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(57)【要約】
【課題】複数の信号を伝送する電磁共鳴結合器において
、端子間での分離を強化する。
【解決手段】電磁共鳴結合器１００は　誘電体層１１２
の表面に第１の伝送線路３００と、誘電体層１１３の裏
面に第２の伝送線路４００と、を備えている。第１の伝
送線路３００は、共鳴配線３０１，３０２と、入出力配
線３０３，３０４とを有している。第２の伝送線路４０
０は、共鳴配線４０１，４０２と、入出力配線４０３，
４０４とを有している。互いに分離されたカバーグラウ
ンド５０１，５０２が誘電体層１１３の表面または誘電
体層１１２の裏面に設けられている。接続部５０３を介
して共鳴配線３０１とカバーグラウンド５０１とが接続
され、接続部５０４を介して共鳴配線４０２とカバーグ
ラウンド５０２とが接続されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の伝送線路間で複数の信号を独立に伝送する電磁共鳴結合器であって、
　第１の伝送線路と、第２の伝送線路と、前記第１の伝送線路が表面に設けられた第１の
誘電体層と、前記第２の伝送線路が裏面に設けられ、かつ該第１の誘電体層の上方に離間
して設けられた第２の誘電体層と、を少なくとも備え、
　　前記第１の伝送線路は、第１の開放部を有する周回形状の第１の共鳴配線と、第２の
開放部を有する周回形状の第２の共鳴配線と、前記第１の共鳴配線から延在する第１の入
出力配線と、前記第２の共鳴配線から延在する第２の入出力配線と、を有し、
　　前記第１の共鳴配線と前記第２の共鳴配線とは前記第１の誘電体層の表面において、
互いに離間して設けられており、
　　前記第２の伝送線路は、第３の開放部を有する周回形状の第３の共鳴配線と、第４の
開放部を有する周回形状の第４の共鳴配線と、前記第３の共鳴配線から延在する第３の入
出力配線と、前記第４の共鳴配線から延在する第４の入出力配線と、を有し、
　　前記第３の共鳴配線と前記第４の共鳴配線とは前記第２の誘電体層の裏面において、
互いに離間して設けられており、
　　前記第１の共鳴配線と前記第３の共鳴配線とが平面視で重なり合うように配置され、
前記第２の共鳴配線と前記第４の共鳴配線とが平面視で重なり合うように配置され、
　前記第１の誘電体層または前記第２の誘電体層のいずれかに設けられた第４の接地部が
、第４の接続部を介して前記第４の共鳴配線と接続され、
　該第３の接地部と該第４の接地部とは互いに分離されていることを特徴とする電磁共鳴
結合器。
【請求項２】
　請求項１に記載の電磁共鳴結合器において、
　前記第１の誘電体層または前記第２の誘電体層のいずれかに設けられた第２の接地部が
、第２の接続部を介して前記第２の共鳴配線と接続され、
　該第１の接地部と該第２の接地部とは互いに分離されていることを特徴とする電磁共鳴
結合器。
【請求項３】
　請求項１に記載の電磁共鳴結合器において、
　前記第１の誘電体層または前記第２の誘電体層のいずれかに設けられた第１の接続部及
び第２の接続部の少なくとも一方を介して、前記第１の誘電体層の表面で互いに接続され
た前記第１の共鳴配線及び前記第２の共鳴配線と、前記第１の誘電体層または前記第２の
誘電体層のいずれかに設けられた第５の接地部とが接続されていることを特徴とする電磁
共鳴結合器。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の電磁共鳴結合器において、
　前記第１～第４の接続部は、前記第１～第４の共鳴配線の一端にそれぞれ接続されてい
ることを特徴とする電磁共鳴結合器。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項に記載の電磁共鳴結合器において、
　前記第１の共鳴配線と前記第３の共鳴配線との輪郭が平面視で略一致し、
　前記第２の共鳴配線と前記第４の共鳴配線との輪郭が平面視で略一致していることを特
徴とする電磁共鳴結合器。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項に記載の電磁共鳴結合器において、
　前記第１及び第２の共鳴配線の輪郭を囲むように第１の接地配線が前記第１の誘電体層
の表面に設けられており、
　前記第３及び第４の共鳴配線の輪郭を囲むように第２の接地配線が前記第２の誘電体層
の裏面に設けられていることを特徴とする電磁共鳴結合器。
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【請求項７】
　請求項６に記載の電磁共鳴結合器において、
　第５の接続部を介して前記第１の接地配線が第１の接地部及び第２の接地部の少なくと
も一方に接続され、
　第６の接続部を介して前記第２の接地配線が第３の接地部及び第４の接地部の少なくと
も一方に接続されていることを特徴とする電磁共鳴結合器。
【請求項８】
　半導体スイッチング素子を駆動する絶縁型のゲート駆動回路であって、
　入力信号に応じて高周波信号を変調した第１の被変調信号と、前記入力信号とは異なる
別の入力信号に応じて前記高周波信号を変調した第２の被変調信号とを生成する変調回路
と、
　前記高周波信号及び前記第１の被変調信号を絶縁伝送する第１の電磁共鳴結合器と、
　前記第２の被変調信号を絶縁伝送する第２の電磁共鳴結合器と、
　前記第１の電磁共鳴結合器により絶縁伝送された前記第１の被変調信号を整流すること
によって、第１信号を生成する第１の整流回路と、
　前記第２の電磁共鳴結合器により絶縁伝送された前記第２の被変調信号を整流すること
によって、第２信号を生成する第２の整流回路と、
　前記第１の電磁共鳴結合器により絶縁伝送された前記高周波信号を整流することによっ
て、充電用電圧を生成する第３の整流回路と、
　前記充電用電圧に応じて充電されるキャパシタと、
　前記第１信号及び前記第２信号の少なくとも一方に応じて、前記キャパシタに充電され
た電荷を前記半導体スイッチング素子のゲート端子に供給するか否かを選択する出力回路
と、を備え、
　前記第１の電磁共鳴結合器は、請求項１ないし７のいずれか１項に記載の電磁共鳴結合
器であるゲート駆動回路。
【請求項９】
　請求項８に記載のゲート駆動回路において、
　前記出力回路は、ハイサイドに第１のスイッチング素子が配置され、ローサイドに該第
１のスイッチング素子と直列に接続された第２のスイッチング素子が配置されたハーフブ
リッジ回路であり、
　前記第１の整流回路が前記第２のスイッチング素子の制御端子に接続され、
　前記第２の整流回路が前記第１のスイッチング素子の制御端子に接続されていることを
特徴とするゲート駆動回路。
【請求項１０】
　複数の信号を送信する信号送信部と、
　該複数の信号をそれぞれ独立に伝送する信号伝送部と、
　独立に伝送された前記複数の信号を受信する信号受信部と、を備えた信号伝送装置であ
って、
　前記信号伝送部は、請求項１ないし７のいずれか１項に記載の電磁共鳴結合器を含むこ
とを特徴とする信号伝送装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示する技術は、複数の入出力端子を有する電磁共鳴結合器、及び、これを用い
たゲート駆動回路、信号伝送装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な電気機器において、回路間で電気的な絶縁を確保しながら、信号を伝送する要望
がある。電気信号と電力とを同時に絶縁伝送することができる伝送方式として、電磁共鳴
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結合器を用いたマイクロ波駆動技術（Ｄｒｉｖｅ－ｂｙ－Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ）が提案されている（例えば、特許文献１参照）。この技術は、例えば、入
力側と出力側とが絶縁された絶縁ゲート駆動回路等に応用される（例えば、特許文献２参
照）。
【０００３】
　また、送信側共鳴配線に複数の入力端子を、受信側共鳴配線に複数の出力端子をそれぞ
れ設け、各々の共鳴配線の中間部をグラウンドに接続することにより、１つの電磁共鳴結
合器で複数の信号を分離して送受信できる技術が提案されている（例えば、特許文献３，
４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０６７０１２号公報
【特許文献２】国際公開第２０１５／０２９３６３号
【特許文献３】国際公開第２０１３／０６５２３８号
【特許文献４】特開２０１５－２１３３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献３や特許文献４に開示された従来の電磁共鳴結合器において、入出力
端子間での分離が不十分な場合には、送信側の高周波信号の電力が大きくなると、意図し
ない端子に信号が漏れ込むおそれがあった。
【０００６】
　ここに開示する技術はかかる点に鑑みてなされたもので、その目的は入出力端子間での
分離が確保された小型の電磁共鳴結合器及びこれを用いたゲート駆動装置または信号伝送
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この構成によれば、第３の共鳴配線が接地される第３の接地部と、第４の共鳴配線が接
地される第４の接地部とが互いに分離して設けられているため、第３の入出力配線と第４
の入出力配線との間で信号が漏れ込むのを抑制できる。
【０００８】
　この構成によれば、第１の共鳴配線が接地される第１の接地部と、第２の共鳴配線が接
地される第２の接地部とについても互いに分離して設けられているため、第１の入出力配
線と第２の入出力配線との間で信号が漏れ込むのを抑制できる。
【０００９】
　前記第１の誘電体層または前記第２の誘電体層のいずれかに設けられた第１の接続部及
び第２の接続部の少なくとも一方を介して、前記第１の誘電体層の表面で互いに接続され
た前記第１の共鳴配線及び前記第２の共鳴配線と、前記第１の誘電体層または前記第２の
誘電体層のいずれかに設けられた第５の接地部とが接続されていてもよい。
【００１０】
　この構成によれば、入出力配線間での信号の漏れ込みを抑制するとともに、低損失で信
号を伝送することができる。
【００１１】
　前記第１～第４の接続部は、前記第１～第４の共鳴配線の一端にそれぞれ接続されてい
るのが好ましい。
【００１２】
　前記第１の共鳴配線と前記第３の共鳴配線との輪郭が平面視で略一致し、前記第２の共
鳴配線と前記第４の共鳴配線との輪郭が平面視で略一致しているのが好ましい。
【００１３】
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　この構成によれば、第１の共鳴配線と第３の共鳴配線との電磁共鳴結合効率及び第２の
共鳴配線と第４の共鳴配線との電磁共鳴結合効率がそれぞれ高まり、信号の伝送効率が向
上する。
【００１４】
　前記第１及び第２の共鳴配線の輪郭を囲むように第１の接地配線が前記第１の誘電体層
の表面に設けられており、前記第３及び第４の共鳴配線の輪郭を囲むように第２の接地配
線が前記第２の誘電体層の裏面に設けられているのが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、第１及び第２の接地配線の電位が安定し、第１及び第２の伝送線路
において、第１～第４の共鳴配線に対する遮蔽効果が向上する。
【００１６】
　第５の接続部を介して前記第１の接地配線が第１の接地部及び第２の接地部の少なくと
も一方に接続され、第６の接続部を介して前記第２の接地配線が第３の接地部及び第４の
接地部の少なくとも一方に接続されているのが好ましい。
【００１７】
　この構成によれば、第１及び第２の伝送線路において、第１～第４の共鳴配線に対する
遮蔽効果がさらに向上する。
【００１８】
　本開示の一態様に係るゲート駆動回路は、半導体スイッチング素子を駆動する絶縁型の
ゲート駆動回路であって、入力信号に応じて高周波信号を変調した第１の被変調信号と、
前記入力信号とは異なる別の入力信号に応じて前記高周波信号を変調した第２の被変調信
号とを生成する変調回路と、前記高周波信号及び前記第１の被変調信号を絶縁伝送する第
１の電磁共鳴結合器と、前記第２の被変調信号を絶縁伝送する第２の電磁共鳴結合器と、
前記第１の電磁共鳴結合器により絶縁伝送された前記第１の被変調信号を整流することに
よって、第１信号を生成する第１の整流回路と、前記第２の電磁共鳴結合器により絶縁伝
送された前記第２の被変調信号を整流することによって、第２信号を生成する第２の整流
回路と、前記第１の電磁共鳴結合器により絶縁伝送された前記高周波信号を整流すること
によって、充電用電圧を生成する第３の整流回路と、前記充電用電圧に応じて充電される
キャパシタと、前記第１信号及び前記第２信号の少なくとも一方に応じて、前記キャパシ
タに充電された電荷を前記半導体スイッチング素子のゲート端子に供給するか否かを選択
する出力回路と、を備え、前記第１の電磁共鳴結合器は、上記の電磁共鳴結合器であるこ
とを特徴とする。
【００１９】
　この構成によれば、第１の電磁共鳴結合器内で信号の漏れ込みが抑制され、半導体スイ
ッチング素子において良好な出力特性が得られる。
【００２０】
　前記出力回路は、ハイサイドに第１のスイッチング素子が配置され、ローサイドに該第
１のスイッチング素子と直列に接続された第２のスイッチング素子が配置されたハーフブ
リッジ回路であり、前記第１の整流回路が前記第２のスイッチング素子の制御端子に接続
され、前記第２の整流回路が前記第１のスイッチング素子の制御端子に接続されているの
が好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、グラウンド側の電位が不定となる第１のスイッチング素子に対し、
独立に電磁共鳴結合器及び整流回路を接続することで、第１のスイッチング素子の電位を
安定化させ、ハーフブリッジ回路の動作特性を維持できる。
【００２２】
　本開示の一態様に係る信号伝送装置は、複数の信号を送信する信号送信部と、該複数の
信号をそれぞれ独立に伝送する信号伝送部と、独立に伝送された前記複数の信号を受信す
る信号受信部と、を備えた信号伝送装置であって、前記信号伝送部は、上記の電磁共鳴結
合器を含むことを特徴とする。
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【００２３】
　この構成によれば、電磁共鳴結合器内で端子間での信号の漏れ込みが抑制され、信号伝
送装置において良好に信号を伝送できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本開示によれば、電磁共鳴結合器内での信号の漏れ込みを抑制でき、一つの電磁共鳴結
合器で異なる電力の信号をそれぞれ独立して伝送できるとともに、伝送される信号の品質
を維持できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態１に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図である。
【図２】第１及び第２の伝送線路の平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線での断面図である。
【図４】比較例に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図である。
【図５】実施形態１に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図である。
【図６】比較例及び実施形態１に係る電磁共鳴結合器の伝送特性及び分離特性の周波数依
存性のシミュレーション結果を示す図である。
【図７】実施形態１に係るゲート駆動装置の構成を示す回路図である。
【図８】図７に示すゲート駆動回路におけるハーフブリッジ回路及びパワー半導体デバイ
スでの電位変化を示す図である。
【図９】比較例に係るゲート駆動回路の出力特性を示す図である。
【図１０】実施形態１に係るゲート駆動回路の出力特性を示す図である。
【図１１】変形例１に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図である。
【図１２】変形例２に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図である。
【図１３】変形例３に係る電磁共鳴結合器の平面図である。
【図１４】図１３に示す電磁共鳴結合器の各層の配線構造の平面図である。
【図１５】変形例４に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図の一例である。
【図１６】変形例４に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図の別の一例である。
【図１７】実施形態２に係る信号伝送装置の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。以下の好ましい実施形態の説明は
、本質的に例示に過ぎず、本開示、その適用物或いはその用途を制限することを意図する
ものでは全くない。以下の実施形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の
配置位置及び接続形態などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下
の実施形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構
成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００２７】
　なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図にお
いて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略また
は簡略化される場合がある。
【００２８】
　（実施形態１）
　［電磁共鳴結合器の全体構造］
　図１は、本実施形態に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図を示し、図２は本実施形態に係
る電磁共鳴結合器の第１の伝送線路及び第２の伝送線路の平面図を示し、図３は図２にお
けるＩＩＩ－ＩＩＩ線での断面図を示す。なお、説明の便宜のために、図１、図２におい
て誘電体層１１１～１１３の図示を省略している。
【００２９】
　電磁共鳴結合器１００は、誘電体層または誘電体基板１１１～１１３が３層積層された
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基板１１０と、誘電体層１１２（第１の誘電体層）の表面に設けられた第１の伝送線路３
００と、誘電体層１１３（第２の誘電体層）の裏面に設けられた第２の伝送線路４００と
、を備えている。誘電体層１１２（第１の誘電体層）と誘電体層１１３（第２の誘電体層
）の間には誘電体層１１１が設けられている。
【００３０】
　基板１１０の裏面、本実施形態においては誘電体層１１２（第１の誘電体層）の裏面に
裏面グラウンド２０１（第１の接地部），２０２（第２の接地部）が設けられており、裏
面グラウンド２０１，２０２はＸ方向において互いに離間して設けられており、両者は分
離されている。
【００３１】
　基板１１０の表面、この場合は誘電体層１１３（第２の誘電体層）の表面にカバーグラ
ウンド５０１（第３の接地部），５０２（第４の接地部）が設けられており、カバーグラ
ウンド５０１（第３の接地部），５０２（第４の接地部）はＸ方向において互いに離間し
て設けられており、両者は分離されている。
【００３２】
　なお、本明細書において、カバーグラウンド５０１，５０２の配置方向をＸ方向、Ｘ方
向と直交し、かつ基板１１０の上面と平行な方向をＹ方向、Ｘ方向及びＹ方向と直交し、
かつ誘電体層１１１～１１３が積層された方向をＺ方向と呼ぶことがあり、Ｚ方向におい
てカバーグラウンド５０１，５０２が配置された側を「上」、裏面グラウンド２０１，２
０２が配置された側を「下」と呼ぶことがある。また、カバーグラウンド５０１，５０２
を「最上層」、後述する第３及び第４の共鳴配線４０１，４０２を「第２層」、第１及び
第２の共鳴配線３０１，３０２を「第１層」、裏面グラウンド２０１，２０２を「最下層
」と呼ぶことがある。
【００３３】
　誘電体層（誘電体基板）１１１～１１３は、例えば、サファイア基板である。これ以外
に、高誘電率無機フィラーを充填させたポリフェニレンエーテル樹脂（ＰＰＥ樹脂）を含
む層であってもよい。また、誘電体層１１１～１１３の構成材料として、一般的にプリン
ト基板に使用される材料であってもよく、上記の材料に限定されない。
【００３４】
　第１の伝送線路３００は、誘電体層１１２の表面に設けられ、第１端部３０１ａと第２
端部３０１ｂと第１の開放部３０１ｃとを有する略矩形状の第１の共鳴配線３０１と、第
１端部３０２ａと第２端部３０２ｂと第２の開放部３０２ｃとを有する略矩形状の第２の
共鳴配線３０２と、を有している。また、第１の伝送線路３００は、第１の共鳴配線３０
１の途中からＹ方向かつ第１の共鳴配線３０１の外側に向かって延在する第１の入出力配
線（入出力端子）３０３と、第２の共鳴配線３０２の途中からＹ方向かつ第２の共鳴配線
３０２の外側に向かって延在し、第１の入出力配線３０３と離間して設けられた第２の入
出力配線（入出力端子）３０４と、を有している。
【００３５】
　第１の共鳴配線３０１の第１端部３０１ａと第２端部３０１ｂとはＹ方向に離間して、
かつ互いに対向して配置されている。第２の共鳴配線３０２の第１端部３０２ａと第２端
部３０２ｂとはＹ方向に離間して、かつ互いに対向して配置されている。第１の共鳴配線
３０１の第１端部３０１ａと第２の共鳴配線３０２の第１端部３０２ａとはＸ方向に離間
して、かつ互いに対向して配置されている。第１の共鳴配線３０１の第２端部３０１ｂと
第２の共鳴配線３０２の第２端部３０２ｂとはＸ方向に離間して、かつ互いに対向して配
置されている。第１の共鳴配線３０１において、第１端部３０１ａと第２端部３０１ｂと
のＹ方向における間隔が第１の開放部３０１ｃにあたり、第２の共鳴配線３０２において
、第１端部３０２ａと第２端部３０２ｂとのＹ方向における間隔が第２の開放部３０２ｃ
にあたる。
【００３６】
　また、第１の共鳴配線３０１と第２の共鳴配線３０２とを一つの共鳴配線部３００Ａと
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してみた場合、共鳴配線部３００Ａは、第１端部３０１ａと第１端部３０２ａとの間に開
放部３０５を、かつ第２端部３０１ｂと第２端部３０２ｂの間に開放部３０６をそれぞれ
設けることで一部が開放された周回形状の配線である。
【００３７】
　第１の共鳴配線３０１の第２端部３０１ｂと裏面グラウンド２０１（第１の接地部）と
は誘電体層１１２を貫通する第１の接続部２０３を介して電気的に接続されている。第１
の接続部２０３は導電性を有するビアであり、例えば、銅等の金属からなる。第２の共鳴
配線３０２の第２端部３０２ｂと裏面グラウンド２０２（第２の接地部）とは誘電体層１
１２を貫通する第２の接続部２０４を介して電気的に接続されている。第２の接続部２０
４は導電性を有するビアであり、例えば、銅等の金属からなる。
【００３８】
　誘電体層１１２（第１の誘電体層）の表面において、第１及び第２の共鳴配線３０１，
３０２の周囲に、第１及び第２の共鳴配線３０１，３０２と離間して第１コプレナーグラ
ウンド３０７（第１の接地配線）が設けられており、第１の入出力配線３０３と第２の入
出力配線３０４との間に、これらの配線３０３，３０４と離間してＸ方向に延在する第２
コプレナーグラウンド３０８が設けられている。第１及び第２コプレナーグラウンド３０
７，３０８も第１層に位置する。
【００３９】
　第２の伝送線路４００は、誘電体層１１３（第２の誘電体層）の裏面に設けられ、第１
端部４０１ａと第２端部４０１ｂと第３の開放部４０１ｃとを有する略矩形状の第３の共
鳴配線４０１と、第１端部４０２ａと第２端部４０２ｂと第４の開放部４０２ｃとを有す
る略矩形状の第４の共鳴配線４０２と、を有している。また、第２の伝送線路４００は、
第３の共鳴配線４０１の途中からＹ方向かつ第３の共鳴配線４０１の外側に向かって延在
する第３の入出力配線（入出力端子）４０３と、第４の共鳴配線４０２の途中からＹ方向
かつ第４の共鳴配線４０２の外側に向かって延在し、第３の入出力配線４０３と離間して
設けられた第４の入出力配線（入出力端子）４０４と、を有している。
【００４０】
　第３の共鳴配線４０１の第１端部４０１ａと第２端部４０１ｂとはＹ方向に離間して、
かつ互いに対向して配置されている。第４の共鳴配線４０２の第１端部４０２ａと第２端
部４０２ｂとはＹ方向に離間して、かつ互いに対向して配置されている。第３の共鳴配線
４０１の第１端部４０１ａと第４の共鳴配線４０２の第１端部４０２ａとはＸ方向に離間
して、かつ互いに対向して配置されている。第３の共鳴配線４０１の第２端部４０１ｂと
第４の共鳴配線４０２の第２端部４０２ｂとはＸ方向に離間して、かつ互いに対向して配
置されている。第３の共鳴配線４０１において、第１端部４０１ａと第２端部４０１ｂと
のＹ方向における間隔が第３の開放部４０１ｃにあたり、第４の共鳴配線４０２において
、第１端部４０２ａと第２端部４０２ｂとのＹ方向における間隔が第４の開放部４０２ｃ
にあたる。
【００４１】
　また、第３の共鳴配線４０１と第４の共鳴配線４０２を一つの共鳴配線部４００Ａとし
てみた場合、共鳴配線部４００Ａは、第１端部４０１ａと第１端部４０２ａとの間に開放
部４０５を、かつ第２端部４０１ｂと第２端部４０２ｂとの間に開放部４０６をそれぞれ
設けることで一部が開放された周回形状の配線である。
【００４２】
　第３の共鳴配線４０１の第２端部４０１ｂとカバーグラウンド５０１（第３の接地部）
とは誘電体層１１３を貫通する第３の接続部５０３を介して電気的に接続されている。第
３の接続部５０３は導電性を有するビアであり、例えば、銅等の金属からなる。第４の共
鳴配線４０２の第２端部４０２ｂとカバーグラウンド５０２（第４の接地部）とは誘電体
層１１３を貫通する第４の接続部５０４を介して電気的に接続されている。第４の接続部
５０４は導電性を有するビアであり、例えば、銅等の金属からなる。
【００４３】
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　誘電体層１１３（第２の誘電体層）の裏面において、第３及び第４の共鳴配線４０１，
４０２の周囲に、第３及び第４の共鳴配線４０１，４０２と離間して第３コプレナーグラ
ウンド４０７（第２の接地配線）が設けられており、第３の入出力配線４０３と第４の入
出力配線４０４との間に、これらの配線４０３，４０４と離間してＸ方向に延在する第４
コプレナーグラウンド４０８が設けられている。第３及び第４コプレナーグラウンド４０
７，４０８も第２層に位置する。
【００４４】
　第１の共鳴配線３０１の配線長、すなわち第１端部３０１ａから第２端部３０１ｂまで
の長さは、第１の入出力配線３０３に入力、あるいは第１の入出力配線３０３から出力さ
れる高周波信号（以下、伝送信号ともいう）の波長（以下、動作波長ともいう）の１／４
になるように設定されている。配線長と伝送信号の動作波長との関係は、第２～第４の共
鳴配線３０２，４０１，４０２についても同様である。
【００４５】
　また、基板１１０をＺ方向から見た場合、すなわち、平面視した場合に、第１の共鳴配
線３０１の輪郭と第３の共鳴配線４０１の輪郭及び第２の共鳴配線３０２の輪郭と第４の
共鳴配線４０２の輪郭とはそれぞれ略一致する。ここで、第１の共鳴配線３０１の輪郭と
は、第１の共鳴配線３０１の占有面積を規定する最外形で定義される。
【００４６】
　なお、輪郭が略一致するとは、誘電体層１１１～誘電体層１１３と製造公差あるいは組
立公差や、第１～第４の共鳴配線３０１，３０２，４０１，４０２の大きさのばらつきを
含めて実質的に一致することを意味する。つまり、輪郭が略一致するとは、必ずしも完全
に一致することを意味するわけではない。
【００４７】
　なお、第１の共鳴配線３０１と第３の共鳴配線４０１との輪郭が一致しない場合、ある
いは第２の共鳴配線３０２の輪郭と第４の共鳴配線４０２との輪郭が一致しない場合であ
っても、電磁共鳴結合器１００は動作可能である。電磁共鳴結合器１００は、第１の共鳴
配線３０１の輪郭と第３の共鳴配線４０１との輪郭及び第２の共鳴配線３０２の輪郭と第
４の共鳴配線４０２との輪郭がそれぞれ一致する場合に、より効果的に動作する。
【００４８】
　また、本実施形態においては、平面視した場合に、第１の共鳴配線３０１と第２の共鳴
配線３０２とは、点対称（または線対称）の位置関係にある。同様に、第３の共鳴配線４
０１と第４の共鳴配線４０２とは、点対称（または線対称）の位置関係にある。
【００４９】
　ここで、上記の共鳴配線部３００Ａと共鳴配線部４００Ａとが同一の軸を有すること（
共鳴配線部の中心点が一致すること）が好ましい。また、平面視で、共鳴配線部３００Ａ
と共鳴配線部４００Ａとの輪郭が略一致することが好ましい。また、共鳴配線部３００Ａ
と共鳴配線部４００Ａとは、点対称（または線対称）の位置関係にある。このように配置
することにより第１及び第２の伝送線路３００，４００間の電磁共鳴結合を強くし、効率
の良い電力伝送が可能となる。
【００５０】
　また、第１の伝送線路３００と第２の伝送線路４００との積層方向の距離、すなわち誘
電体層１１１の厚みに相当する距離は、伝送信号の動作波長の１／２以下である。このと
きの波長は、第１及び第２の伝送線路３００，４００に接する誘電体層１１１による波長
短縮率を考慮した波長である。このような条件では、第１の伝送線路３００と、第２の伝
送線路４００とは、近傍界領域において電磁共鳴結合しているといえる。
【００５１】
　なお、第１の伝送線路３００と第２の伝送線路４００とのＺ方向の距離は、動作波長の
１／２以下に限定されない。第１の伝送線路３００と第２の伝送線路４００とのＺ方向の
距離が、動作波長の１／２より大きい場合も、電磁共鳴結合器１００は動作可能である。
しかしながら、電磁共鳴結合器１００は、第１の伝送線路３００と第２の伝送線路４００
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とのＺ方向の距離が動作波長の１／２以下の場合に、より効果的に動作する。
【００５２】
　なお、第１～第４の共鳴配線３０１，３０２，４０１，４０２の形状を平面視で略矩形
状としたが、特にこれに限定されず、円環状でも、別の多角形であってもよく、一部に開
放部を有する周回形状の配線であればよい。
【００５３】
　［電磁共鳴結合器の動作］
　以下、電磁共鳴結合器１００において、第１の伝送線路３００に入力された伝送信号を
第２の伝送線路４００に非接触で伝送し、第２の伝送線路４００から出力する動作につい
て説明する。なお、伝送信号は変調された高周波信号であり、例えば、１ＭＨｚ以上の周
波数の信号である。
【００５４】
　図４は、比較例に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図を、図５は本実施形態に係る電
磁共鳴結合器の回路ブロック図を示す。
【００５５】
　図５に示すように、第１の入出力配線３０３に入力された伝送信号は、第１の共鳴配線
３０１と第３の共鳴配線４０１との電磁共鳴結合により、第１の共鳴配線３０１から第３
の共鳴配線４０１に非接触で伝送され、第３の入出力配線４０３から出力される。
【００５６】
　また、第２の入出力配線３０４に入力された伝送信号は、第２の共鳴配線３０２と第４
の共鳴配線４０２との電磁共鳴結合により、第２の共鳴配線３０２から第４の共鳴配線４
０２に非接触で伝送され、第４の入出力配線４０４から出力される。このように電磁共鳴
結合器１００は２系統の非接触伝送系を有している。
【００５７】
　一方、図４は、例えば、特許文献３に開示された従来の構成に係る電磁共鳴結合器の回
路ブロック図を示し、伝送信号の入出力系統は図５に示す構成と同様である。
【００５８】
　図４に示す電磁共鳴結合器１０１において、第１の伝送線路３１０中の第１及び第２の
共鳴配線３１１，３１２は一体化された配線であり、一部に開放部（図示せず）を有して
いる。第１及び第２の共鳴配線３１１，３１２の中点において、第１の接続部３１３を介
して裏面グラウンド２１１に接続されている。また、第２の伝送線路４１０中の第３及び
第４の共鳴配線４１１，４１２も一体化された配線であり、一部に開放部（図示せず）を
有している。第３及び第４の共鳴配線４１１，４１２の中点において、第３の接続部５１
３を介してカバーグラウンド５１１に接続されている。つまり、第１及び第２の共鳴配線
３１１，３１２は共通の接続部によって共通の裏面グラウンドに接続され、第１及び第２
の共鳴配線３１１，３１２は共通の接続部によって共通のカバーグラウンドに接続されて
いる。なお、第１及び第２の共鳴配線３１１，３１２の配線長の合計は伝送信号の波長の
１／２であり、各々の配線長は伝送信号の波長の１／４になるように設定されている。第
３及び第４の共鳴配線４１１，４１２の配線長の合計は伝送信号の波長の１／２であり、
各々の配線長は伝送信号の波長の１／４になるように設定されている。
【００５９】
　図４に示す電磁共鳴結合器１０１において、例えば、第１の入出力配線３１３に大電力
の伝送信号が入力されると、第１の共鳴配線３１１との電磁共鳴結合を介して伝送信号を
受信する第３の共鳴配線４１１から第３の接続部５１３を介してカバーグラウンド５１１
に流れ込む電流が大きくなる。カバーグラウンド５１１は第４の共鳴配線４１２にも接続
されているため、第３の接続部５１３及び第４の共鳴配線４１２を介して第４の入出力配
線４１４にこの電流に起因する信号が漏れ込む現象が起きる。
【００６０】
　一方、図５に示す電磁共鳴結合器１００では、第１の共鳴配線３０１と第２の共鳴配線
３０２とは分離されており、また、第１の接続部２０３を介して第１の共鳴配線３０１に
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接続される裏面グラウンド２０１と第２の接続部２０４を介して第２の共鳴配線３０２に
接続される裏面グラウンド２０２とは分離されている。従って、第１の入出力配線３０３
に大電力の伝送信号が入力され、この信号を受信する第３の共鳴配線４０１から第３の接
続部５０３を介してカバーグラウンド５０１に電流が流れ込んでも、この電流が最短距離
でカバーグラウンド５０２に流れ込むことがなく、第４の入出力配線４０４への信号の漏
れ込みを抑制することができる。
【００６１】
　図６は、比較例及び本実施形態に係る電磁共鳴結合器の伝送特性及び分離特性の周波数
依存性のシミュレーション結果を示す。なお、比較例及び本実施形態に係る電磁共鳴結合
器において、周波数が２．４ＧＨｚの場合に伝送特性を示す挿入損失が最大となるように
設計されている。
【００６２】
　図６に示すように、比較例に係る電磁共鳴結合器１０１と本実施形態に係る電磁共鳴結
合器１００とで、２．４ＧＨｚでの挿入損失は、ともに１．０ｄＢと同様の値を示してい
る。一方、２．２ＧＨｚから２．７ＧＨｚの範囲（図６中の実線間）において、分離特性
を示すアイソレーションは両者で大きく異なっている。電磁共鳴結合器１０１において、
２．４ＧＨｚでのアイソレーションが－１８ｄＢであるのに対して、電磁共鳴結合器１０
０においてはアイソレーションが－４０ｄＢ以上と大幅に分離特性が向上している。
【００６３】
　［ゲート駆動回路の構成及び動作特性］
　図７は、本実施形態に係るゲート駆動装置の回路図を、図８は、図７に示すゲート駆動
回路におけるハーフブリッジ回路及びパワー半導体デバイスでの電位変化を示す。ゲート
駆動回路１０００は、直流電源１５０と、信号発生器３とを備える。また、ゲート駆動回
路１０００は、高周波発振回路１０と、変調回路３０と、第１の電磁共鳴結合器１００と
、第２の電磁共鳴結合器２０とを備える。また、ゲート駆動回路１０００は、整流回路４
０ａ～４０ｃと、キャパシタ５０と、ハーフブリッジ回路６０（出力回路）と、出力端子
７１と、出力基準端子７２とを備える。
【００６４】
　ゲート駆動回路１０００は、パワー半導体デバイス１（半導体スイッチング素子）を駆
動する絶縁型のゲート駆動回路である。
【００６５】
　パワー半導体デバイス１は、ゲート端子（制御端子）がゲート駆動回路１０００の出力
端子７１に接続され、ソース端子が出力基準端子７２に接続される半導体スイッチング素
子である。パワー半導体デバイス１は、具体的には、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇ
ａｔｅ　Ｂｉｐｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ）やＳｉＣ　ＦＥＴ（Ｆｉｅｌｄ　Ｅ
ｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）や窒化ガリウム（ＧａＮ）トランジスタといったパ
ワー半導体デバイスである。パワー半導体デバイス１と直列に負荷２が接続される。具体
的には、負荷２の一端がパワー半導体デバイス１のソース端子に接続される。また、直流
電源１６０の正の端子は、パワー半導体デバイス１のドレイン端子に接続され、直流電源
１６０の負の端子は、負荷２の他端に接続されている。
【００６６】
　直流電源１５０は、高周波発振回路１０および変調回路３０のそれぞれが動作するため
の電力を供給する電源である。なお、図７に示す構成では、直流電源１５０は、ゲート駆
動回路１０００の内部に設けられているが、ゲート駆動回路１０００の外部に設けられて
もよい。
【００６７】
　信号発生器３は、パワー半導体デバイス１を駆動するための入力信号（制御信号）を生
成し、変調回路３０に出力する。信号発生器３は、例えば、ロジックＩＣからなる。入力
信号は、ハイレベルの信号とローレベルの信号とからなる２値の信号である。
【００６８】
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　なお、信号発生器３は、ゲート駆動回路１０００の内部に設けられているが、ゲート駆
動回路１０００の外部に設けられてもよい。この場合、ゲート駆動回路１０００は、信号
発生器３からの入力信号が入力される入力端子（図示せず）を別途有する。
【００６９】
　高周波発振回路１０は、高周波信号を生成する。高周波発振回路１０は、少なくとも２
系統の出力を備え、変調回路３０および第１の電磁共鳴結合器１００のそれぞれに生成し
た高周波信号を出力する。高周波信号の周波数として、例えば、低出力であれば免許不要
で使用できるＩＳＭバンドである２．４ＧＨｚ及び５．８ＧＨｚを使用しているが、その
他の周波数であってもよい。高周波発振回路１０は、具体的には、コルピッツ発振器やハ
ートレー発振器、その他、マイクロ波を発生させる発振器である。高周波発振回路１０は
、高周波信号の周波数が変動した場合を考慮し、周波数調整機構（図示せず）を有してい
ることが望ましい。なお、高周波発振回路１０が生成する高周波信号は、原則的には、所
定の振幅および所定の周波数の信号である。なお、高周波発振回路１０は、ゲート駆動回
路１０００の内部に設けられているが、ゲート駆動回路１０００の外部に設けられてもよ
い。この場合、ゲート駆動回路１０００は、高周波信号が入力される入力端子（図示せず
）を別途有する。
【００７０】
　変調回路３０は、信号発生器３が出力する入力信号に応じて高周波信号を変調した第１
の被変調信号を生成し、第１の電磁共鳴結合器１００に出力する。変調回路３０は、具体
的には、上記の入力信号と高周波信号とを混合することによって第１の被変調信号を生成
する。また、変調回路３０は、信号発生器３が出力し、第１の被変調信号を生成した入力
信号とは別の信号に応じて高周波信号を変調した第２の被変調信号を生成し、第２の電磁
共鳴結合器２０に出力する。変調回路３０は、具体的には、信号発生器３からの入力信号
を反転させた信号と、高周波発振回路１０からの高周波信号とを混合することによって第
２の被変調信号を生成する。第１の被変調信号と第２の被変調信号とは相補的（コンプリ
メンタリ）な関係を保って出力されるが、駆動条件に応じて、これらの信号波形は調整さ
れうる。
【００７１】
　変調回路３０は、いわゆる、差動ミキサ（混合回路）である。差動ミキサは、高周波信
号を低損失で変調可能であり、なおかつ複数の入出力端子を備えることができるため、ゲ
ート駆動回路１０００にとって好適である。なお、変調回路３０は、スイッチ回路であっ
てもよい。変調回路としてスイッチ回路が用いられる場合、入力信号に応じて高周波信号
を第１の電磁共鳴結合器１００に出力するか第２の電磁共鳴結合器２０に出力するかを切
り替えることによって、当該高周波信号を変調した第１の被変調信号および当該高周波信
号を変調した第２の被変調信号を生成する。なお、この場合、入力信号は、例えば、コン
プリメンタリな信号である。このような信号は、Ｓｉ－ＣＭＯＳや化合物半導体を用いて
作製されたロジックＩＣによって構成された信号発生器３によって実現される。なお、入
力信号は、例えば、デューティが一定でないＰＷＭ信号のようなものでも構わない。変調
回路３０としてスイッチ回路が用いられる場合、変調回路３０の各出力端子間のアイソレ
ーションが向上する。また、インダクタ等の整合回路が不要であることから、ゲート駆動
回路１０００のサイズを小型にすることが可能となる。
【００７２】
　第１の電磁共鳴結合器１００は、図１～３及び図５に示す構成と同じであり、高周波発
振器１０から第１の入出力配線３０３に入力された高周波信号は、電磁共鳴結合により第
１の共鳴配線３０１から第３の共鳴配線４０１に非接触で絶縁伝送され、第３の入出力配
線４０３から出力される。また、変調回路３０から第２の入出力配線３０４に入力された
第１の被変調信号は、電磁共鳴結合により第２の共鳴配線３０２から第４の共鳴配線４０
２に非接触で絶縁伝送され、第４の入出力配線４０４から出力される。
【００７３】
　第２の電磁共鳴結合器２０は、一端がそれぞれ裏面グラウンド（図示せず）に接続され
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、一部に開放部を有する略矩形状の共鳴配線２１，２２を有しており、変調回路３０から
第２の電磁共鳴結合器２０の入力配線（図示せず）に入力された第２の被変調信号が電磁
共鳴結合により共鳴配線２１から共鳴配線２２に非接触で絶縁伝送され、出力配線（図示
せず）から出力される。なお、共鳴配線２１，２２の各々の配線長は伝送信号の波長の１
／４に設定されている。
【００７４】
　整流回路４０ｃ（第３の整流回路）は、ダイオード４１、インダクタ４２およびキャパ
シタ４３から構成される。整流回路４０ｃにおいて、インダクタ４２の一端とダイオード
４１のカソードとの接続点に第１の電磁共鳴結合器１００の第３の入出力配線４０３が接
続され、高周波信号が入力される。この高周波信号は高周波発振回路１０から第１の電磁
共鳴結合器１００を介して伝送された高周波信号である。入力された高周波信号は整流回
路４０ｃで整流されて、インダクタ４２とキャパシタ４３との接続点から第３信号として
出力される。出力された第３信号は、キャパシタ５０を充電する。キャパシタ５０は後述
するハーフブリッジ回路６０の駆動電力を供給する電源として機能する。また、キャパシ
タ５０を充電する高周波信号の電力として、例えば、２０ｄＢｍ以上の比較的大きな電力
が必要とされる。
【００７５】
　一方、整流回路４０ａ（第１の整流回路），４０ｂ（第２の整流回路）において、内部
の回路構成は整流回路４０c（第３の整流回路）と同様である。整流回路４０ａ（第１の
整流回路）には第１の電磁共鳴結合器１００の第４の入出力配線４０４が接続されて第１
の被変調信号が入力され、整流回路４０ａ（第１の整流回路）内で整流されて第１信号と
してハーフブリッジ回路６０（出力回路）のトランジスタ６２（第２のスイッチング素子
）のゲート端子（制御端子）に入力される。整流回路４０ｂ（第２の整流回路）には第２
の電磁共鳴結合器２０から第２の被変調信号が入力され、整流回路４０ｂ（第２の整流回
路）内で整流されて第２信号としてハーフブリッジ回路６０（出力回路）のトランジスタ
６１（第１のスイッチング素子）のゲート端子（制御端子）に入力される。
【００７６】
　なお、整流回路４０ａ～４０ｃの出力端子は、インダクタ４２およびキャパシタ４３に
よって、高周波の周波数のショート点となるように調整されている。したがって、整流回
路４０ａ～４０ｃの入力端子から入力された信号は、それぞれ整流回路４０ａ～４０ｃの
出力端子付近において反射される。そのため、整流回路４０ａ～４０ｃの入力端子におけ
る信号振幅（電圧値）は、第１及び第２の電磁界共鳴結合器１００，２０から入力される
信号振幅（電圧値）の約２倍となる。このような構成とすることで、整流回路４０ａ～４
０ｃにおいて、１つのダイオード４１で高周波を高効率に整流することが可能となる。
【００７７】
　なお、整流回路４０ａ～４０ｃは、その出力端子が正確に高周波の周波数のショート点
となっていなくとも、所定の周波数のローパスフィルターとして作用すれば、高効率な整
流を行うことができる。 
【００７８】
　ハーフブリッジ回路６０（出力回路）は、トランジスタ６１（第１のスイッチング素子
）およびトランジスタ６２（第２のスイッチング素子）から構成される。トランジスタ６
１は、整流回路４０ｂから出力された第２信号に応じて、キャパシタ５０に充電された電
荷を、パワー半導体デバイス１のゲート端子（制御端子）に供給する。トランジスタ６２
は、整流回路４０ａから出力された第１信号に応じて、パワー半導体デバイス１のゲート
端子の電荷を引き抜く。すなわち、ハーフブリッジ回路６０は、入力信号に応じて、キャ
パシタ５０に充電された電荷、すなわち駆動電力をパワー半導体デバイス１のゲート端子
（制御端子）に供給するか否かを選択する。
【００７９】
　なお、ハーフブリッジ回路６０のハイサイドに位置するトランジスタ６１に対して、第
１の電磁共鳴結合器１００とは別に設けられた第２の電磁共鳴結合器２０から整流回路４
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０ｂを介して第２信号が入力され、ローサイドに位置するトランジスタ６２に対して、第
１の電磁共鳴結合器１００から整流回路４０ａを介して第１信号が入力されている。トラ
ンジスタ６１のグラウンド側の電位が不定になるため、ローサイドに位置するトランジス
タ６２とハイサイドに位置するトランジスタ６１とでグラウンドを分離することが必要に
なるからである。本実施形態においては、トランジスタ６１に接続される第２の電磁共鳴
結合器２０とトランジスタ６２に接続される第１の電磁共鳴結合器１００とが別個に分け
られている。ただし、トランジスタ６１のグラウンド側の電位が不定になっても、ゲート
駆動回路１０００の出力特性に大きな影響がない場合であれば、例えば、第１の電磁共鳴
結合器１００から整流回路４０ａを介しトランジスタ６１に第１信号を入力し、また、第
２の電磁共鳴結合器２０から整流回路４０ｂを介しトランジスタ６２に第２信号を入力し
てもよい。
【００８０】
　図８に示す期間Ｉにおいて、トランジスタ６１（第１のスイッチング素子）のゲート端
子（制御端子）に整流回路４０ｂから第２信号が入力され、トランジスタ６２（第２のス
イッチング素子）のゲート端子（制御端子）に第１信号が入力されない状態では、キャパ
シタ５０に電荷が充電されるが、トランジスタ６１がオフ状態であるため、パワー半導体
デバイス１に電流は供給されず、パワー半導体デバイス１は導通しない。
【００８１】
　期間ＩＩにおいて、トランジスタ６１のゲート端子に第２信号が入力されず、トランジ
スタ６２のゲート端子に整流回路４０ａから第１信号が入力されると、キャパシタ５０に
充電された電荷がパワー半導体デバイス１のゲート端子に供給され、パワー半導体デバイ
ス１は導通し、負荷２に電流が流れる。
【００８２】
　期間ＩＩＩにおいて、再び、トランジスタ６１のゲート端子に整流回路４０ｂから第２
信号が入力され、トランジスタ６２のゲート端子に第１信号が入力されない状態になると
、再度キャパシタ５０が充電され、パワー半導体デバイス１のゲート端子に蓄積した電荷
は、トランジスタ６２によって出力基準端子７２に放電され、パワー半導体デバイス１は
非導通状態となり、負荷２に電流が流れなくなる。
【００８３】
　特許文献２に開示されるように、マイクロ波駆動技術を用いた絶縁ゲート駆動回路は、
送信回路、受信回路、及び、電磁共鳴結合器から構成される。また、特許文献２の図１３
等に示されるように、ゲート駆動信号と充電用キャパシタへの入力信号の送信用に用いる
電磁共鳴結合器を共用する場合がある。このとき、それぞれの信号を独立に伝送しようと
すると、例えば、特許文献３に開示されるような複数の入出力端子を有する電磁共鳴結合
器を使用する場合がある。
【００８４】
　しかし、当該電磁共鳴結合器において、入出力端子（配線）間での信号分離が不十分な
場合には、送信側の高周波信号の電力が大きくなると、意図しない端子に信号が漏れ込む
おそれがあった。また、上記のゲート駆動回路に限らず、複数の入出力端子を有する電磁
共鳴結合器を用いて複数系統の信号を伝送しようとする場合、同様に意図しない端子に信
号が漏れ込むおそれがあった。
【００８５】
　一方、図７に示す本実施形態に係るゲート駆動回路では、高周波発振回路１０からの高
周波信号の電力が大きくなった場合にも、第１の電磁共鳴結合器１００内での信号の漏れ
込みが抑制され、良好な出力特性が得られる。
【００８６】
　図９は、比較例に係るゲート駆動回路の出力特性を示し、図１０は、本実施形態に係る
ゲート駆動回路の出力特性を示す。なお、比較例に係るゲート駆動回路では、第１の電磁
共鳴結合器として図４に示す電磁共鳴結合器１０１を用いた以外は、図７に示す構成と同
じであるため、構造や動作の説明を省略する。
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【００８７】
　図９に示すように、比較例に係るゲート駆動回路において、ハーフブリッジ回路６０の
ハイサイドに位置するトランジスタ６１を流れてゲート駆動回路１０００の出力端子７１
に出力されるピークソース電流ＩＯＨは、トランジスタ６１のゲート端子に印加される電
圧に比例し線形に増加するのに対し、出力端子７１からローサイドに位置するトランジス
タ６２に流れるピークシンク電流ＩＯＬは、トランジスタ６２のゲート端子に印加される
電圧が一定電圧、この場合は約１．５Ｖ以上で飽和してしまい、パワー半導体デバイス１
のゲート端子の電荷を十分に引き抜けない不具合が発生することがわかった。
【００８８】
　本願発明者等が、この原因を解析したところ、第１の電磁共鳴結合器１００で起こる上
記の信号の漏れ込みによって、トランジスタ６２の導通時に、約－１Ｖの電圧がゲート端
子に重畳されるためと判明した。
【００８９】
　一方、図１０に示すように、本実施形態に係るゲート駆動回路１０００においては、ピ
ークソース電流ＩＯＨ、ピークシンク電流ＩＯＬともにトランジスタ６１，６２のゲート
端子に印加される電圧に対して線形に増加し、上記の不具合が解消されている。これは、
第１の電磁共鳴結合器１００において、意図しない入出力配線への信号の漏れ込みが十分
に抑制されているためである。
【００９０】
　［効果］
　本実施形態に示す電磁共鳴結合器１００において、互いに離間して設けられた第１の共
鳴配線３０１及び第２の共鳴配線３０２は、それぞれ第１の接続部２０３及び第２の接続
部２０４を介して、互いに分離された裏面グラウンド２０１及び裏面グラウンド２０２に
接続されている。また、互いに離間して設けられた第３の共鳴配線４０１及び第４の共鳴
配線４０２は、それぞれ第３の接続部５０３及び第４の接続部５０４を介して、互いに分
離されたカバーグラウンド５０１及びカバーグラウンド５０２に接続されている。このこ
とにより、第１の共鳴配線３０１の第１の入出力配線３０３に大電力の伝送信号が入力さ
れ、この信号を受信する第３の共鳴配線４０１から第３の接続部５０３を介してカバーグ
ラウンド５０１に電流が流れ込んでも、この電流が最短距離でカバーグラウンド５０２に
流れ込むことが抑制でき、第４の共鳴配線４０２の第４の入出力配線４０４への信号の漏
れ込みを抑制することができる。
【００９１】
　また、本実施形態に係るゲート駆動回路１０００によれば、ハーフブリッジ回路６０（
出力回路）のトランジスタ６１（第１のスイッチング素子）を駆動する第１信号及びハー
フブリッジ回路６０の電源となるキャパシタ５０を充電する第３信号を、複数の入出力配
線３０３，３０４，４０３，４０４を有する一つの電磁共鳴結合器１００から送信できる
とともに、電磁共鳴結合器１００内での高周波信号の漏れ込みが抑制され、絶縁ゲート駆
動回路１０００の出力電流特性が向上する。また、複数の信号を出力する電磁共鳴結合器
１００を使用することにより絶縁ゲート駆動回路１０００の小型化を実現することができ
る。
【００９２】
　＜変形例１＞
　図１１は、本変形例に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図を示す。なお、説明の便宜のた
めに、図１１において誘電体層１１１～１１３の図示を省略している。
【００９３】
　本変形例に示す電磁共鳴結合器１０２と、図１～図３に示す電磁共鳴結合器１００とで
は、第１の共鳴配線３０１の第２端部３０１ｂと第２の共鳴配線３０２の第２端部３０２
ｂとが接続されて、第１の共鳴配線３０１と第２の共鳴配線３０２とが一体化した配線と
なっている点で異なる。つまり、第１の共鳴配線３０１と第２の共鳴配線３０２とを一つ
の共鳴配線部３００Ａとしてみた場合、共鳴配線部３００Ａは、両端部３０１ａ，３０２
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ａの間に開放部３０５を設けることで一部が開放された周回形状の配線である。また、裏
面グラウンド２０１と裏面グラウンド２０２とが互いに接続されて、誘電体層１１２（第
１の誘電体層）の裏面全体に設けられた裏面グラウンド２０５（第５の接地部）になって
おり、上記の共鳴配線部３００Ａと裏面グラウンド２０５とが誘電体層１１２（第１の誘
電体層）を貫通する第１の接続部２０３を介して接続されている。なお、第１の接続部２
０３は、平面視で、共鳴配線部３００Ａの略中点に接続されており、共鳴配線部３００Ａ
の端部３０１ａから第１の接続部２０３までの配線長及び共鳴配線部３００Ａの端部３０
２ａから第１の接続部２０３までの配線長はいずれも伝送信号の動作波長の１／４になる
ように設定されている。
【００９４】
　本願発明者等は、図１～図３に示す構成の電磁共鳴結合器１００に関し、複数の検討を
行った結果、伝送信号の出力部にあたる入出力配線間で、信号の漏れ込みが主に生じるこ
とを突き止めた。第３及び第４の入出力配線４０３，４０４を伝送信号の出力配線とする
とき、入力配線にあたる第１及び第２の入出力配線３０３，３０４の間で、信号の漏れ込
みは小さいことがわかった。よって、図１２に示すように、第１及び第２の入出力配線３
０３，３０４が設けられた第１及び第２の共鳴配線３０１，３０２にそれぞれ接続される
グラウンドを一体化して裏面グラウンド２０５とし、また、第１の共鳴配線３０１と第２
の共鳴配線３０２とを互いに一体化された共鳴配線部３００Ａとすることができる。この
ような構造をとることで、より低損失で信号の絶縁伝送を行うことが可能となる。なお、
共鳴配線部３００Ａと裏面グラウンド２０５とは第２の接続部２０４で接続されていても
よいし、第１の接続部２０３及び第２の接続部２０４の両方で接続されていてもよい。
【００９５】
　なお、伝送信号を第１及び第２の入出力配線３０３，３０４から出力する構成では、第
３及び第４の共鳴配線４０１，４０２にそれぞれ接続されるカバーグラウンド５０１，５
０２を一体化し、また、第３の共鳴配線４０１と第４の共鳴配線４０２とを互いに一体化
された共鳴配線部４００Ａとする。さらに、一体化されたカバーグラウンドと共鳴配線部
４００Ａとが第３の接続部５０３によって接続される。なお、共鳴配線部４００Ａと一体
化されたカバーグラウンドとは第４の接続部５０４で接続されていてもよいし、第３の接
続部５０３及び第４の接続部５０４の両方で接続されていてもよい。
【００９６】
　＜変形例２＞
　図１２は、本変形例に係る電磁共鳴結合器の分解斜視図を示す。なお、説明の便宜のた
めに、図１２において誘電体層１１１～１１３の図示を省略している。
【００９７】
　本変形例に示す電磁共鳴結合器１０３と、図１～図３に示すに示す電磁共鳴結合器１０
０とでは、第１及び第２の共鳴配線３０１，３０２を囲んで設けられた第１コプレナーグ
ラウンド３０７（第１の接地配線）と裏面グラウンド２０１，２０２とがそれぞれ第５の
接続部２０６，２０６・・・を介して接続されている点で異なる。さらに、第３及び第４
の共鳴配線４０１，４０２を囲んで設けられた第３コプレナーグラウンド４０７（第２の
接地配線）とカバーグラウンド５０１，５０２とがそれぞれ第６の接続部５０６，５０６
・・・を介して接続されている点で異なる。
【００９８】
　第１コプレナーグラウンド３０７は、第１及び第２の共鳴配線３０１，３０２と互いに
分離されている。第３コプレナーグラウンド４０７は、第３及び第４の共鳴配線４０１，
４０２と互いに分離されている。また、第１コプレナーグラウンド３０７の電位は、裏面
グラウンド２０１，２０２の電位ともに第１の伝送線路３００における基準電位（グラウ
ンド電位）である。同様に、第３コプレナーグラウンド４０７の電位は、カバーグラウン
ド５０１，５０２の電位ともに第２の伝送線路４００における基準電位（グラウンド電位
）である。
【００９９】
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　本変形例に係る構成によれば、第１コプレナーグラウンド３０７と裏面グラウンド２０
１，２０２とを第５の接続部２０６，２０６・・・を介して接続することにより、第１コ
プレナーグラウンド３０７の電位が安定する。このことにより、第１及び第２の共鳴配線
３０１，３０２に対して外乱電磁波等からの遮蔽効果が向上する。同様に、第３コプレナ
ーグラウンド４０７とカバーグラウンド５０１，５０２とを第６の接続部５０６，５０６
・・・を介して接続することにより、第３コプレナーグラウンド４０７の電位が安定する
。このことにより、第３及び第４の共鳴配線４０１，４０２に対して外乱電磁波等からの
遮蔽効果が向上する。また、電磁共鳴結合器１００において、接続部２０３，２０４，５
０３，５０４の近傍で最も電磁界集中の度合いが大きくなるが、これらに接続され、基準
電位面である裏面グラウンド２０１及び２０２、またカバーグラウンド５０１及び５０２
が互いに少なくとも同一平面上で分離されているため、信号の漏れ込みが生じない。
【０１００】
　＜変形例３＞
　図１３は、本変形例に係る電磁共鳴結合器の平面図を、図１４は、図１３に示す電磁共
鳴結合器の各層の配線構造の平面図を示す。なお、説明の便宜のために、図１３，１４に
おいて誘電体層１１１～１１３の図示を省略している。また、図１３において、裏面グラ
ウンド２０１，２０２、２０７及びカバーグラウンド５０１，５０２，５０５の図示を省
略している。
【０１０１】
　図１３に示す電磁共鳴結合器１０４は、図７に示すゲート駆動回路１０００内の電磁共
鳴結合器２０と電磁共鳴結合器１００とが同じ基板（誘電体層）に設けられた構成である
。電磁共鳴結合器２０は、誘電体層１１２（第１の誘電体層）の裏面に設けられた、最下
層に位置する裏面グラウンド２０７と、表面に設けられた、第１層に位置する共鳴配線２
１及びコプレナーグラウンド２３と、誘電体層１１２（第１の誘電体層）を貫通して裏面
グラウンド２０７と共鳴配線２１とを接続する接続部２０８とを有している。また、電磁
共鳴結合器２０は、誘電体層１１３（第２の誘電体層）の表面に設けられた、最上層に位
置するカバーグラウンド５０５と、裏面に設けられた、第２層に位置する共鳴配線２２と
コプレナーグラウンド２４と、誘電体層１１３（第２の誘電体層）を貫通してカバーグラ
ウンド５０５と共鳴配線２２とを接続する接続部５０７とを有している。電磁共鳴結合器
１００の配線構造は、図１２に示す構成と同様であるが、電磁共鳴結合器２０，１００と
もに、入力端子（入力配線）はＸ方向左側に、出力端子（出力配線）はＸ方向右側にまと
めて配置されている。このようにすることで、入力端子（入力配線）と出力端子（出力配
線）との間で信号が確実に分離される。また、電磁共鳴結合器２０の裏面グラウンド２０
７と電磁共鳴結合器１００の裏面グラウンド２０２とは互いに接続されて一体化されてい
る。例えば、第２の入出力配線３０４に入力される信号の電力が小さい場合には、入力側
で電磁共鳴結合器２０へ信号が漏れ込むのをほぼ無視できるため、上記のように裏面グラ
ウンドを共通化できる。なお、裏面グラウンド２０７と裏面グラウンド２０２とは互いに
分離されていてもよい。
【０１０２】
　本変形例によれば、電磁共鳴結合器１００と電磁共鳴結合器２０とを同じ基板に設ける
ことにより、各端子間での信号の漏れ込みが抑制しつつ、電磁共鳴結合器の小型化が図れ
るとともに、伝送信号に関し、良好な入出力特性が得られる。
【０１０３】
　＜変形例４＞
　図１５は本変形例に係る電磁共鳴結合器の回路ブロック図の一例を示し、図１６は別の
一例を示す。
【０１０４】
　図１５に示すように、カバーグラウンド５０１（第３の接地部），５０２（第４の接地
部）は、誘電体層１１２（第１の誘電体層）の裏面に設けられていてもよい。この場合は
第３及び第４の接続部５０３，５０４が誘電体層１１１，１１２を貫通してそれぞれカバ
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ーグラウンド５０１，５０２に接続される。また、誘電体層１１２（第１の誘電体層）の
裏面において、裏面グラウンド２０１，２０２及びカバーグラウンド５０１，５０２の４
つは互いに分離されている。ただし、例えば、図１１に示すように、共鳴配線３０１，３
０２が接続されている場合には、裏面グラウンド２０１，２０２を互いに接続して、図１
１に示す裏面グラウンド２０５としてもよい。出力側にあたる入出力配線に接続されるグ
ラウンドが互いに分離されていればよい。また、裏面グラウンド２０１，２０２及びカバ
ーグラウンド５０１，５０２の４つは誘電体層１１３（第２の誘電体層）の表面に設けら
れていてもよい。この場合は、第１及び第２の接続部２０３，２０４が誘電体層１１１，
１１３を貫通してそれぞれ裏面グラウンド２０１，２０２に接続される。この場合も、例
えば、裏面グラウンド２０１，２０２を互いに接続して、図１１に示す裏面グラウンド２
０５としてもよい。
【０１０５】
　また、図１６に示すように、誘電体層１１２（第１の誘電体層）内に配線層として第０
層を設け、裏面グラウンド２０２を当該第０層に配置してもよい。同様に、裏面グラウン
ド２０１を当該第０層に配置してもよい。また、図示しないが、誘電体層１１３（第２の
誘電体層）内に配線層として第３層を設け、カバーグラウンド５０１，５０２の少なくと
もいずれか一方を当該第３層に配置してもよい。
【０１０６】
　なお、上記はあくまでも一例であり、裏面グラウンド２０１，２０２及びカバーグラウ
ンド５０１，５０２の４つは、誘電体層１１２（第１の誘電体層）または誘電体層１１３
（第２の誘電体層）のいずれかに配置されていればよく、第１及び第２の伝送線路３００
，４００のうち少なくとも一方に設けられた２つの共鳴配線にそれぞれ接続される接地部
が互いに分離されていればよい。
【０１０７】
　（実施形態２）
　上記の実施形態１に係る電磁共鳴結合器は絶縁型のゲート駆動装置のみならず、複数の
信号を非接触で独立に伝送可能な信号伝送装置全般に用いることができる。図１７は、本
実施形態に係る信号伝送装置の機能ブロック図を示す。
【０１０８】
　信号送信部２１００は、複数の独立した信号を信号伝送部２２００に向けて送信する。
信号伝送部２２００は、内部に例えば、実施形態１に示す電磁共鳴結合器１００を含んで
おり、信号送信部２１００から送信された信号を信号受信部２２００に向けて絶縁伝送す
る。信号受信部２２００は、信号伝送部２２００から絶縁伝送された信号を受信する。
【０１０９】
　本実施形態によれば、電磁共鳴結合器１００内での端子間の信号の漏れ込みを抑制でき
るため、伝送される信号の品質が低下せず、良好な信号伝送を行うことができる。なお、
信号伝送部２２００に含まれる電磁共鳴結合器は、実施形態１に示す電磁共鳴結合器１０
０に限定されず、例えば、変形例１，２に示す電磁共鳴結合器１０２，１０３や実施形態
２に示す電磁共鳴結合器１０４であってもよい。また、信号送信部２１００から送信され
る複数の信号は同時に送信されても、異なる時刻に送信されてもいずれでもよい。
【０１１０】
　（その他の実施形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施形態を説明した。しか
しながら、本開示は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行っ
た実施形態にも適用可能である。また、上記実施形態で説明した各構成要素を組み合わせ
て、新たな実施形態とすることも可能である。
【０１１１】
　例えば、変形例も含めた上記実施形態１，２で説明された回路構成は、一例である。上
記実施形態１，２で説明された機能を実現できる別の回路構成が用いられてもよい。例え
ば、上記回路構成と同様の機能を実現できる範囲で、ある素子に対して、直列または並列
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に、スイッチング素子（トランジスタ）、抵抗素子、または容量素子等の素子を接続した
ものも本開示に含まれる。言い換えれば、上記実施形態における「接続される」には、２
つの端子（ノード）が直接接続される場合に限定されるものではなく、同様の機能が実現
できる範囲において、当該２つの端子（ノード）が、素子を介して接続される場合が含ま
れる。
【０１１２】
　以上、一つまたは複数の態様に係る電磁共鳴結合器及び伝送装置について、実施形態に
基づいて説明したが、本開示は、この実施形態に限定されるものではない。本開示の趣旨
を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施形態に施したものや、異なる実施
形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内
に含まれてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本開示の電磁共鳴結合器は、端子間の信号分離特性が良好であり、例えば、モーターの
駆動回路等に用いられる絶縁ゲート駆動回路に適用できる。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　パワー半導体デバイス（半導体スイッチング素子）
　２　負荷
　３　信号発生器
　１０　高周波発振回路
　２０　電磁共鳴結合器
　３０　変調回路
　４０ａ～４０ｃ　整流回路
　５０　キャパシタ
　６０　ハーフブリッジ回路（出力回路）
　６１　トランジスタ（第１のスイッチング素子）
　６２　トランジスタ（第２のスイッチング素子）
　１００，１０２，１０３，１０４　電磁共鳴結合器
　１１１　誘電体層
　１１２　誘電体層（第１の誘電体層）
　１１３　誘電体層（第２の誘電体層）
　２０１　裏面グラウンド（第１の接地部）
　２０２　裏面グラウンド（第２の接地部）
　２０３　第１の接続部
　２０４　第２の接続部
　２０５　裏面グラウンド（第５の接地部）
　２０６　第５の接続部
　３００　第１の伝送線路
　３０１　第１の共鳴配線
　３０１ｃ　開放部（第１の開放部）
　３０２　第２の共鳴配線
　３０２ｃ　開放部（第２の開放部）
　３０３　第１の入出力配線（入出力端子）
　３０４　第２の入出力配線（入出力端子）
　３０７　第１コプレナーグラウンド（第１の接地配線）
　４００　第２の伝送線路
　４０１　第３の共鳴配線
　４０１ｃ　開放部（第３の開放部）
　４０２　第４の共鳴配線
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　４０２ｃ　開放部（第４の開放部）
　４０３　第３の入出力配線（入出力端子）
　４０４　第４の入出力配線（入出力端子）
　４０７　第３コプレナーグラウンド（第２の接地配線）
　５０１　カバーグラウンド（第３の接地部）
　５０２　カバーグラウンド（第４の接地部）
　５０３　第３の接続部
　５０４　第４の接続部
　５０６　第６の接続部
　１０００　ゲート駆動回路
　２０００　信号伝送装置
 

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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