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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上に設けられた第１インダクタと、
　前記半導体基板上に設けられ、前記第１インダクタに接続した第２インダクタと、
　前記半導体基板上に設けられ、前記半導体基板に垂直な方向から見た場合に前記第１イ
ンダクタと重なる領域に位置し、かつ前記半導体基板と前記第１インダクタの間の領域に
位置する第３インダクタと、
　前記半導体基板上に設けられ、前記半導体基板に垂直な方向から見た場合に前記第２イ
ンダクタと重なる領域に位置し、かつ前記半導体基板と前記第２インダクタの間の領域に
位置する第４インダクタと、
を備え、
　前記第１インダクタは、第１内側端部及び第１外側端部を有し、
　前記第２インダクタは、第２内側端部及び第２外側端部を有し、
　前記第１インダクタは、前記第１内側端部から前記第１外側端部にかけて第１方向に巻
かれており、
　前記第２インダクタは、前記第２内側端部から前記第２外側端部にかけて前記第１方向
に巻かれており、
　前記第１外側端部と前記第２外側端部が互いに接続しており、
　前記第１内側端部と前記第２内側端部が互いに接続しており、
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　前記第３インダクタと前記第４インダクタは、電気的に互いに絶縁されており、
　前記第３インダクタは、前記第３インダクタに送信信号を送信可能な送信回路に接続し
ており、
　前記第４インダクタは、前記第４インダクタから受信信号を受信可能な受信回路に接続
している回路装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の回路装置において、
　前記半導体基板上に設けられ、前記第３インダクタに接続された第１配線と、
　前記半導体基板上に設けられ、前記第４インダクタに接続された第２配線と、
を備える回路装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、互いに接続していない２つの回路の間で電気信号を伝達することができ、か
つノイズに強い回路装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力される電気信号の電位が互いに異なる２つの回路の間で電気信号を伝達する場合、
フォトカプラを用いることが多い。フォトカプラは、発光ダイオードなどの発光素子とフ
ォトトランジスタなどの受光素子を有しており、入力された電気信号を発光素子で光に変
換し、この光を受光素子で電気信号に戻すことにより、電気信号を伝達している。
【０００３】
　しかし、フォトカプラは発光素子と受光素子を有しているため、小型化が難しい。また
、電気信号の周波数が高い場合には電気信号に追従できなくなる。これらの問題を解決す
る技術として、２つのインダクタを誘導結合させることにより、電気信号を伝達する技術
が開発されている。
【０００４】
　一方、特許文献１には薄膜トランス装置が開示されている。この薄膜トランス装置にお
いて、１，２次コイルを有する４つの薄膜トランスが同一シリコン基板の表面側に配置さ
れている。隣接しあうトランス同士は最外周部分のコイルを共有している。また４つの薄
膜トランスにおいて、一次コイルは互いに並列に接続しており、また二次コイルも互いに
並列に接続している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－１２００４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　２つのインダクタを誘導結合させることにより電気信号を伝達する場合、受信側のイン
ダクタに外部磁場が加わるとノイズ信号が発生する可能性がある。このため、外部磁場に
起因してノイズ信号が発生することを抑制する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、渦巻状の第１導電パターンからなり、送信信号が入力される第１送信
インダクタと、
　前記第１送信インダクタの上または下に形成された第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層を介して前記第１送信インダクタと重なる領域に配置され、渦巻状の第
２導電パターンからなり、前記送信信号に対応する受信信号を生成する第１受信インダク
タと、
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　前記第１受信インダクタに直列に接続し、渦巻状の第３導電パターンからなり、同一の
向きの磁場に対して前記第１受信インダクタとは逆向きの電圧を生じる第２受信インダク
タと、
を備える回路装置が提供される。
【０００８】
　本発明において外部磁場が回路装置に加わった場合、第１受信インダクタと第２受信イ
ンダクタは逆向きの電圧を生じる。また、第１受信インダクタと第２受信インダクタは直
列に接続されている。このため、外部磁場に対する第１受信インダクタ及び第２受信イン
ダクタの出力電圧は低くなる。したがって、外部磁場に起因してノイズ信号が発生するこ
とを抑制できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、外部磁場に起因してノイズ信号が発生することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図２】第１送信インダクタの形状の一例を示す平面図である。
【図３】各図は第１受信インダクタ及び第２受信インダクタの形状の一例を示す平面図で
ある。
【図４】第２の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図５】（ａ）は第３の実施形態にかかる回路装置の断面図であり、（ｂ）は埋込絶縁層
の平面レイアウトを示す平面図である。
【図６】第４の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図７】各図は第１送信インダクタと第２送信インダクタの形状の一例を示す平面図であ
る。
【図８】各図は第５の実施形態にかかる回路装置のインダクタの形状を示す平面図である
。
【図９】第６の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１０】（ａ）は図９に示した回路装置における第１受信インダクタ及び第２受信イン
ダクタの平面図であり、（ｂ）は（ａ）の変形例を示す平面図である。
【図１１】各図は第７の実施形態にかかる回路装置のインダクタの形状を示す平面図であ
る。
【図１２】第８の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１３】第９の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１４】図１３に示した回路装置における埋込絶縁層の相対位置及び平面形状を示す平
面図である。
【図１５】第１０の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１６】第１１の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１７】第１２の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１８】第１３の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図１９】第１４の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図２０】第１送信インダクタ、第１受信インダクタ、第２受信インダクタ、及び第３受
信インダクタの相対位置を示す平面図である。
【図２１】第１５の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図２２】第１６の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【図２３】各図は図２２に示した回路装置における第１受信インダクタ及び第２受信イン
ダクタの形状を示す平面図である。
【図２４】第１７の実施形態にかかる回路装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面におい
て、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００１２】
　図１は、第１の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、第１送信
インダクタ２００、第１絶縁層１２０、第１受信インダクタ３００、及び第２受信インダ
クタ３２０を備える。第１送信インダクタ２００は、渦巻状の導電パターンからなり、送
信信号が入力される。第１絶縁層１２０は、第１送信インダクタ２００の上又は下に位置
している。図１に示す例において、第１絶縁層１２０は第１送信インダクタ２００の上に
位置している。第１受信インダクタ３００は、第１絶縁層１２０を介して第１送信インダ
クタ２００と重なる領域に配置されている。第１受信インダクタ３００は、渦巻状の導電
パターンからなり、第１送信インダクタ２００に入力される送信信号に対応して受信信号
を生成する。第２受信インダクタ３２０は、第１受信インダクタ３００に直列に接続し、
渦巻状の導電パターンからなっている。第２受信インダクタ３２０は、同一の向きの磁場
に対して第１受信インダクタ３００とは逆向きの電圧を生じる。図１に示す例において、
第２受信インダクタ３２０は第１受信インダクタ３００の隣に位置している。このため、
平面視において第１受信インダクタ３００と第２受信インダクタ３２０の間には他のイン
ダクタが存在しない。
【００１３】
　図１に示す例において、回路装置は基板１００を有している。基板１００は、例えばシ
リコン基板などの半導体基板である。基板１００上には、絶縁層１１２，１１４，１１６
，１１８がこの順に積層されている。絶縁層１１４，１１６，１１８によって第１絶縁層
１２０が構成されている。
【００１４】
　絶縁層１１２，１１４，１１６，１１８それぞれの表面には配線等の導電パターンが位
置している。これら導電パターンは、例えば絶縁層上に形成されたＡｌ合金パターンであ
るが、ダマシン法により絶縁層に埋め込まれたＣｕ合金パターンであっても良い。第１送
信インダクタ２００は絶縁層１１２の表面に位置しており、第１受信インダクタ３００及
び第２受信インダクタ３２０は絶縁層１１８の表面、すなわち最上層の配線層に位置して
いる。第１受信インダクタ３００、第２受信インダクタ３２０、及び絶縁層１１８は、保
護膜１３０によって被覆されている。
【００１５】
　第１送信インダクタ２００の中心側の端部２０２は、絶縁層１１４に設けられたビアプ
ラグ及び絶縁層１１４の表面に位置している第１引出配線１４２を介して、平面視におい
て第１送信インダクタ２００の外側に引き出されている。また第１受信インダクタ３００
の中心側の端部３０２は、絶縁層１１８に設けられたビアプラグ及び絶縁層１１６の表面
に位置している第２引出配線１４４を介して、第１受信インダクタ３００の外側に引き出
されている。本実施形態において端部３０２は、ビアプラグ及び第２引出配線１４４を介
して、第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２に接続している。第２引出配線１
４４は、第１引出配線１４２より第１受信インダクタ３００に近い層に形成されている。
【００１６】
　平面視において、第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２は第１送信インダク
タ２００の中心側の端部２０２と重なっていない。このため、第２引出配線１４４と第１
引出配線１４２は平面視で重ならない。したがって、第２引出配線１４４と第１引出配線
１４２の最小間隔は、端部３０２，２０２が重なる場合と比較して大きくなる。なお、第
１受信インダクタ３００と第１送信インダクタ２００の渦巻きの中心は、互いに重なって
いるのが好ましい。
【００１７】
　図２は、第１送信インダクタ２００の形状の一例を示す平面図である。本図に示す例に
おいて第１送信インダクタ２００は、外側の端部２０４から中心側の端部２０２に向けて
時計回りの渦巻きを形成している。なお第１送信インダクタ２００は、外側の端部２０４
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から中心側の端部２０２に向けて反時計回りの渦巻きを形成していてもよい。
【００１８】
　図３の各図は、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０の形状の一例
を示す平面図である。いずれの図においても、第１受信インダクタ３００及び第２受信イ
ンダクタ３２０は、巻き数及び配線間隔が略同じであり、絶対値が同じ磁場に対して絶対
値が同じ電圧を生じる。
【００１９】
　図３（ａ）に示す例は、図１に対応している。この例において、第１受信インダクタ３
００及び第２受信インダクタ３２０は、渦巻きの向きが同一である。具体的には、第１受
信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は外側の端部３０４、３２４から中心
側の端部３０２，３２２に向けて時計回りの渦巻きを形成している。ただし渦巻きの向き
は逆であっても良い。そして、中心側の端部３０２，３２２が第２引出配線１４４を介し
て互いに接続している。
【００２０】
　図３（ｂ）に示す例は、図１とは異なる例を示している。この例において、第１受信イ
ンダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は、図３（ａ）に示した例と同様であり、
渦巻きの向きが同一である。そして外側の端部３０４，３２４が互いに繋がっている。
【００２１】
　図３（ｃ）に示す例は、図１とは異なる例を示している。この例において、第１受信イ
ンダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は、渦巻きの向きが逆である。そして第１
受信インダクタ３００の外側の端部３０４と、第２受信インダクタ３２０の中心側の端部
３２２が、第２引出配線１４４を介して互いに接続している。なお、第１受信インダクタ
３００の中心側の端部３０２と、第２受信インダクタ３２０の外側の端部３２４が、第２
引出配線１４４を介して互いに接続していてもよい。
【００２２】
　図１～３に示した回路装置は、例えば以下のようにして形成される。まず基板１００上
に絶縁層１１２を形成する。基板１００には、トランジスタ（図示せず）が形成されてい
ても良い。次いで絶縁層１１２の表面に第１送信インダクタ２００を形成する。第１送信
インダクタ２００が絶縁層１１２上の導電パターンで形成される場合、絶縁層１１２上に
導電膜を形成し、この導電膜を選択的に除去することにより、第１送信インダクタ２００
が形成される。第１送信インダクタ２００が絶縁層１１２に埋め込まれる場合、絶縁層１
１２に溝パターンを形成し、この溝内及び絶縁層１１２上に導電膜を形成し、さらに絶縁
層１１２上の導電膜を除去することにより、第１送信インダクタ２００が形成される。
【００２３】
　次いで、絶縁層１１２上及び第１送信インダクタ２００上に絶縁層１１４を形成する。
次いで絶縁層１１４内に、第１送信インダクタ２００の中心側の端部２０２に接続するビ
アプラグを形成する。次いで、絶縁層１１４の表面に第１引出配線１４２を形成する。第
１引出配線１４２は、例えば第１送信インダクタ２００の形成方法として例示した方法の
いずれかで形成される。
【００２４】
　次いで、絶縁層１１４上及び第１引出配線１４２上に絶縁層１１６を形成する。次いで
絶縁層１１６の表面に第２引出配線１４４を形成する。第２引出配線１４４は、例えば第
１送信インダクタ２００の形成方法として例示した方法のいずれかで形成される。
【００２５】
　次いで、絶縁層１１６上及び第２引出配線１４４上に絶縁層１１８を形成する。次いで
絶縁層１１８内に２つのビアプラグを形成する。これらビアプラグは、第１受信インダク
タ３００及び第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３０２，３２２を第２引出配線１
４４に接続するためのものである。次いで、絶縁層１１８の表面に第１受信インダクタ３
００及び第２受信インダクタ３２０を形成する。これらインダクタは、例えば第１送信イ
ンダクタ２００の形成方法として例示した方法のいずれかで形成される。次いで、絶縁層
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１１８上、第１受信インダクタ３００上、及び第２受信インダクタ３２０上に保護膜１３
０を形成する。
【００２６】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。まず、送信回路（図示せず）から第１
送信インダクタ２００に送信信号が入力されると、第１送信インダクタ２００によって磁
場が生成する。第１受信インダクタ３００は、第１送信インダクタ２００が生成した磁場
によって電圧を生じる。一方、第２受信インダクタ３２０は、第１送信インダクタ２００
が生成した磁場によってはほとんど電圧を生じない。このため、受信回路（図示せず）は
、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０が生じた電圧（例えば図３（
ａ）に示す例では端部３０４，３２４間の電圧）を検出することにより、送信信号に対応
した受信信号を検出することができる。
【００２７】
　また図１に示した回路装置に外部磁場が加わった場合を考える。外部磁場は、第１受信
インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０のいずれに対しても、略同じ向きで加わ
る。上記したように、第２受信インダクタ３２０は、同一の向きの磁場に対して第１受信
インダクタ３００とは逆向きの電圧を生じる。第１受信インダクタ３００及び第２受信イ
ンダクタ３２０は直列に接続されているため、外部磁場によって生じる電圧（例えば図３
（ａ）に示す例では端部３０４，３２４間の電圧）が小さくなる。このため、外部磁場に
起因してノイズ信号が発生することを抑制できる。この効果は、第１受信インダクタ３０
０と第２受信インダクタ３２０の巻数が略同じである場合、特に顕著になる。
【００２８】
　また、平面視において、第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２は第１送信イ
ンダクタ２００の中心側の端部２０２と重なっていない。このため、第１引出配線１４２
と第２引出配線１４４が平面視において重なることを防止できる。したがって、端部３０
２，２０２が重なる場合と比較して、第２引出配線１４４と第１引出配線１４２の最小間
隔が大きくなり、第１送信インダクタ２００と第１受信インダクタ３００の間の絶縁耐圧
が大きくなる。従って、送信信号と受信信号の基準電位が大きく異なる場合でも、入力側
と受信側の間で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【００２９】
　図４は、第２の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、以下の点
を除いて、第１の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。
【００３０】
　保護膜１３０には、第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２を露出させる開口
部、及び第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２を露出させる開口部が設けられ
ている。これらの開口部から露出した端部３０２，３２２は、ワイヤ５００を介して互い
に接続している。すなわち端部３０２は、ワイヤ５００を介して第１受信インダクタ３０
０の外側に引き出されている。また回路装置は、第１の実施形態に示した第２引出配線１
４４及びこれに接続するビアプラグを備えていない。
【００３１】
　本実施形態によっても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第２
引出配線１４４の代わりにワイヤ５００を用いているため、第２引出配線１４４を用いる
場合と比較して、第１送信インダクタ２００及びこれに接続する配線と、第１受信インダ
クタ３００及びこれに接続する配線との最小間隔を広くすることができる。従って、送信
信号と受信信号の基準電位が大きく異なる場合でも、第１送信インダクタ２００及びこれ
に接続する配線と、第１受信インダクタ３００及びこれに接続する配線との間で絶縁破壊
が生じることを抑制できる。
【００３２】
　図５（ａ）は、第３の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、基
板１００としてＳＯＩ（Silicon ON Insulator）基板を用いている点を除いて、第１の実
施形態と同様である。本実施形態において基板１００は、シリコン基板１０２上に絶縁層
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１０４及びシリコン層１０６をこの順に積層した構造である。そしてシリコン層１０６に
は、複数の埋込絶縁層１０８が設けられている。第１送信インダクタ２００、第１受信イ
ンダクタ３００、及び第２受信インダクタ３２０は、複数の埋込絶縁層１０８の上方に位
置している。シリコン層１０６には、トランジスタ（図示せず）及び素子分離膜が形成さ
れていても良い。
【００３３】
　本図に示す例において埋込絶縁層１０８は、底部が絶縁層１０４に接しているが、底部
が絶縁層１０４に接していなくてもよい。後者の場合、埋込絶縁層１０８は、シリコン層
１０６に形成されたトランジスタ（図示せず）の素子分離膜と同一工程で形成されても良
い。
【００３４】
　図５（ｂ）は、埋込絶縁層１０８の平面レイアウトを示す平面図である。埋込絶縁層１
０８は、マトリクスを形成するように互いに離間して配置されている。
【００３５】
　本実施形態によっても第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、基板１
００としてＳＯＩ基板を使用し、かつシリコン層１０６には複数の埋込絶縁層１０８が設
けられている。複数の埋込絶縁層１０８は、第１送信インダクタ２００、第１受信インダ
クタ３００、及び第２受信インダクタ３２０の下方に位置している。従って、基板１００
に渦電流が生じることを抑制できる。
【００３６】
　図６は、第４の実施形態にかかる回路装置の構成を示す断面図である。この回路装置は
、第２送信インダクタ２２０を備える点、第１引出配線１４２が第２送信インダクタ２２
０の中心側の端部２２２にも接続している点、並びに第２引出配線１４４が第1受信イン
ダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０の外側に引き出されている点を除いて、第３
の実施形態に示した回路装置と同様の構成である。第２送信インダクタ２２０は、渦巻状
の導電パターンにより構成されている。
【００３７】
　本図に示す例において、第２送信インダクタ２２０は第１送信インダクタ２００と同一
層に形成されており、第１絶縁層１２０を介して第２受信インダクタ３２０と重なる領域
に配置されている。第２送信インダクタ２２０は、第１引出配線１４２を介して第１送信
インダクタ２００と同一の送信信号が入力されるが、送信信号が入力されたときに発生す
る磁場の向きは、第１送信インダクタ２００と逆である。
【００３８】
　第１引出配線１４２は、絶縁層１１４に設けられたビアプラグを介して第１送信インダ
クタ２００の中心側の端部２０２及び第２送信インダクタ２２０の中心側の端部２２２そ
れぞれに接続している。このため、第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２
２０は、第１引出配線１４２に対して並列に接続されている。また第２送信インダクタ２
２０は、第１送信インダクタ２００の隣に位置している。このため、平面視において第１
送信インダクタ２００と第２送信インダクタ２２０の間には他のインダクタが存在しない
。
【００３９】
　図７の各図は、第１送信インダクタ２００と第２送信インダクタ２２０の形状の一例を
示す平面図である。いずれの図においても、第１送信インダクタ２００及び第２送信イン
ダクタ２２０は、巻き数が略同じであるが、巻き数は互いに異なっていても良い。
【００４０】
　図７（ａ）に示す例は、図６に対応している。この例において第１送信インダクタ２０
０及び第２送信インダクタ２２０は、渦巻きの向きが逆である。具体的には、第１送信イ
ンダクタ２００は、外側の端部２０４から中心側の端部２０２に向けて時計回りの渦巻き
を形成しており、第２送信インダクタ２２０は、外側の端部２２４から中心側の端部２２
２に向けて反時計回りの渦巻きを形成している。ただし渦巻きの向きは逆であっても良い



(8) JP 6238323 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

。そして、中心側の端部２０２，２２２が第１引出配線１４２を介して互いに接続してい
る。また外側の端部２０４，２２４は互いに繋がっており、配線２３０によって第１送信
インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０の外側に引き出されている。配線２３０
は、例えば第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０と同一の配線層に形
成されている。第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０は、送信信号の
入力線となる第１引出配線１４２及び配線２３０に対して並列に接続されている。
【００４１】
　図７（ｂ）に示す例は、図６とは異なる例を示している。この例において第１送信イン
ダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０は、渦巻きの向きが同一である。第１送信イ
ンダクタ２００の中心側の端部２０２と第２送信インダクタ２２０の外側の端部２２４が
、引出配線１４５を介して互いに接続している。また第１送信インダクタ２００の外側の
端部２０４と第２送信インダクタ２２０の中心側の端部２２２が、引出配線１４３を介し
て互いに接続している。引出配線１４３，１４５は、例えば図６に示した第１引出配線１
４２と同様に形成される。第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０は、
送信信号の入力線となる引出配線１４３，１４５に対して並列に接続されている。
【００４２】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第２
受信インダクタ３２０と重なる領域に第２送信インダクタ２２０が形成されており、第２
送信インダクタ２２０には第１送信インダクタ２００と同一の送信信号が入力される。第
２送信インダクタ２２０は、第１送信インダクタ２００とは逆向きの磁場を発生するため
、第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０に送信信号が入力されたとき
に、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は、同一の向きの電圧を生
じる。このため、送信信号に対応して第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ
３２０が生成する受信信号の電圧は高くなる。従って、信号の送信エラーが発生すること
を抑制できる。
【００４３】
　また、第１送信インダクタ２００と第２送信インダクタ２２０の間には他のインダクタ
が存在しない。このため、第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０に送
信信号が入力されたときに、第１送信インダクタ２００が発生する磁場と第２送信インダ
クタ２２０が発生する磁場が結合し、磁場の漏れが少なくなる。従って、送信信号に対応
して第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０が生成する受信信号の電圧
はさらに高くなり、信号の受信感度が高くなる。
【００４４】
　なお、本実施形態において第２送信インダクタ２２０は、第１絶縁層１２０ではなく他
の絶縁層（第２絶縁層）を介して第２受信インダクタ３２０と重なる領域に配置されてい
ても良い。例えば第１絶縁層１２０が複数の絶縁層で構成されている場合、第２送信イン
ダクタ２２０は、第１絶縁層１２０を構成する絶縁層の一部を介して第２受信インダクタ
３２０と重なる領域に配置されていても良い。
【００４５】
　図８の各図は、第５の実施形態にかかる回路装置のインダクタの形状を示す平面図であ
る。本実施形態において回路装置は、第１送信インダクタ２００、第２送信インダクタ２
２０、第１受信インダクタ３００、及び第２受信インダクタ３２０を有する信号送信回路
を偶数個有している。そして各信号送信回路は、同一のインダクタが互いに隣り合うよう
に配置されている。各信号送信回路の間には他のインダクタが存在しない。
【００４６】
　図８（ａ）は、第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０の形状を示す
平面図である。全ての第１送信インダクタ２００及び第２送信インダクタ２２０は、送信
信号の入力線である第１引出配線１４２及び配線２３０に対して並列に接続されている。
隣り合う第１送信インダクタ２００は、送信信号が入力されたときに互いに逆向きの磁場
を発生させる。また隣り合う第２送信インダクタ２２０は、送信信号が入力されたときに
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互いに逆向きの磁場を発生させる。
【００４７】
　図８（ｂ）は、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０の形状を示す
平面図である。全ての第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は、送信
信号が入力されたときに各インダクタで生じた電圧が加算される方向に、直列に接続され
ている。図８（ｂ）に示す例では、全ての第１受信インダクタ３００及び第２受信インダ
クタ３２０は渦巻きの方向が同一である。そして隣り合う第１受信インダクタ３００は、
外側の端部３０４が互いに接続している。受信回路は、隣り合う第２受信インダクタ３２
０の外側の端部３２４の間の電圧を測定することにより、受信信号を検出する。
【００４８】
　本実施形態によっても、第４の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、送信
信号が入力されたときに、隣り合う第１送信インダクタ２００は互いに逆向きの磁場を発
生させ、隣り合う第２送信インダクタ２２０は互いに逆向きの磁場を発生させる。このた
め、隣り合う第１送信インダクタ２００の磁場が互いに結合し、かつ隣り合う第２送信イ
ンダクタ２２０の磁場も互いに結合する。従って、磁場の漏れがさらに少なくなり、第１
受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０が信号を受信しやすくなる。
【００４９】
　図９は、第６の実施形態にかかる回路装置の構成を示す断面図である。この回路装置は
、第３受信インダクタ３４０及び引出配線１４６を備える点を除いて、第１の実施形態に
かかる回路装置と同様の構成である。本実施形態において受信信号は、第３受信インダク
タ３４０から出力される。
【００５０】
　図９に示す例において、第３受信インダクタ３４０は、第１絶縁層１２０を介して第２
受信インダクタ３２０と重なる領域に配置されている。引出配線１４６は、絶縁層１１４
に設けられたビアプラグを介して第３受信インダクタ３４０の中心側の端部３４２に接続
しており、端部３４２を第３受信インダクタ３４０の外側に引き出している。
【００５１】
　図１０（ａ）は、図９に示した回路装置における第１受信インダクタ３００及び第２受
信インダクタ３２０の平面図である。第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ
３２０は渦巻きの向きが互いに同じである。そして、外側の端部３０４，３２４が互いに
接続しており、中心側の端部３０２，３２２が第２引出配線１４４によって互いに接続し
ている。
【００５２】
　図１０（ｂ）は、図１０（ａ）の変形例である。本図は、第１受信インダクタ３００及
び第２受信インダクタ３２０の渦巻きの向きが互いに逆である点を除いて、図１０（ａ）
と同様である。なお本図において、端部３０２，３２４が互いに接続し、端部３２２，３
０４が互いに接続しても良い。
【００５３】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。第１送信インダクタ２００に送信信号
が入力されると、第１の実施形態と同様に第１受信インダクタ３００に電圧が生じる。こ
の電圧によって第２受信インダクタ３２０に電流が流れ、第２受信インダクタ３２０が磁
場を発生させる。第２受信インダクタ３２０が磁場を発生させると、この磁場によって第
３受信インダクタ３４０に電圧が生じる。受信回路は、この電圧を受信信号として検出す
る。従って、第１送信インダクタ２００から、第１受信インダクタ３００及び第２受信イ
ンダクタ３２０を経由して、第３受信インダクタ３４０に信号を送信することができる。
また外部磁場が加わったときに第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０
に生じる電圧は、互いに打ち消す方向になっている。従って、外部磁場に起因してノイズ
信号が発生することを抑制できる。
【００５４】
　また、第１送信インダクタ２００から第３受信インダクタ３４０に信号が伝達されるま
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でには、第１絶縁層１２０を２回経由する必要がある。従って、第１送信インダクタ２０
０と第３受信インダクタ３４０の間の絶縁耐圧が大きくなる。従って、送信信号と受信信
号の基準電位が大きく異なる場合でも、入力側と受信側の間で絶縁破壊が生じることを抑
制できる。
【００５５】
　なお、本実施形態において第３受信インダクタ３４０は、第１絶縁層１２０ではなく他
の絶縁層（第３絶縁層）を介して第２受信インダクタ３２０と重なる領域に配置されてい
ても良い。例えば第１絶縁層１２０が複数の絶縁層で構成されている場合、第３受信イン
ダクタ３４０は、第１絶縁層１２０を構成する絶縁層の一部を介して第２受信インダクタ
３２０と重なる領域に配置されていても良い。
【００５６】
　図１１は、第７の実施形態にかかる回路装置のインダクタの形状を示す平面図である。
この回路装置は、第１送信インダクタ２００、第１受信インダクタ３００、第２受信イン
ダクタ３２０、及び第３受信インダクタ３４０を有する信号送信回路を偶数個有している
点を除いて、第６の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。偶数個の信号送信回
路は、同一のインダクタが隣り合うように並んで配置されている。各信号送信回路の間に
は他のインダクタが存在しない。
【００５７】
　図１１（ａ）は、第１送信インダクタ２００の形状を示す平面図である。全ての第１送
信インダクタ２００は、送信信号の入力線である第１引出配線１４２及び配線２３０に対
して並列に接続されている。隣り合う第１送信インダクタ２００は、送信信号が入力され
たときに互いに逆向きの磁場を発生させる。
【００５８】
　図１１（ｂ）は、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０の形状を示
す平面図である。本図に示す例において、隣り合う第１受信インダクタ３００の渦巻きの
方向は同じであり、隣り合う第２受信インダクタ３２０の渦巻きの方向は同じである。た
だしこれらの向きは互いに逆であっても良い。
【００５９】
　図１１（ｃ）は、第３受信インダクタ３４０の形状を示す平面図である。隣り合う第３
受信インダクタ３４０は、同一の磁場に対して逆向きの電圧を発生させ、かつ、送信信号
が第１送信インダクタ２００に入力されたときに、それぞれに生じる電圧が加算される方
向に互いに直列に接続されている。本図に示す例において、隣り合う第３受信インダクタ
３４０は、渦巻きの向きが同じであり、中心側の端部３４２が互いに接続されている。受
信回路は、隣り合う第３受信インダクタ３４０の外側の端部３４４の間の電圧を測定する
ことにより、受信信号を検出する。なお、中心側の端部３４２の代わりに外側の端部３４
４が互いに接続されていても良い。この場合、受信回路は、隣り合う第３受信インダクタ
３４０の中心側の端部３４２の間の電圧を測定することにより、受信信号を検出する。
【００６０】
　本実施形態によっても、第６の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、送信
信号が入力されたときに、隣り合う第１送信インダクタ２００は互いに逆向きの磁場を発
生させる。このため、隣り合う第１送信インダクタ２００の磁場が互いに結合し、磁場の
漏れが少なくなる。従って、第１受信インダクタ３００が信号を受信しやすくなる。
【００６１】
　また、隣り合う第１受信インダクタ３００の渦巻きの方向は同じである。上記したよう
に、隣り合う第１送信インダクタ２００は互いに逆向きの磁場を発生させる。このため、
第１送信インダクタ２００に送信信号が入力されたときに、隣り合う第１受信インダクタ
３００は、逆向きの電圧を生じる。第２受信インダクタ３２０の渦巻きの方向は同じであ
るため、隣り合う第２受信インダクタ３２０は逆向きの磁場を発生させる。従って、隣り
合う第２受信インダクタ３２０の磁場が互いに結合し、磁場の漏れが少なくなる。従って
、第３受信インダクタ３４０が信号を受信しやすくなる。
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【００６２】
　また、第３受信インダクタ３４０は、同一の磁場に対して逆向きの電圧を発生させる。
従って、外部磁場によって第３受信インダクタ３４０に生じる電圧が小さくなる。このた
め、外部磁場に起因してノイズ信号が発生することを抑制できる。この効果は、隣り合う
第３受信インダクタ３４０の巻数が同じである場合、特に顕著になる。
【００６３】
　図１２は、第８の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、以下の
点を除いて、第６または第７の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。
【００６４】
　保護膜１３０には、第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２を露出させる開口
部、及び第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２を露出させる開口部が設けられ
ている。これらの開口部から露出した端部３０２，３２２は、ワイヤ５００を介して互い
に接続している。また回路装置は、図９に示した第２引出配線１４４及びこれに接続する
ビアプラグを備えていない。
【００６５】
　本実施形態によっても、第６または第７の実施形態と同様の効果を得ることができる。
また、第２引出配線１４４の代わりにワイヤ５００を用いているため、第２引出配線１４
４を用いる場合と比較して、第１送信インダクタ２００及びこれに接続する配線と、第１
受信インダクタ３００及びこれに接続する配線との最小間隔を広くすることができる。従
って、送信信号と受信信号の基準電位が大きく異なる場合でも、第１送信インダクタ２０
０及びこれに接続する配線と、第１受信インダクタ３００及びこれに接続する配線との間
で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【００６６】
　図１３は、第９の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、基板１
００としてＳＯＩ基板を用いている点、及びＳＯＩ基板のシリコン層１０６に埋込絶縁層
１０８が設けられている点を除いて、第８の実施形態と同様である。ＳＯＩ基板である基
板１００の構成は、第３の実施形態と同様である。ただし本実施形態において、埋込絶縁
層１０８は第１受信インダクタ３００と第２受信インダクタ３２０の間の領域の下方に形
成されているが、第１受信インダクタ３００の下方及び第２受信インダクタ３２０の下方
には形成されていない。
【００６７】
　図１４は、図１３に示した回路装置における、第１受信インダクタ３００及び第２受信
インダクタ３２０に対する埋込絶縁層１０８の相対位置、及び埋込絶縁層１０８の平面形
状を示す平面図である。埋込絶縁層１０８は、シリコン層１０６を、第１受信インダクタ
３００が設けられている領域と、第２受信インダクタ３２０が設けられている領域とで絶
縁するように設けられている。
【００６８】
　本実施形態によっても、第８の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、シリ
コン層１０６は、第１受信インダクタ３００が設けられている領域と、第２受信インダク
タ３２０が設けられている領域の間が埋込絶縁層１０８によって絶縁されている。従って
、これらの間の基板電位を異ならせることができる。
【００６９】
　図１５は、第１０の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、引出
配線１４６が絶縁層１１２の下に配置されている点を除いて、第９の実施形態にかかる回
路装置と同様の構成である。シリコン層１０６にトランジスタ（図示せず）が形成されて
いる場合、引出配線１４６はトランジスタのゲート電極と同一層に設けられる。この場合
、引出配線１４６は、例えばポリシリコン配線又はメタル配線になる。
【００７０】
　本実施形態によっても、第９の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、引出
配線１４６をシリコン層１０６の上に設けているため、第３受信インダクタ３４０及びこ
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れに接続する配線と、第２受信インダクタ３２０の間の最小間隔を大きくして、これらの
間の絶縁耐圧を高くすることができる。なお、引出配線１４６がポリシリコン配線である
場合、引出配線１４６の抵抗が高くなるが、受信回路は電流ではなく電圧で受信信号の有
無を判断するため、問題にならない。
【００７１】
　図１６は、第１１の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、第１
引出配線１４２が引出配線１４６と同様に絶縁層１１２の下に配置されている点を除いて
、第１０の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。
【００７２】
　本実施形態によっても第１０の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第１
引出配線１４２をシリコン層１０６の上に設けているため、第１送信インダクタ２００及
びこれに接続する配線と、第１受信インダクタ３００の間の最小間隔を大きくして、これ
らの間の絶縁耐圧を高くすることができる。
【００７３】
　図１７は、第１２の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、基板
１００に送信回路及び受信回路が形成されている点を除いて、第９、第１０、又は第１１
の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。送信回路はトランジスタ１５０を有し
ており、受信回路はトランジスタ１６０を有している。なお本図において、図１２等に示
したワイヤ５００、第１引出配線１４２、及び引出配線１４６は省略されている。
【００７４】
　本実施形態においてもシリコン層１０６は、第１送信インダクタ２００及び第１受信イ
ンダクタ３００の下方を含む領域と、第３受信インダクタ３４０及び第２受信インダクタ
３２０の下方を含む領域が絶縁されている。
【００７５】
　トランジスタ１５０は、シリコン層１０６のうち第１送信インダクタ２００及び第１受
信インダクタ３００の下方を含む領域に設けられている。トランジスタ１５０は送信回路
の一部であり、例えばソースが第１送信インダクタ２００に電気的に接続している。また
トランジスタ１６０は、シリコン層１０６のうち第２受信インダクタ３２０及び第３受信
インダクタ３４０の下方を含む領域に設けられている。トランジスタ１６０は受信回路の
一部であり、例えばゲート電極が第１送信インダクタ２００に電気的に接続している。
【００７６】
　本実施形態によっても、第９、第１０、又は第１１の実施形態にかかる回路装置と同様
の効果を得ることができる。また、基板１００に送信回路及び受信回路を形成しているた
め、送信回路及び受信回路を含めた回路装置を小型化することができる。
【００７７】
　図１８は、第１３の実施形態にかかる回路装置の断面図である。本図に示す回路装置は
、平面視において、第１送信インダクタ２００の配線パターンと第１受信インダクタ３０
０の配線パターンがずれており、かつ第２受信インダクタ３２０の配線パターンと第３受
信インダクタ３４０の配線パターンがずれている点を除いて、第８の実施形態にかかる回
路装置と同様の構成である。
【００７８】
　本実施形態によっても、第８の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、平面
視において第１送信インダクタ２００の配線パターンと第１受信インダクタ３００の配線
パターンがずれているため、第１送信インダクタ２００及びこれに接続する配線と、第１
受信インダクタ３００及びこれに接続する配線との最小間隔を大きくして、これらの間の
絶縁耐圧を高くすることができる。また、平面視において第２受信インダクタ３２０の配
線パターンと第３受信インダクタ３４０の配線パターンがずれているため、第２受信イン
ダクタ３２０及びこれに接続する配線と、第３受信インダクタ３４０及びこれに接続する
配線との最小間隔を大きくして、これらの間の絶縁耐圧を高くすることができる。
【００７９】
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　図１９は、第１４の実施形態にかかる回路装置の断面図である。本図に示す回路装置は
、以下の点を除いて、第９の実施形態にかかる回路装置と同様である。
【００８０】
　まず、図１３に示した第１引出配線１４２の代わりにワイヤ５０２、電極２０６、及び
電極２０６と第１送信インダクタ２００の中心側の端部２０２を接続するビアプラグ等を
有している。電極２０６は、第１受信インダクタ３００と同一層に形成されており、保護
膜１３０に形成された開口部から露出している。電極２０６は、第１受信インダクタ３０
０の内側に位置している。
【００８１】
　また、図１３に示した引出配線１４６の代わりにワイヤ５０４、電極３４６、及び電極
３４６と第３受信インダクタ３４０の中心側の端部３４２を接続するビアプラグ等を有し
ている。電極３４６は第２受信インダクタ３２０と同一層に形成されており、保護膜１３
０に形成された開口部から露出している。電極３４６は、第２受信インダクタ３２０の内
側に位置している。
【００８２】
　電極２０６と第１送信インダクタ２００の端部２０２の間、及び電極３４６と第３受信
インダクタ３４０の端部３４２の間には、複数の層が位置しているが、これらの層には、
電極２０６と端部２０２を接続するビアプラグ及び導電パターン、並びに電極３４６と端
部３４２を接続するビアプラグ及び導電パターンが設けられている。
【００８３】
　ワイヤ５０２は電極２０６と電極２０８を接続しており、ワイヤ５０４は電極３４６と
電極３４８を接続している。電極２０８，３４８は、第１受信インダクタ３００及び第２
受信インダクタ３２０と同一層に形成されており、保護膜１３０に形成された開口部から
露出している。電極２０８は、第１受信インダクタ３００の外側に位置しており、送信回
路（図示せず）に接続している。電極３４８は第２受信インダクタ３２０の外側に位置し
ており、受信回路（図示せず）に接続している。
【００８４】
　また埋込絶縁層１０８は、第３の実施形態において図５の各図に示した形状を有してい
る。
【００８５】
　図２０は、第１送信インダクタ２００、第１受信インダクタ３００、第２受信インダク
タ３２０、及び第３受信インダクタ３４０の相対位置を示す平面図である。本図に示すよ
うに、第１送信インダクタ２００の導電パターンと第１受信インダクタ３００の導電パタ
ーンは重なっておらず、第２受信インダクタ３２０の導電パターンと第３受信インダクタ
３４０の導電パターンも重なっていない。そして第１送信インダクタ２００の中心側の端
部２０２と第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２も重なっておらず、第２受信
インダクタ３２０の中心側の端部３２２と第３受信インダクタ３４０の中心側の端部３４
２も重なっていない。
【００８６】
　本実施形態によっても第９の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、電極２
０６と第１受信インダクタ３００の距離を離すことにより、第１送信インダクタ２００及
びこれに接続する配線と、第１受信インダクタ３００及びこれに接続する配線の最小間隔
を広くして、これらの絶縁耐圧を高くすることができる。また電極３４６と第２受信イン
ダクタ３２０の距離を離すことにより、第３受信インダクタ３４０及びこれに接続する配
線と、第２受信インダクタ３２０及びこれに接続する配線の最小間隔を広くして、これら
の絶縁耐圧を高くすることができる。
【００８７】
　また、埋込絶縁層１０８は、第３の実施形態において図５の各図に示した形状を有して
いるため、基板１００に渦電流が生じることを抑制できる。
【００８８】
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　図２１は、第１５の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、以下
の点を除いて第１２の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。
【００８９】
　第３受信インダクタ３４０は、第１受信インダクタ３００と同一層に位置しており、第
２受信インダクタ３２０は、第３受信インダクタ３４０の下方、たとえば第１送信インダ
クタ２００と同一層に位置している。第１受信インダクタ３００と第２受信インダクタ３
２０は、一端（たとえば外側の端部同士）がこれらの間の各層に形成されたビアプラグ及
び導電パターンを介して互いに接続しており、他端（例えば中心側の端部同士）が各層に
形成されたビアプラグ及び導電パターン、ならびにワイヤ５１０を介して互いに接続して
いる。なお、第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２は、第２受信インダクタ３
２０より下層の配線（例えばトランジスタ１５０のゲート配線と同一層の配線）を介して
他の部分に引き出されても良い。
【００９０】
　受信回路（トランジスタ１６０を含む）は、基板６００に形成されている。基板６００
は、例えばＳＯＩ基板であるが、シリコン基板などの半導体基板であってもよい。トラン
ジスタ１６０のいずれかの電極（例えばゲート電極）は、基板６００上の各層に形成され
たビアプラグ及び導電パターンを介して、最上層の配線層に位置する電極１６２に接続し
ている。電極１６２、及び電極１６２と同一層の電極１６４は、保護膜６３０に形成され
た開口部から露出している。電極１６４も、受信回路に接続している。
【００９１】
　電極１６２，１６４は、それぞれワイヤ５０６，５０８を介して第３受信インダクタ３
４０の端部３４２，３４４に接続している。なお電極１６２が端部３４４に接続し、電極
１６４が端部３４２に接続しても良い。
【００９２】
　本実施形態によっても、第１２の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、他
の基板６００に形成した受信回路と第３受信インダクタ３４０を電気的に接続することが
できる。
【００９３】
　また、第１送信インダクタ２００が第１受信インダクタ３００の下方に位置している。
シリコン層１０６には送信回路が形成されているため、第１送信インダクタ２００の基準
電位はシリコン層１０６の基板電位と大きく異ならない。このため、第１受信インダクタ
３００が第１送信インダクタ２００の下方に位置する場合と比較して、シリコン層１０６
と、いずれかのインダクタの間で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【００９４】
　また、第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２を、第２受信インダクタ３２０
より下層の配線を介して他の部分に引き出しているため、第２受信インダクタ３２０及び
これに接続する配線と、第３受信インダクタ３４０及びこれに接続する配線の最小間隔を
大きくして、これらの間の絶縁耐圧を高くすることができる。
【００９５】
　なお本実施形態において、基板６００に送信回路（トランジスタ１５０を含む）が形成
され、基板１００のうち第２受信インダクタ３２０の下方を含む領域に受信回路（トラン
ジスタ１６０を含む）が形成されても良い。この場合、第３受信インダクタ３４０が第２
受信インダクタ３２０の下方に位置するのが好ましい。このようにすると、シリコン層１
０６と、いずれかのインダクタの間で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【００９６】
　図２２は、第１６の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、以下
の点を除いて、第１１の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。まず基板１００
には第１送信インダクタ２００及び第１受信インダクタ３００が形成されており、第２受
信インダクタ３２０及び第３受信インダクタ３４０は基板１０１に形成されている。基板
１００，１０１は、いずれもシリコン基板などの半導体基板である。ただし基板１００，
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１０１はＳＯＩ基板であっても良い。そして第１受信インダクタ３００の外側の端部３０
４と第２受信インダクタ３２０の外側の端部３２４は、いずれも保護膜１３０に形成され
た開口部から露出しており、ワイヤ５０１を介して互いに接続している。
【００９７】
　図２３の各図は、図２２に示した回路装置における第１受信インダクタ３００及び第２
受信インダクタ３２０の形状を示す平面図である。
【００９８】
　図２３（ａ）は図２２に対応した例を示している。第１受信インダクタ３００と第２受
信インダクタ３２０は、渦巻きの向きが互いに同一である。そして中心側の端部３０２，
３２２がワイヤ５００を介して互いに接続しており、外側の端部３０４，３２４がワイヤ
５０１を介して互いに接続している。
【００９９】
　図２３（ｂ）は、図２２とは異なる例を示している。第１受信インダクタ３００と第２
受信インダクタ３２０は、渦巻きの向きが逆である。ワイヤ５００は、第１受信インダク
タの中心側の端部３０２と第２受信インダクタ３２０の外側の端部３２４を接続している
。ワイヤ５０１は、第１受信インダクタ３００の外側の端部３０４と第２受信インダクタ
３２０の中心側の端部３２２を接続している。なおワイヤ５００が端部３０２，３２４を
相互に接続し、ワイヤ５０１が端部３０４，３２２を相互に接続しても良い。
【０１００】
　本実施形態によっても第１１の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第２
受信インダクタ３２０及び第３受信インダクタ３４０を第１送信インダクタ２００及び第
１受信インダクタ３００とは異なる基板に形成しているため、受信信号の基準電位と送信
信号の基準電位が大きく異なっていても、第１送信インダクタ２００と第３受信インダク
タ３４０の間が絶縁破壊することを抑制できる。
【０１０１】
　図２４は、第１７の実施形態にかかる回路装置の断面図である。この回路装置は、以下
の点を除いて第６の実施形態にかかる回路装置と同様の構成である。
【０１０２】
　第１送信インダクタ２００及び第３受信インダクタ３４０は、絶縁層１１８の表面に位
置しており、第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ３２０は、絶縁層１１２
の表面に位置している。また基板６１０には送信回路が形成されており、基板６００には
受信回路が形成されている。送信回路はトランジスタ１５０を含んでおり、受信回路はト
ランジスタ１６０を含んでいる。基板１００，６００，６１０は、例えばシリコン基板な
どの半導体基板であるが、ＳＯＩ基板であっても良い。
【０１０３】
　保護膜１３０は、第１送信インダクタ２００の端部２０２，２０４を露出させる開口部
、及び第３受信インダクタ３４０の端部３４２，３４４を露出させる開口部を有している
。端部２０２，２０４はワイヤ５０７，５０９を介して基板６１０に形成された電極１５
２，１５４に接続しており、端部３４２，３４４はワイヤ５０６．５０８を介して基板６
００に形成された電極１６２，１６４に接続している。電極１５２，１５４は送信回路に
接続しており、電極１６２，１６４は受信回路に接続している。
【０１０４】
　第１受信インダクタ３００の外側の端部３０４は第２受信インダクタ３２０の外側の端
部３２４と直接接続しており、第１受信インダクタ３００の中心側の端部３０２はビアプ
ラグ及び第２引出配線１４４を介して第２受信インダクタ３２０の中心側の端部３２２に
接続している。第２引出配線１４４は第１受信インダクタ３００及び第２受信インダクタ
３２０より下層に位置している。基板１００にトランジスタが形成されている場合、第２
引出配線１４４は、例えばこのトランジスタのゲート電極と同層に位置している。
【０１０５】
　本実施形態によっても、第６の実施形態と同様の効果を得ることができる。また第１送
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信インダクタ２００及び第３受信インダクタ３４０は絶縁層１１８の表面に位置している
ため、基板１００の基板電位と送信信号の基準電位又は受信信号の基準電位が大きく異な
っていても、基板１００と第１送信インダクタ２００又は第３受信インダクタ３４０の間
で絶縁破壊が生じることを抑制できる。
【０１０６】
　以上、図面を参照して本発明の実施形態について述べたが、これらは本発明の例示であ
り、上記以外の様々な構成を採用することもできる。
【符号の説明】
【０１０７】
１００ 基板
１０１ 基板
１０２ シリコン基板
１０４ 絶縁層
１０６ シリコン層
１０８ 埋込絶縁層
１１２ 絶縁層
１１４ 絶縁層
１１６ 絶縁層
１１８ 絶縁層
１２０ 第１絶縁層
１３０ 保護膜
１４２ 第１引出配線
１４３ 引出配線
１４４ 第２引出配線
１４５ 引出配線
１４６ 引出配線
１５０ トランジスタ
１５２　電極
１５４ 電極
１６０ トランジスタ
１６２ 電極
１６４ 電極
２００ 第１送信インダクタ
２０２ 中心側の端部
２０４ 外側の端部
２０６ 電極
２０８ 電極
２２０ 第２送信インダクタ
２２２ 中心側の端部
２２４ 外側の端部
２３０ 配線
３００ 第１受信インダクタ
３０２ 中心側の端部
３０４ 外側の端部
３２０ 第２受信インダクタ
３２２ 中心側の端部
３２４ 外側の端部
３４０ 第３受信インダクタ
３４２ 中心側の端部
３４４ 外側の端部
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３４６ 電極
３４８ 電極
５００ ワイヤ
５０１ ワイヤ
５０２ ワイヤ
５０４ ワイヤ
５０６　ワイヤ
５０７　ワイヤ
５０８ ワイヤ
５０９ ワイヤ
５１０ ワイヤ
６００ 基板
６１０ 基板
６３０ 保護膜

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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