、前

記第１空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続され、
前記誘電体基板内のうち、前記第１受信フィルタ及び前記第２受信フィルタの上部に形

成された内層アース電極は、前記第２空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続さ
れていることを特徴とする送受信機。

４又は５
第１ 及び前記第２受信部 前記第１受信フィルタ及び前記第２受信

フィルタのうち、

４又は５

第１ 前記第１ 、
前記第２受信フィルタの直上に誘電体層を介して前記第２受信アンテナが形成され



の場合においても、送受信で１つのアンテナを使用するため、デュプレクサが必要になっ
てくる。デュプレクサは、主に、送信フィルタと受信フィルタとから構成されている。
【０００３】
送信フィルタは、送信帯域を通過させ、パワーアンプでの受信帯域での信号が外に漏れな
いように受信帯域で減衰を得るように構成され、受信フィルタは、受信帯域を通過させ、
パワーアンプからの送信信号が受信用の低雑音増幅器を飽和させないように、送信帯域で
減衰を得るように構成されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年の携帯電話では、この受信帯域と送信帯域の周波数軸上での間隔が狭
くなっているため、十分な送受信分離、即ち、送信フィルタでの受信帯域での減衰と受信
フィルタでの送信帯域での減衰を実現するために、送信フィルタ及び受信フィルタの段数
を多くしたり、フィルタを構成する共振器を大きくしてＱを高くするなどの対応が必要に
なってきた。
【０００５】
これらの手法は、いずれもデュプレクサの大型化や構成の複雑化を招き、送受信機の製造
コストの高価格化を引き起こすおそれがある。
【０００６】
本発明はこのような課題を考慮してなされたものであり、簡単な構成で十分な送受信分離
を実現することができ、送受信機自体の小型化、構造の簡略化並びに製造コストの低廉化
を図ることができる送受信機を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る送受信機は、送信フィルタと該送信フィルタに接続された送信アンテナと
を有する送信部と、受信フィルタと該受信フィルタに接続された受信アンテナとを有する
受信部とが 誘電体基板中に一体的に形成され

ることを特徴とする。
　

【０００８】
即ち、送信アンテナと受信アンテナを別個に設け、送信アンテナと送信フィルタからなる
送信部と、受信アンテナと受信フィルタからなる受信部とを誘電体基板に一体に設けるよ
うにしている。
【０００９】
　これにより、送信帯域と受信帯域の間に１０ｄＢ以上のアイソレーションを得ることが
できる。このアイソレーションの確保によって各フィルタに要求される減衰特性が緩やか
になり、送信フィルタ及び受信フィルタを小型化できる。その結果、簡単な構成で十分な
送受信分離を実現することができ、送受信機自体の小型化、構造の簡略化並びに製造コス
トの低廉化を図ることができる。
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１つの 、前記送信部における前記送信フィル
タと送信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に互いに分離された領域に形成され、前
記受信部における前記受信フィルタと受信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に互い
に分離された領域に形成され、前記送信部と前記受信部との間に空隙が形成され、少なく
とも前記空隙の内周面にシールド電極が形成され、前記送信フィルタと前記受信フィルタ
は、前記空隙を間に挟んで互いに対向する位置に形成されてい

この場合、前記誘電体基板内のうち、前記送信フィルタの上部に形成された第１内層ア
ース電極は、前記空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続され、前記誘電体基板
内のうち、前記受信フィルタの上部に形成された第２内層アース電極は、前記空隙の内壁
に形成された前記シールド電極に接続されていてもよい。

前記送信部と前記受信部との間にシールド電極を形成するようにしたので、送信フィル
タと受信フィルタとの間のシールド性を強化することができる。

また、誘電体シートを積層して前記誘電体基板を形成する場合においては、誘電体シー
トに対して垂直方向にシールド電極を挿入することは困難性が伴うが、各フィルタの間に
空隙を形成し、少なくとも前記空隙の内周面にシールド電極を形成することによって、各



【００１１】
　 記構成において、前記送信フィルタの直上に誘電体層を介して送信アンテナを形成し
、前記受信フィルタの直上に誘電体層を介して受信アンテナを形成するようにしてもよい
。この場合、送受信機自体の小型化を有効に図ることができる。
【００１４】
　次に、本発明に係る送受信機は、送信フィルタと該送信フィルタに接続された送信アン
テナとを有する送信部と、

受信部とが 誘電体基板中に一体的に形成され

ていることを特徴とする。
　

【００１５】
この発明においても、簡単な構成で十分な送受信分離を実現することができ、送受信機自
体の小型化、構造の簡略化並びに製造コストの低廉化を図ることができる。
【００１６】
そして、前記構成において、前記受信部の後段に、感度に応じていずれかの受信フィルタ
を選択するためのスイッチング手段を接続することが好ましい。
【００１８】
また、前記構成において、前記送信フィルタの直上に誘電体層を介して送信アンテナを形
成し、前記受信フィルタの直上に誘電体層を介して受信アンテナを形成するようにしても
よい。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る送受信機のいくつかの実施の形態例を図１～図１９を参照しながら説
明する。
【００２９】
まず、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａは、図１に示すように、複数枚の板状の誘
電体層が積層、焼成されて構成された誘電体基板１２に、送信フィルタ部１４と該送信フ
ィルタ部１４に接続された送信アンテナ部１６とを有する送信部１８と、受信フィルタ部
２０と該受信フィルタ部２０に接続された受信アンテナ部２２とを有する受信部２４とが
一体的に形成されて構成されている。この実施の形態では、送信部１８が左側に配置され
、受信部２４が右側に配置された例を示している。
【００３０】
送信フィルタ部１４は、３本の片端開放型の１／４波長共振素子３０ａ～３０ｃがそれぞ
れ平行に形成された構成を有し、送信アンテナ部１６は、誘電体基板１２の上面に電極膜
により形成されたアンテナ３２を有する。
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フィルタ間にシールド電極を容易に形成することができる。

前

第１受信フィルタと該第１受信フィルタに接続された第１受信
アンテナとを有する第１受信部と、第２受信フィルタと該第２受信フィルタに接続された
第２受信アンテナとを有する第２ １つの 、前
記送信部における前記送信フィルタと送信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に互い
に分離された領域に形成され、前記第１受信部における前記第１受信フィルタと前記第１
受信アンテナは、前記誘電体基板上、平面的に互いに分離された領域に形成され、前記第
２受信部における前記第２受信フィルタと前記第２受信アンテナは、前記誘電体基板上、
平面的に互いに分離された領域に形成され、前記送信部と前記第１受信部及び前記第２受
信部との間に第１空隙が形成され、前記第１受信部と前記第２受信部との間に第２空隙が
形成され、前記第１空隙及び前記第２空隙の各内周面にそれぞれシールド電極が形成され
、前記送信部の前記送信フィルタと前記第１受信部の前記第１受信フィルタは、前記第１
空隙を間に挟んで互いに対向する位置に形成され、前記送信部の前記送信フィルタと前記
第２受信部の前記第２受信フィルタは、前記第１空隙を間に挟んで互いに対向する位置に
形成され

この場合、前記誘電体基板内のうち、前記送信フィルタの上部に形成された内層アース
電極は、前記第１空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続され、前記誘電体基板
内のうち、前記第１受信フィルタ及び前記第２受信フィルタの上部に形成された内層アー
ス電極は、前記第２空隙の内壁に形成された前記シールド電極に接続されていてもよい。



【００３１】
受信フィルタ部２０は、３本の片端開放型の１／４波長共振素子３４ａ～３４ｃがそれぞ
れ平行に形成された構成を有し、受信アンテナ部２２は、誘電体基板１２の上面に電極膜
により形成されたアンテナ３６を有する。
【００３２】
具体的には、前記誘電体基板１２は、図２に示すように、上から順に、第１～第７の誘電
体層Ｓ１～Ｓ７が積み重ねられて構成されている。これら第１～第７の誘電体層Ｓ１～Ｓ
７は１枚あるいは複数枚の層にて構成される。
【００３３】
前記送信部１８における送信アンテナ部１６と送信フィルタ部１４は、誘電体基板１２上
の、平面的に互いに分離された領域に形成され、前記受信部２４における受信アンテナ部
２２と受信フィルタ部２０も、誘電体基板１２上の、平面的に互いに分離された領域に形
成されている。
【００３４】
例えば、図１に示すように、左の領域の外側寄りに送信アンテナ部１６が形成され、左の
領域の中央寄りに送信フィルタ部１４が形成され、右の領域の外側寄りに受信アンテナ部
２２が形成され、右の領域の中央寄りに受信フィルタ部２０が形成されている。
【００３５】
更に、前記送信アンテナ部１６及び受信アンテナ部２２は、第１の誘電体層Ｓ１の上面に
形成され、送信フィルタ部１４及び受信フィルタ部２０は、第２の誘電体層Ｓ２から第７
の誘電体層Ｓ７にかけて形成されている。
【００３６】
また、図１に示すように、誘電体基板１２の外周面のうち、例えばその正面の中央から左
寄りの部分に送信側入力端子４０が形成され、同じく中央から右寄りの部分に受信側出力
端子４２が形成され、これら各種端子４０及び４２を除く外側面及び下面のうち、送信フ
ィルタ部１４及び受信フィルタ部２０に対応した部分にアース電極４４が形成されている
。もちろん、これら各種端子４０及び４２とアース電極４４との間には、絶縁をとるため
の領域が確保されている。
【００３７】
そして、この第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａを配線基板４６に実装したとき、送
信側入力端子４０と送信側配線４８とが電気的に接続され、受信側出力端子４２と受信側
配線５０とが電気的に接続され、誘電体基板１２の下面（アース電極４４）と図示しない
接地線とが電気的に接続されるようになっている。
【００３８】
また、この第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａにおいては、図２に示すように、第４
の誘電体層Ｓ４の一主面に送信側の３本の共振素子（第１～第３の共振素子３０ａ～３０
ｃ）と、受信側の３本の共振素子（第１～第３の共振素子３４ａ～３４ｃ）がそれぞれ平
行に形成されている。これら共振素子３０ａ～３０ｃ並びに３４ａ～３４ｃは、各一方の
端部が開放とされ、各他方の端部がアース電極４４に短絡されている。
【００３９】
前記第４の誘電体層Ｓ４の上層に位置する第３の誘電体層Ｓ３の一主面には、送信側の出
力用電極６０と受信側の入力用電極６２とが形成されている。送信側の出力用電極６０は
、一端がスルーホール６４を介して送信アンテナ部１６におけるアンテナ３２の一端に接
続され、かつ、前記送信側の第１の共振素子３０ａと容量結合されるように形成されてい
る。受信側の入力用電極６２は、一端がスルーホール６６を介して受信アンテナ部２２に
おけるアンテナ３６の一端に接続され、かつ、前記送信側の第３の共振素子３４ｃと容量
結合されるように形成されている。
【００４０】
また、前記第３の誘電体層Ｓ３の一主面には、アース電極４４、送信側入力端子４０、受
信側出力端子４２等に対して電位的にフローティング状態とされた２つの結合調整電極（
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送信側の第１の結合調整電極６８と、受信側の第１の結合調整電極７０）が形成されてい
る。
【００４１】
送信側の第１の結合調整電極６８は、送信側の第２の共振素子３０ｂに対向する第１の電
極本体６８ａと送信側の第３の共振素子３０ｃに対向する第２の電極本体６８ｂとが、そ
の間に形成されたリード電極６８ｃによって電気的に接続された形状を有する。
【００４２】
受信側の第１の結合調整電極７０は、受信側の第１の共振素子３４ａに対向する第１の電
極本体７０ａと受信側の第２の共振素子３４ｂに対向する第２の電極本体７０ｂとが、そ
の間に形成されたリード電極７０ｃによって電気的に接続された形状を有する。
【００４３】
また、前記第３の誘電体層Ｓ３の一主面には、送信側の３本の共振素子３０ａ～３０ｃの
各開放端に対向してそれぞれ３つの内層アース電極７２ａ～７２ｃが形成され、受信側の
３本の共振素子３４ａ～３４ｃの各開放端に対向してそれぞれ３つの内層アース電極７４
ａ～７４ｃが形成されている。
【００４４】
前記第３の誘電体層Ｓ３の上層に位置する第２の誘電体層Ｓ２の一主面のうち、送信フィ
ルタ部１４と受信フィルタ部２０に対応した部分に、外側面のアース電極４４に接続され
た内層アース電極７６が形成されている。この内層アース電極７６には、スルーホール６
４及び６６の周辺部分や送信側入力端子４０及び受信側出力端子４２の近傍部分が電極の
未形成部分となっており、これらスルーホール６４及び６６や各種端子４０及び４２との
絶縁が確保されている。
【００４５】
前記第４の誘電体層Ｓ４の下層に位置する第５の誘電体層Ｓ５の一主面には、送信側の入
力用電極８０と受信側の出力用電極８２とが形成されている。送信側の入力用電極８０は
、一端がＬ字状のリード電極８４を介して送信側入力端子４０に接続され、かつ、前記送
信側の第３の共振素子３０ｃと容量結合されるように形成されている。受信側の出力用電
極８２は、一端がＬ字状のリード電極８６を通じて受信側出力端子４２に接続され、かつ
、前記受信側の第１の共振素子３４ａと容量結合されるように形成されている。
【００４６】
また、前記第５の誘電体層Ｓ５の一主面には、アース電極４４、送信側入力端子４０、受
信側出力端子４２等に対して電位的にフローティング状態とされた２つの結合調整電極（
送信側の第２の結合調整電極８８と、受信側の第２の結合調整電極９０）が形成されてい
る。
【００４７】
送信側の第２の結合調整電極８８は、送信側の第１の共振素子３０ａに対向する第１の電
極本体８８ａと送信側の第２の共振素子３０ｂに対向する第２の電極本体８８ｂとが、そ
の間に形成されたリード電極８８ｃによって電気的に接続された形状を有する。
【００４８】
受信側の第２の結合調整電極９０は、受信側の第２の共振素子３４ｂに対向する第１の電
極本体９０ａと受信側の第３の共振素子３４ｃに対向する第２の電極本体９０ｂとが、そ
の間に形成されたリード電極９０ｃによって電気的に接続された形状を有する。
【００４９】
また、前記第５の誘電体層Ｓ５の一主面には、送信側の３本の共振素子３０ａ～３０ｃの
各開放端に対向してそれぞれ３つの内層アース電極９２ａ～９２ｃが形成され、受信側の
３本の共振素子３４ａ～３４ｃの各開放端に対向してそれぞれ３つの内層アース電極９４
ａ～９４ｃが形成されている。
【００５０】
更に、この第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａは、図１に示すように、送信フィルタ
部１４と受信フィルタ部２０との間に空隙１００が形成され、図３に示すように、前記空
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隙１００の周面に沿ってアース電極４４が形成されている。もちろん、前記空隙１００を
埋めるようにアース電極４４を構成する電極材を充填するようにしてもよい。
【００５１】
前記空隙１００の作り方としては、例えば図２に示すように、送信フィルタ部１４と受信
フィルタ部２０が形成される第１～第７の誘電体層Ｓ１～Ｓ７の各層に対して、打抜きパ
ンチによる打抜き加工によって打抜き孔１００ａ～１００ｇを設けた後、これら打抜き孔
１００ａ～１００ｇの周面に電極材を印刷することによって実現することができる。
【００５２】
第１～第７の誘電体層Ｓ１～Ｓ７に対する打抜き孔１００ａ～１００ｇの形成位置は、図
２に示すように、送信フィルタ部１４が形成される部分と受信フィルタ部２０が形成され
る部分との間であることが好ましい。
【００５３】
第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａは、基本的には以上のように構成されるものであ
るが、ここで、各電極の電気的な結合について図４の等価回路図を参照しながら説明する
。
【００５４】
まず、送信部１８においては、送信側入力端子４０と接地間に第１～第３の共振素子３０
ａ～３０ｃによる３つの共振器１０２ａ～１０２ｃがそれぞれ並列に接続され、更に、こ
れら隣接する共振器１０２ａ～１０２ｃ同士は互いに誘導結合され、これにより、等価回
路上では、隣接する共振器１０２ａ～１０２ｃ間にそれぞれインダクタンスＬ１及びＬ２
が挿入されたかたちとなる。
【００５５】
一方、受信部２４においては、受信側出力端子４２と接地間に第１～第３の共振素子３４
ａ～３４ｃによる３つの共振器１０４ａ～１０４ｃがそれぞれ並列に接続され、更に、こ
れら隣接する共振器１０４ａ～１０４ｃ同士は互いに誘導結合され、これにより、等価回
路上では、隣接する共振器１０４ａ～１０４ｃ間にそれぞれインダクタンスＬ３及びＬ４
が挿入されたかたちとなる。
【００５６】
そして、送信側の第１の共振素子３０ａと第２の共振素子３０ｂ間には、送信側の第２の
結合調整電極８８による合成容量Ｃ１が形成され、送信側の第２の共振素子３０ｂと第３
の共振素子３０ｃ間には、送信側の第１の結合調整電極６８による合成容量Ｃ２が形成さ
れる。即ち、各共振器１０２ａ～１０２ｃ間には、インダクタンスＬ１と容量Ｃ１による
ＬＣ並列共振回路と、インダクタンスＬ２と容量Ｃ２によるＬＣ並列共振回路が接続され
たかたちとなる。
【００５７】
受信側の第１の共振素子３４ａと第２の共振素子３４ｂ間には、受信側の第１の結合調整
電極７０による合成容量Ｃ３が形成され、受信側の第２の共振素子３４ｂと第３の共振素
子３４ｃ間には、受信側の第２の結合調整電極９０による合成容量Ｃ４が形成される。即
ち、各共振器１０４ａ～１０４ｃ間には、インダクタンスＬ３と容量Ｃ３によるＬＣ並列
共振回路と、インダクタンスＬ４と容量Ｃ４によるＬＣ並列共振回路が接続されたかたち
となる。
【００５８】
また、送信側の第１～第３の共振素子３０ａ～３０ｃの各開放端と対応する内層アース電
極（７２ａ、９２ａ）、（７２ｂ、９２ｂ）及び（７２ｃ、９２ｃ）との間にはそれぞれ
容量（合成容量）Ｃ５～Ｃ７が形成され、受信側の第１～第３の共振素子３４ａ～３４ｃ
の各開放端と対応する内層アース電極（７４ａ、９４ａ）、（７４ｂ、９４ｂ）及び（７
４ｃ、９４ｃ）との間にはそれぞれ容量（合成容量）Ｃ８～Ｃ１０が形成される。
【００５９】
また、送信側の第１の共振素子３０ａと送信アンテナ部１６との間には静電容量Ｃ１１が
形成され、送信側の第３の共振素子３０ｃと送信側入力端子４０との間には静電容量Ｃ１
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２が形成され、受信側の第３の共振素子３４ｃと受信アンテナ部２２との間には静電容量
Ｃ１３が形成され、受信側の第１の共振素子３４ａと受信側出力端子４２との間には静電
容量Ｃ１４が形成される。
【００６０】
そして、受信部２４における受信側出力端子４２の後段には、アンプ１１０、フィルタ１
１２及びアンプ１１４を介して信号処理回路１１６に接続される。この信号処理回路１１
６は、例えば受信アンテナ部２２にて受信された信号に含まれる各種コードを抽出してそ
れらのコードに応じた信号処理を行うように構成されている。
【００６１】
また、この信号処理回路１６で処理されて送信用に変換された信号は、該信号処理回路１
６の後段に接続されたアンプ１１８、フィルタ１２０及びアンプ１２２を介して送信部１
８における送信側入力端子４０に供給されるようになっている。この送信信号は、送信フ
ィルタ部１４を介して送信アンテナ部１６から空中に放射されることなる。
【００６２】
このように、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａにおいては、送信アンテナ部１６と
受信アンテナ部２２とを別個に設け、送信アンテナ部１６と送信フィルタ部１４からなる
送信部１８と、受信アンテナ部２２と受信フィルタ部２０からなる受信部２４とを１つの
誘電体基板１２に一体に設けるようにしたので、送信帯域と受信帯域の間に１０ｄＢ以上
のアイソレーションを得ることができる。
【００６３】
このアイソレーションの確保によって各フィルタ部１４及び２０に要求される減衰特性が
緩やかになり、送信フィルタ部１４及び受信フィルタ部２０を小型化できる。その結果、
簡単な構成で十分な送受信分離を実現することができ、送受信機１０Ａ自体の小型化、構
造の簡略化並びに製造コストの低廉化を図ることができる。
【００６４】
特に、この実施の形態においては、送信フィルタ部１４と受信フィルタ部２０間に空隙１
００を設け、該空隙１００の周面あるいは空隙１００を埋めるようにアース電極４４を形
成するようにしたので、送信フィルタ部１４と受信フィルタ部２０間のシールド性を強化
することができる。
【００６５】
次に、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａの第１の変形例について図５～図７を参照
しながら説明する。なお、図１～図４と対応するものについては同符号を付してその重複
説明を省略する。
【００６６】
この第１の変形例に係る送受信機１０Ａａは、図５及び図７に示すように、第１の実施の
形態に係る送受信機１０Ａ（図１参照）とほぼ同じ構成を有するが、送信フィルタ部１４
の直上に送信アンテナ部１６が形成され、受信フィルタ部２０の直上に受信アンテナ部２
２が形成されている点で異なる。
【００６７】
この第１の変形例に係る送受信機１０Ａａでは、図５に示すように、誘電体基板１２の外
周面のうち、送信側入力端子４０及び受信側出力端子４２を除く外側面及び下面にアース
電極４４が形成されている。もちろん、これら各種端子４０及び４２とアース電極４４と
の間には、絶縁をとるための領域が確保されている。
【００６８】
また、図６に示すように、第２の誘電体層Ｓ２の一主面に形成される内層アース電極７６
は、送信アンテナ部１６と送信フィルタ部１４との間、及び受信アンテナ部２２と受信フ
ィルタ部２０との間に介在するように形成され、この場合も、スルーホール６４及び６６
の周辺部分や送信側入力端子４０及び受信側出力端子４２の近傍部分が内層アース電極７
６の未形成部分となっており、スルーホール６４及び６６や各種端子４０及び４２との絶
縁が確保されている。
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【００６９】
この第１の変形例に係る送受信機１０Ａａにおいては、送信フィルタ部１４の直上に送信
アンテナ部１６を形成し、受信フィルタ部２０の直上に受信アンテナ部２２を形成するよ
うにしたので、更に送受信機１０Ａａ自体の小型化を図ることができる。
【００７０】
次に、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａの第２の変形例について図８～図１０を参
照しながら説明する。なお、図１～図４と対応するものについては同符号を付してその重
複説明を省略する。
【００７１】
この第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂは、図８に示すように、第１の実施の形態に係
る送受信機１０Ａ（図１参照）とほぼ同じ構成を有するが、１つの送信部１８と２つの受
信部（第１及び第２の受信部１３０及び１３２）を有する点で異なる。この第２の変形例
では、送信部１８が誘電体基板１２の左側に配置され、第１の受信部１３０が右側の正面
寄りに形成され、第２の受信部１３２が右側の背面寄りに形成された例を示す。
【００７２】
また、この第２の変形例では、第１及び第２の受信部１３０及び１３２を設けた点で特徴
があるため、送信部１８についての説明は省略し、第１及び第２の受信部１３０及び１３
２の構成を主体に説明する。
【００７３】
第１の受信部１３０は、３本の片端開放型の１／４波長共振素子１３４ａ～１３４ｃがそ
れぞれ平行に形成された構成を有する第１の受信フィルタ部１３６と、誘電体基板１２の
上面に電極膜により形成されたアンテナ１３８からなる第１の受信アンテナ部１４０とを
有して構成されている。
【００７４】
第２の受信部１３２は、３本の片端開放型の１／４波長共振素子１４２ａ～１４２ｃ（図
９参照）がそれぞれ平行に形成された構成を有する第２の受信フィルタ部１４４と、誘電
体基板１２の上面に電極膜により形成されたアンテナ１４６からなる第２の受信アンテナ
部１４８とを有して構成されている。
【００７５】
そして、この第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂは、図８に示すように、誘電体基板１
２の外周面のうち、例えばその正面の中央から左寄りの部分に送信側入力端子４０が形成
され、同じく中央から右寄りの部分に第１の受信側出力端子１５０が形成され、背面の中
央から右寄りの部分に第２の受信側出力端子１５２が形成され、これら各種端子４０、１
５０及び１５２を除く外側面及び下面のうち、送信フィルタ部１４並びに第１及び第２の
受信フィルタ部１３６及び１４４に対応した部分にアース電極４４が形成されている。も
ちろん、これら各種端子４０、１５０及び１５２とアース電極４４との間には、絶縁をと
るための領域が確保されている。
【００７６】
　そして、この 変形例に係る送受信機１０Ａ を配線基板４６に実装したとき、送
信側入力端子４０と送信側配線４８とが電気的に接続され、第１の受信側出力端子１５０
と第１の受信側配線１５４とが電気的に接続され、第２の受信側出力端子１５２と第２の
受信側配線（図示せず）とが電気的に接続され、誘電体基板１２の下面（アース電極）と
図示しない接地線とが電気的に接続されるようになっている。
【００７７】
また、この第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂにおいては、図９に示すように、第４の
誘電体層Ｓ４の一主面に、第１の受信側の３本の共振素子１３４ａ～１３４ｃと、第２の
受信側の３本の共振素子１４２ａ～１４２ｃがそれぞれ平行に形成されている。これら共
振素子１３４ａ～１３４ｃ並びに１４２ａ～１４２ｃは、各一方の端部が開放とされ、各
他方の端部がアース電極４４に短絡されている。
【００７８】
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第３の誘電体層Ｓ３の一主面には、第１の受信側の出力用電極１６０と第２の受信側の出
力用電極１６２が形成されている。第１の受信側の出力用電極１６０は、一端がスルーホ
ール１６４を介して第１の受信アンテナ部１４０におけるアンテナ１３８の一端に接続さ
れ、かつ、前記第１の受信側の第３の共振素子１３４ｃと容量結合されるように形成され
ている。第２の受信側の出力用電極１６２は、一端がスルーホール１６６を介して第２の
受信アンテナ部１４８におけるアンテナ１４６の一端に接続され、かつ、前記第２の受信
側の第３の共振素子１４２ｃと容量結合されるように形成されている。
【００７９】
また、前記第３の誘電体層Ｓ３の一主面には、アース電極４４、送信側入力端子４０、第
１及び第２の受信側出力端子１５０及び１５２等に対して電位的にフローティング状態と
された２つの結合調整電極（第１の受信側の第１の結合調整電極１６８と、第２の受信側
の第１の結合調整電極１７０）が形成されている。
【００８０】
また、前記第２の誘電体層Ｓ２の一主面のうち、送信フィルタ部１４並びに第１及び第２
の受信フィルタ部１３６及び１４４に対応した部分に、外側面のアース電極４４に接続さ
れた内層アース電極７６が形成されている。この内層アース電極７６には、スルーホール
６４、１６４及び１６６の周辺部分や、送信側入力端子４０並びに第１及び第２の受信側
出力端子１５０及び１５２の近傍部分が電極の未形成部分となっており、これらスルーホ
ール６４、１６４及び１６６や各種端子４０、１５０及び１５２との絶縁が確保されてい
る。
【００８１】
第５の誘電体層Ｓ５の一主面には、第１の受信側の出力用電極１７２と第２の受信側の出
力用電極１７４が形成されている。第１の受信側の出力用電極１７２は、一端がＬ字状の
リード電極１７６を通じて第１の受信側出力端子１５０に接続され、かつ、前記第１の受
信側の第１の共振素子１３４ａと容量結合されるように形成され、第２の受信側の出力用
電極１７４は、一端がＬ字状のリード電極１７８を通じて第２の受信側出力端子１５２に
接続され、かつ、前記第２の受信側の第１の共振素子１４２ａと容量結合されるように形
成されている。
【００８２】
また、前記第５の誘電体層Ｓ５の一主面には、アース電極４４、送信側入力端子４０、第
１及び第２の受信側出力端子１５０及び１５２等に対して電位的にフローティング状態と
された２つの結合調整電極（第１の受信側の第２の結合調整電極１８０と、第２の受信側
の第２の結合調整電極１８２）が形成されている。
【００８３】
更に、この第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂは、図８に示すように、送信フィルタ部
１８と第１の受信フィルタ部１３０と第２の受信フィルタ部１３２との間に例えばＴ字状
の空隙１９０が形成され、前記空隙１９０の周面に沿ってアース電極４４が形成されてい
る。もちろん、前記空隙１９０を埋めるようにアース電極４４を構成する電極材を充填す
るようにしてもよい。
【００８４】
前記空隙１９０の作り方としては、例えば図９に示すように、第１～第７の誘電体層Ｓ１
～Ｓ７の各層に対して、打抜きパンチによる打抜き加工によって打抜き孔１９０ａ～１９
０ｇを設けた後、これら打抜き孔１９０ａ～１９０ｇの周面に電極材を印刷することによ
って実現することができる。
【００８５】
第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂは、基本的には以上のように構成されるものである
が、ここで、各電極の電気的な結合について図１０の等価回路図を参照しながら説明する
。この場合も、第１及び第２の受信部１３０及び１３２を主体に説明する。
【００８６】
第１の受信部１３０においては、第１の受信側出力端子１５０と接地間に第１～第３の共
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振素子１３４ａ～１３４ｃによる３つの共振器２００ａ～２００ｃがそれぞれ並列に接続
され、更に、これら隣接する共振器２００ａ～２００ｃ同士は互いに誘導結合され、これ
により、等価回路上では、隣接する共振器２００ａ～２００ｃ間にそれぞれインダクタン
スＬ２１及びＬ２２が挿入されたかたちとなる。
【００８７】
また、第２の受信部１３２においても、第２の受信側出力端子１５２と接地間に第１～第
３の共振素子１４２ａ～１４２ｃによる３つの共振器２０２ａ～２０２ｃがそれぞれ並列
に接続され、更に、これら隣接する共振器２０２ａ～２０２ｃ同士は互いに誘導結合され
、これにより、等価回路上では、隣接する共振器２０２ａ～２０２ｃ間にそれぞれインダ
クタンスＬ２３及びＬ２４が挿入されたかたちとなる。
【００８８】
第１の受信側の第１の共振素子１３４ａと第２の共振素子１３４ｂ間には、第１の受信側
の第１の結合調整電極１６８による合成容量Ｃ２５が形成され、第１の受信側の第２の共
振素子１３４ｂと第３の共振素子１３４ｃ間には、受信側の第２の結合調整電極１８０に
よる合成容量Ｃ２６が形成される。即ち、各共振器２００ａ～２００ｃ間には、インダク
タンスＬ２１と容量Ｃ２５によるＬＣ並列共振回路と、インダクタンスＬ２２と容量Ｃ２
６によるＬＣ並列共振回路が接続されたかたちとなる。
【００８９】
また、第２の受信側の第１の共振素子１４２ａと第２の共振素子１４２ｂ間には、第２の
受信側の第１の結合調整電極１７０による合成容量Ｃ２８が形成され、第２の受信側の第
２の共振素子１４２ｂと第３の共振素子１４２ｃ間には、第２の受信側の第２の結合調整
電極１８２による合成容量Ｃ２７が形成される。即ち、各共振器２０２ａ～２０２ｃ間に
は、インダクタンスＬ２３と容量Ｃ２７によるＬＣ並列共振回路と、インダクタンスＬ２
４と容量Ｃ２８によるＬＣ並列共振回路が接続されたかたちとなる。
【００９０】
第１の受信側の第３の共振素子１３４ｃと第１の受信アンテナ部１４０との間には静電容
量Ｃ２９が形成され、第１の受信側の第１の共振素子１３４ａと第１の受信側出力端子１
５０との間には静電容量Ｃ３０が形成される。また、第２の受信側の第３の共振素子１４
２ｃと第２の受信アンテナ部１４８との間には静電容量Ｃ３１が形成され、第２の受信側
の第１の共振素子１４２ａと第２の受信側出力端子１５２との間には静電容量Ｃ３２が形
成される。
【００９１】
そして、第１の受信部１３０及び第２の受信部１３２の後段には、第１の受信部１３０か
らの受信信号と第２の受信部１３２からの受信信号を、信号処理回路１６における図示し
ないスイッチング制御回路からのスイッチング制御信号の属性（電圧レベル、電流レベル
、周波数等）に基づいて選択的に切り換えるスイッチング回路２０４が接続されている。
【００９２】
このスイッチング回路２０４における第１の固定端子２０６には、第１の受信部１３０が
アンプ２０８を介して接続され、スイッチング回路２０４の第２の固定端子２１０には、
第２の受信部１３２がアンプ２１２を介して接続され、スイッチング回路２０４の可動接
点２１４には、フィルタ２１６及びアンプ２１８を介して信号処理回路１６が接続されて
いる。このスイッチング回路２０４は、例えばＦＥＴなどの半導体素子で構成することが
できる。
【００９３】
そして、信号処理回路１６におけるスイッチング制御回路は、入力された受信信号の感度
が高い方を選択するようにスイッチング制御信号の属性を変化させて、スイッチング回路
２０４の可動接点２１４を切り換えるように構成されている。
【００９４】
このように、第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂにおいては、１つの送信部１８と２つ
の受信部１３０及び１３２とを誘電体基板１２中に一体的に形成するようにしたので、簡
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単な構成で十分な送受信分離を実現することができ、送受信機１０Ａｂ自体の小型化、構
造の簡略化並びに製造コストの低廉化を図ることができる。しかも、第１及び第２の受信
部１３０及び１３２の後段に、感度に応じていずれかの受信部１３０又は１３２を選択す
るためのスイッチング回路２０４を接続するようにしたので、受信感度の向上をも図るこ
とができる。
【００９５】
なお、この第２の変形例に係る送受信機１０Ａｂは、２つの受信部１３０及び１３２を設
けるようにしたが、その他、３つ以上の受信部を設け、これら受信部の後段に、受信部を
選択的に切り換えるマルチプレクサを設けるようにしてもよい。
【００９６】
次に、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａの第３の変形例について図１１及び図１２
を参照しながら説明する。なお、図８～図１０と対応するものについては同符号を付して
その重複説明を省略する。
【００９７】
この第３の変形例に係る送受信機１０Ａｃは、図１１に示すように、第２の変形例に係る
送受信機１０Ａｂ（図８参照）とほぼ同じ構成を有するが、送信フィルタ部１４の直上に
送信アンテナ部１６が形成され、第１の受信フィルタ部１３６の直上に第１の受信アンテ
ナ部１４０が形成され、第２の受信フィルタ部１４４の直上に第１の受信アンテナ部１４
８が形成されている点で異なる。
【００９８】
この第３の変形例に係る送受信機１０Ａｃでは、図１１に示すように、誘電体基板１２の
外周面のうち、送信側入力端子４０並びに第１及び第２の受信側出力端子１５０及び１５
２を除く外側面及び下面にアース電極４４が形成されている。もちろん、これら各種端子
４０、１５０及び１５２とアース電極４４との間には、絶縁をとるための領域が確保され
ている。
【００９９】
また、図１２に示すように、第２の誘電体層Ｓ２の一主面に形成される内層アース電極７
６は、送信アンテナ部１６と送信フィルタ部１４との間、並びに第１の受信アンテナ部１
４０と第１の受信フィルタ部１３６との間、及び第２の受信アンテナ部１４８と第２の受
信フィルタ部１４４との間に介在するように形成され、この場合も、少なくともスルーホ
ール６４、１６４及び１６６の周辺部分が内層アース電極７６の未形成部分となっており
、スルーホール６４、１６４及び１６６との絶縁が確保されている。
【０１００】
この第３の変形例に係る送受信機１０Ａｃにおいては、複数の受信フィルタ部１３６及び
１４４並びに複数の受信アンテナ部１４０及び１４８を有する送受信機１０Ａｃの小型化
を更に図ることができる。
【０１０１】
次に、第２の実施の形態に係る送受信機１０Ｂについて図１３及び図１４を参照しながら
説明する。
【０１０２】
この第２の実施の形態に係る送受信機１０Ｂは、図１３に示すように、３本の片端開放型
の１／４波長共振素子３０ａ～３０ｃがそれぞれ平行に形成された構成を有する送信フィ
ルタ部１４と該送信フィルタ部１４に接続された送信アンテナ部１６とが第１の誘電体基
板２３０中に一体的に形成された送信素子２３２と、３本の片端開放型の１／４波長共振
素子３４ａ～３４ｃがそれぞれ平行に形成された構成を有する受信フィルタ部２０と該受
信フィルタ部２０に接続された受信アンテナ部２２とが第２の誘電体基板２３４中に一体
的に形成された受信素子２３６とを有して構成されている。
【０１０３】
送信素子２３２は、図１３上、左の領域に送信アンテナ部１６が形成され、右の領域に送
信フィルタ部１４が形成されており、第１の誘電体基板２３０の外周面のうち、例えば右
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側面に送信側入力端子４０が形成され、該送信側入力端子４０を除く外側面及び下面のう
ち、送信フィルタ部１４に対応した部分にアース電極４４が形成されている。もちろん、
送信側入力端子４０とアース電極４４との間には、絶縁をとるための領域が確保されてい
る。
【０１０４】
受信素子２３６は、図１３上、右の領域に受信アンテナ部２２が形成され、左の領域に送
信フィルタ部２０が形成されており、第２の誘電体基板２３４の外周面のうち、例えば左
側面に受信側出力端子４２が形成され、該受信側出力端子４２を除く外側面及び下面のう
ち、受信フィルタ部２０に対応した部分にアース電極４４が形成されている。もちろん、
受信側出力端子４２とアース電極４４との間には、絶縁をとるための領域が確保されてい
る。
【０１０５】
そして、この第２の実施の形態に係る送受信機１０Ｂを配線基板４６に実装したとき、送
信素子２３２の送信側入力端子４０と送信側配線４８とが電気的に接続され、受信素子２
３６の受信側出力端子４２と受信側配線５０とが電気的に接続され、第１及び第２の誘電
体基板２３０及び２３４の下面（アース電極４４）と図示しない接地線とが電気的に接続
されるようになっている。
【０１０６】
送信素子２３２及び受信素子２３６の内部構造は、図１４に示すように、第１の実施の形
態に係る送受信機１０Ａの送信部１８及び受信部２４と同様の構成となっているため、対
応する部材に同符号を付して重複説明を省略する。
【０１０７】
この第２の実施の形態に係る送受信機１０Ｂにおいても、簡単な構成で十分な送受信分離
を実現することができ、送受信機１０Ｂ自体の小型化、構造の簡略化並びに製造コストの
低廉化を図ることができる。
【０１０８】
また、図１５の第１の変形例に係る送受信機１０Ｂａに示すように、送信素子２３２にお
いて、送信フィルタ部１４の直上に送信アンテナ部１６を形成し、受信素子２３６におい
て、受信フィルタ部２０の直上に受信アンテナ部２２を形成するようにしてもよい。この
場合、送信素子２３２及び受信素子２３６のサイズを小型化できるため、該送受信機１０
Ｂを実装した通信機器等の小型化を図ることができる。
【０１０９】
また、図１６の第２の変形例に係る送受信機１０Ｂｂに示すように、１つの送信素子２３
２と、２つの受信素子（第１及び第２の受信素子２４０及び２４２）を有して構成するよ
うにしてもよい。この場合、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａの変形例１０Ａａと
同様に、第１及び第２の受信素子２４０及び２４２の後段にスイッチング回路２０４を接
続することにより、感度の高い受信素子を選択することができる。
【０１１０】
また、図１７の第３の変形例に係る送受信機１０Ｂｃに示すように、図１６に示す第２の
変形例に係る送受信機１０Ｂｂにおいて、送信素子２３２における送信フィルタ部１４の
直上に送信アンテナ部１６を形成し、第１の受信素子２４０における第１の受信フィルタ
部１３６の直上に第１の受信アンテナ部１４０を形成し、第２の受信素子２４２における
第２の受信フィルタ部１４４の直上に第２の受信アンテナ部１４８を形成するようにして
もよい。この場合、複数の受信素子２４０及び２４２を有する通信機器等の更なる小型化
を図ることができる。
【０１１１】
次に、第３の実施の形態に係る送受信機１０Ｃについて図１８を参照しながら説明する。
【０１１２】
この第３の実施の形態に係る送受信機１０Ｃは、図１８に示すように、第１の送信側誘電
体基板２５０に形成され、かつ、３本の片端開放型の１／４波長共振素子３０ａ～３０ｃ
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がそれぞれ平行に形成された構成を有する送信フィルタ素子２５２と、第２の送信側誘電
体基板２５４の上面に送信アンテナ３２が形成された構成を有する送信アンテナ素子２５
６とが第１のストリップライン２５８で電気的に接続されてなる送信素子２６０と、第１
の受信側誘電体基板２６２に形成され、３本の片端開放型の１／４波長共振素子３４ａ～
３４ｃがそれぞれ平行に形成された構成を有する受信フィルタ素子２６４と、第２の受信
側誘電体基板２６６の上面に受信アンテナ３６が形成された構成を有する受信アンテナ素
子２６８とが第２のストリップライン２７０で電気的に接続されてなる受信素子２７２と
を有して構成されている。
【０１１３】
図１８上、送信素子２６０における送信アンテナ素子２５６は、第１の送信側誘電体基板
２５４の外周面のうち、例えば右側面にアンテナ端子２７４が形成されている。
【０１１４】
送信素子２６０における送信フィルタ素子２５２は、第２の送信側誘電体基板２５０の外
周面のうち、例えば左側面に送信側出力端子２７６が形成され、右側面に送信側入力端子
２７８が形成され、これら各種端子を除く外側面及び下面にアース電極４４が形成されて
いる。
【０１１５】
一方、受信素子２７２における受信アンテナ素子２６８は、第２の受信側誘電体基板２６
６の外周面のうち、例えば左側面にアンテナ端子２８０が形成されている。
【０１１６】
受信素子２７２における受信フィルタ素子２６４は、第２の受信側誘電体基板２６２の外
周面のうち、例えば右側面に受信側入力端子２８２が形成され、左側面に受信側出力端子
２８４が形成され、これら各種端子を除く外側面及び下面にアース電極４４が形成されて
いる。
【０１１７】
そして、この第３の実施の形態に係る送受信機１０Ｃを配線基板４６に実装したとき、送
信アンテナ素子２５６のアンテナ端子２７４と送信フィルタ素子２５２の送信側入力端子
２７６とが第１のストリップライン２５８によって電気的に接続され、送信フィルタ素子
２５２の送信側出力端子２７８と送信側配線４８とが電気的に接続される。
【０１１８】
また、受信アンテナ素子２６８のアンテナ端子２８０と受信フィルタ素子２６４の受信側
出力端子２８２とが第２のストリップライン２７０によって電気的に接続され、受信フィ
ルタ素子２６４の受信側入力端子２８４と受信側配線５０とが電気的に接続される。
【０１１９】
更に、第１及び第２の送信側誘電体基板２５０の下面（アース電極４４）と図示しない接
地線とが電気的に接続され、第１及び第２の受信側誘電体基板２６２の下面（アース電極
４４）と図示しない接地線とが電気的に接続される。
【０１２０】
この第３の実施の形態に係る送受信機１０Ｃにおいても、簡単な構成で十分な送受信分離
を実現することができ、送受信機１０Ｃ自体の小型化、構造の簡略化並びに製造コストの
低廉化を図ることができる。
【０１２１】
また、図１９の変形例に係る送受信機１０Ｃａに示すように、１つの送信素子２６０と２
つの受信素子（第１及び第２の受信素子２９０及び２９２）を有して構成するようにして
もよい。この場合、第１の受信素子２９０は、第１の受信アンテナ素子２９４と第１の受
信フィルタ素子２９６で構成され、第２の受信素子２９２は、第２の受信アンテナ素子２
９８と第２の受信フィルタ素子３００で構成されることになる。
【０１２２】
この変形例に係る送受信機１０Ｃａにおいても、第１の実施の形態に係る送受信機１０Ａ
の変形例１０Ａａと同様に、２つの受信素子２９０及び２９２の後段にスイッチング回路
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２０４を接続して、感度の高い受信素子を選択するようにしてもよい。
【０１２３】
なお、この発明に係る送受信機は、上述の実施の形態に限らず、この発明の要旨を逸脱す
ることなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。
【０１２４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る送受信機によれば、簡単な構成で十分な送受信分離を
実現することができ、送受信機自体の小型化、構造の簡略化並びに製造コストの低廉化を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係る送受信機の構成を示す斜視図である。
【図２】第１の実施の形態に係る送受信機の構成を示す分解斜視図である。
【図３】第１の実施の形態に係る送受信機の構成を示す縦断面図である。
【図４】第１の実施の形態に係る送受信機の等価回路をその後段に接続される信号処理系
と共に示す図である。
【図５】第１の実施の形態に係る送受信機の第１の変形例の構成を示す斜視図である。
【図６】第１の実施の形態に係る送受信機の第１の変形例の構成を示す分解斜視図である
。
【図７】第１の実施の形態に係る送受信機の第１の変形例の構成を示す縦断面図である。
【図８】第１の実施の形態に係る送受信機の第２の変形例の構成を示す斜視図である。
【図９】第１の実施の形態に係る送受信機の第２の変形例の構成を示す分解斜視図である
。
【図１０】第１の実施の形態に係る送受信機の第２の変形例の等価回路をその後段に接続
される信号処理系と共に示す図である。
【図１１】第１の実施の形態に係る送受信機の第３の変形例の構成を示す斜視図である。
【図１２】第１の実施の形態に係る送受信機の第３の変形例の構成を示す分解斜視図であ
る。
【図１３】第２の実施の形態に係る送受信機の構成を示す斜視図である。
【図１４】第２の実施の形態に係る送受信機の構成を示す分解斜視図である。
【図１５】第２の実施の形態に係る送受信機の第１の変形例の構成を示す斜視図である。
【図１６】第２の実施の形態に係る送受信機の第２の変形例の構成を示す斜視図である。
【図１７】第２の実施の形態に係る送受信機の第３の変形例の構成を示す斜視図である。
【図１８】第３の実施の形態に係る送受信機の構成を示す斜視図である。
【図１９】第３の実施の形態に係る送受信機の変形例の構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０Ａ、１０Ａａ～１０Ａｃ、１０Ｂ、１０Ｂａ～１０Ｂｃ、１０Ｃ、１０Ｃａ…送受信
機
１２…誘電体基板　　　　　　　　　　　１４…送信フィルタ部
１６…送信アンテナ部　　　　　　　　　１８…送信部
２０…受信フィルタ部　　　　　　　　　２２…受信アンテナ部
２４…受信部　　　　　　　　　　　　　１００…空隙
１１６…信号処理回路　　　　　　　　　１３０…第１の受信部
１３２…第２の受信部　　　　　　　　　１３６…第１の受信フィルタ部
１４０…第１の受信アンテナ部　　　　　１４４…第２の受信フィルタ部
１４８…第２の受信アンテナ部　　　　　１９０…空隙
２０４…スイッチング回路　　　　　　　２３０…第１の誘電体基板
２３２…送信素子　　　　　　　　　　　２３４…第２の誘電体基板
２３６…受信素子　　　　　　　　　　　２４０…第１の受信素子
２４２…第２の受信素子　　　　　　　　２５０…第１の送信側誘電体基板
２５２…送信フィルタ素子　　　　　　　２５４…第２の送信側誘電体基板
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２５６…送信アンテナ素子　　　　　　　２６０…送信素子
２６２…第１の受信側誘電体基板　　　　２６４…受信フィルタ素子
２６６…第２の受信側誘電体基板　　　　２６８…受信アンテナ素子
２７２…受信素子

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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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 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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