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(57)【要約】
【課題】信号品質の低下を抑制することができるプリン
ト配線板を提供する。
【解決手段】本発明のプリント配線板は、第１配線１１
と第２配線１２とを有する差動伝送線路を備える。第１
配線１１は、直線状配線からなる複数の第１直線部１５
Ａ，１５Ｂと、第１直線部の延びる第１方向に対して交
差する方向に延びる直線状配線を含む第１迂回部１６と
、を備える。第２配線は、直線状配線からなる複数の第
２直線部１８Ａ，１８Ｂと、第２直線部の延びる第２方
向に対して交差する方向に延びる曲線状配線を含む第２
迂回部１９と、を備える。第１方向と第２方向とは、略
平行であり、第１迂回部と第２迂回部とは、第１直線部
および第２直線部に対して同じ側に突出し、第１迂回部
が設けられた領域と第２迂回部が設けられた領域とは、
第１方向および第２方向において少なくとも一部が重な
っている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１配線と第２配線とを有する差動伝送線路を備え、
　前記第１配線は、直線状の配線からなる複数の第１直線部と、前記複数の第１直線部に
接続され、前記第１直線部の延びる第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線
を含む第１迂回部と、を備え、
　前記第２配線は、直線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に
接続され、前記第２直線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線
を含む第２迂回部と、を備え、
　前記第１方向と前記第２方向とは、略平行であり、
　前記第１迂回部と前記第２迂回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して
同じ側に突出しており、
　前記第１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域とは、前記第１方
向および前記第２方向において少なくとも一部が重なっている、プリント配線板。
【請求項２】
　前記第１迂回部は、
　前記第１方向と略平行な方向に延びる直線状の配線からなる第３直線部と、
　前記第３直線部の一端と一の第１直線部とを接続し、前記第１方向に対して交差する方
向に延びる直線状の配線からなる第４直線部と、
　前記第３直線部の他端と他の第１直線部とを接続し、前記第１方向に対して交差する方
向に延びる直線状の配線からなる第５直線部と、を備えた、請求項１に記載のプリント配
線板。
【請求項３】
　前記第１直線部と前記第４直線部とのなす角度、および前記第１直線部と前記第５直線
部とのなす角度は、１２０°以上、１５０°以下である、請求項２に記載のプリント配線
板。
【請求項４】
　前記第２迂回部は、
　前記第２方向と略平行な方向に延びる直線状の配線からなる第６直線部と、
　前記第６直線部の一端と一の第２直線部とを接続し、前記第２方向に対して交差する方
向に延びる曲線状の配線からなる第１曲線部と、
　前記第６直線部の他端と他の第２直線部とを接続し、前記第２方向に対して交差する方
向に延びる曲線状の配線からなる第２曲線部と、を備えた、請求項２または請求項３に記
載のプリント配線板。
【請求項５】
　前記第１直線部の配線幅に対する前記第１直線部の中心線から前記第３直線部の中心線
までの距離の第１の比は、０．５以上、１．０以下である、請求項４に記載のプリント配
線板。
【請求項６】
　前記第２直線部の配線幅に対する前記第２直線部の中心線から前記第６直線部の中心線
までの距離の第２の比は、０．５以上、１．０以下である、請求項５に記載のプリント配
線板。
【請求項７】
　前記第１の比と前記第２の比とは略等しい、請求項６に記載のプリント配線板。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか一項に記載のプリント配線板を備えた、情報通信
装置。
【請求項９】
　映像情報を転送する情報転送装置と、前記情報転送装置により転送された前記映像情報
に基づいて光を投射するプロジェクターと、を備え、
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　前記情報転送装置および前記プロジェクターのうち少なくとも一方は、第１配線と第２
配線とを有する差動伝送線路を含むプリント配線板を備え、
　前記第１配線は、直線状の配線からなる複数の第１直線部と、前記複数の第１直線部に
接続され、前記第１直線部の延びる第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線
を含む第１迂回部と、を備え、
　前記第２配線は、直線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に
接続され、前記第２直線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線
を含む第２迂回部と、を備え、
　前記第１方向および前記第２方向は、略平行であり、
　前記第１迂回部と前記第２迂回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して
同じ側に突出しており、
　前記第１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域とは、前記第１方
向および前記第２方向において少なくとも一部が重なっている、表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント配線板、情報通信装置、および表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プロジェクター等の表示装置に対して、無線通信を利用した情報通信装置によりデータ
を送信する方式の表示システムが従来から知られている。近年の情報通信装置は高速化が
進んでおり、情報通信装置内のプリント配線板では、一対の信号線によりデータを伝送す
る差動伝送が多く用いられている。その理由は、差動伝送は、シングルエンド伝送に比べ
て信号の振幅を小さくできる分、データの伝送速度を高速化できるからである。ただし、
差動伝送において信号（データ）を正確に伝送するために、信号の入力端から出力端まで
の一対の信号線の配線長を等しく揃えることが重要である。下記の特許文献１，２に、差
動伝送線路を備えたプリント配線板において、一対の信号線の配線長を等しくするための
手法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２１０７６０号公報
【特許文献２】特開２０１１－１７６１５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１，２に記載の差動伝送線路の場合、信号線に屈曲部が設けられた箇所におい
て、一対の信号線の配線間隔が場所によって異なる。配線間隔が異なる領域では、配線間
隔が一定の領域に対して特性インピーダンスが変動する。そのため、特性インピーダンス
の変動に起因して信号品質が低下する虞が大きくなる。また、特許文献１，２に記載の差
動伝送線路では、信号線の設計の自由度が制限される、差動伝送線路の占有面積が大きく
なる、等の設計上の問題が生じる虞がある。
【０００５】
　本発明の一つの態様は、上記の課題を解決するためになされたものであり、信号品質の
低下を抑制することができるプリント配線板を提供することを目的の一つとする。本発明
の一つの態様は、差動伝送線路の設計上の問題点を解決することができるプリント配線板
を提供することを目的の一つとする。本発明の一つの態様は、上記のプリント配線板を備
えた情報通信装置を提供することを目的の一つとする。本発明の一つの態様は、上記の情
報通信装置を備えた表示システムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明の一つの態様のプリント配線板は、第１配線と第
２配線とを有する差動伝送線路を備え、前記第１配線は、直線状の配線からなる複数の第
１直線部と、前記複数の第１直線部に接続され、前記第１直線部の延びる第１方向に対し
て交差する方向に延びる直線状の配線を含む第１迂回部と、を備え、前記第２配線は、直
線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に接続され、前記第２直
線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線を含む第２迂回部と、
を備え、前記第１方向と前記第２方向とは、略平行であり、前記第１迂回部と前記第２迂
回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して同じ側に突出しており、前記第
１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域とは、前記第１方向および
前記第２方向において少なくとも一部が重なっている。
【０００７】
　本発明の一つの態様のプリント配線板においては、差動伝送線路を構成する２本の配線
のうち、第１配線は直線状の配線を含む第１迂回部を備え、第２配線は曲線状の配線を含
む第２迂回部を備えているため、第２迂回部の配線長を第１迂回部の配線長よりも長くす
ることができる。これにより、例えば第１迂回部を除く部分の第１配線の配線長が第２迂
回部を除く部分の第２配線の配線長よりも長い場合に、第１配線全体の配線長と第２配線
全体の配線長とを等しく揃えることができる。また、第１迂回部と第２迂回部とは、第１
直線部および第２直線部に対して同じ側に突出し、第１方向および第２方向において、第
１迂回部が設けられた領域と第２迂回部が設けられた領域とが少なくとも一部重なってい
ることにより、第１迂回部、第２迂回部の各々を構成する配線間の間隔の変動を極力小さ
くすることができる。これにより、特性インピーダンスの変動を抑制することができ、信
号品質の低下を抑制することができる。
【０００８】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第１迂回部は、前記第１方向と略
平行な方向に延びる直線状の配線からなる第３直線部と、前記第３直線部の一端と一の第
１直線部とを接続し、前記第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線からなる
第４直線部と、前記第３直線部の他端と他の第１直線部とを接続し、前記第１方向に対し
て交差する方向に延びる直線状の配線からなる第５直線部と、を備えていてもよい。
　この構成によれば、第１迂回部が第３直線部と第４直線部と第５直線部、すなわち直線
状の３つの配線で構成されているため、曲線状の配線を含む第２迂回部の配線長と第１迂
回部の配線長の差を大きくすることができる。
【０００９】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第１直線部と前記第４直線部との
なす角度、および前記第１直線部と前記第５直線部とのなす角度は、１２０°以上、１５
０°以下であってもよい。
　この構成によれば、迂回部の占有面積の増大を抑えつつ、特性インピーダンスの変動を
効果的に抑制することができる。
【００１０】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第２迂回部は、前記第２方向と略
平行な方向に延びる直線状の配線からなる第６直線部と、前記第６直線部の一端と一の第
２直線部とを接続し、前記第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線からなる
第１曲線部と、前記第６直線部の他端と他の第２直線部とを接続し、前記第２方向に対し
て交差する方向に延びる曲線状の配線からなる第２曲線部と、を備えていてもよい。
　この構成によれば、第２迂回部の第６直線部と第１迂回部の第３直線部とが略平行に配
置されるため、第１迂回部、第２迂回部の各々を構成する配線間の間隔の変動がさらに小
さくなる。これにより、特性インピーダンスの変動を効果的に抑制することができる。
【００１１】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第１直線部の配線幅に対する前記
第１直線部の中心線から前記第４直線部の中心線までの距離の第１の比は、０．５以上、
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１．０以下であってもよい。
　この構成によれば、迂回部の占有面積の増大を抑えつつ、特性インピーダンスの変動を
効果的に抑制することができる。
【００１２】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第２直線部の配線幅に対する前記
第２直線部の中心線から前記第６直線部の中心線までの距離の第２の比は、０．５以上、
１．０以下であってもよい。
　この構成によれば、迂回部の占有面積の増大を抑えつつ、特性インピーダンスの変動を
効果的に抑制することができる。
【００１３】
　本発明の一つの態様のプリント配線板において、前記第１の比と前記第２の比とは略等
しくてもよい。
　この構成によれば、迂回部の占有面積の増大を抑えつつ、特性インピーダンスの変動を
効果的に抑制することができる。
【００１４】
　本発明の一つの態様の情報通信装置は、本発明の一つの態様のプリント配線板を備える
。
　この構成によれば、信号品質に優れた情報通信装置を提供することができる。
【００１５】
　本発明の一つの態様の表示システムは、映像情報を転送する情報転送装置と、前記情報
転送装置により転送された前記映像情報に基づいて光を投射するプロジェクターと、を備
え、前記情報転送装置および前記プロジェクターのうち少なくとも一方は、第１配線と第
２配線とを有する差動伝送線路を含むプリント配線板を備え、前記第１配線は、直線状の
配線からなる複数の第１直線部と、前記複数の第１直線部に接続され、前記第１直線部の
延びる第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線を含む第１迂回部と、を備え
、前記第２配線は、直線状の配線からなる複数の第２直線部と、前記複数の第２直線部に
接続され、前記第２直線部の延びる第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線
を含む第２迂回部と、を備え、前記第１方向および前記第２方向は、略平行であり、前記
第１迂回部と前記第２迂回部とは、前記第１直線部および前記第２直線部に対して同じ側
に突出しており、前記第１迂回部が設けられた領域と前記第２迂回部が設けられた領域と
は、前記第１方向および前記第２方向において少なくとも一部が重なっている。
　この構成によれば、映像情報の品質の低下が抑えられるため、映像品質に優れた表示シ
ステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態の表示システムの概略構成図である。
【図２】本発明の一実施形態のプリント配線板の平面図である。
【図３】図２の領域Ｂの拡大図である。
【図４】図３の領域Ｄの拡大図である。
【図５】図３のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態について、図１～図５を用いて説明する。
　本実施形態の表示システムは、表示装置としてプロジェクターを備えた表示システムの
一例である。
　なお、以下の各図面においては各構成要素を見やすくするため、構成要素によって寸法
の縮尺を異ならせて示すことがある。
【００１８】
　図１は、本実施形態の表示システム１の構成を示す。
　図１に示すように、表示システム１は、情報転送装置１００と、プロジェクター５００
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と、を備える。表示システム１は、外部装置３００から出力される映像信号を、Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓＨＤ（登録商標）通信対応の情報転送装置１００により送信し、Ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓＨＤ通信対応の受信部を備えたプロジェクター５００で受信して、映像信号に基づく映
像をスクリーンに投射する。
　本実施形態において、映像情報を送信する送信機としての情報転送装置１００、および
映像情報を受信する受信機としてのプロジェクター５００は、特許請求の範囲の情報通信
装置に対応する。また、本実施形態において、映像情報は、映像データ、音声データおよ
び同期信号等を含む。
【００１９】
　外部装置３００は、情報転送装置１００に接続されている。外部装置３００は、表示シ
ステム１に対して映像情報を供給する。より具体的には、外部装置３００は、情報転送装
置１００の映像情報入力部１０４に映像情報を出力する。
【００２０】
　情報転送装置１００は、ポート１０２を含む有線送信部１０１と、無線送信部１０３と
、映像情報入力部１０４と、制御部１０５と、を備える。
【００２１】
　映像情報入力部１０４には、外部装置３００から各種形式の映像情報が入力される。映
像情報入力部１０４は、制御部１０５による制御に従って、入力された映像情報を、有線
送信部１０１または無線送信部１０３に出力する。
【００２２】
　有線送信部１０１は、ケーブル１５０を介してプロジェクター５００等の表示装置と接
続されるポート１０２を有する。有線送信部１０１は、ポート１０２への表示装置の接続
を検知すると、その旨を制御部１０５に通知する。ケーブル１５０は、例えば、ＨＤＭＩ
（High-Definition Multimedia Interface：登録商標）規格に対応しているケーブルであ
り、映像データ、音声データ、同期信号、およびＣＥＣ（Consumer Electronics Control
 Line）コマンド等のデータを伝送する。有線送信部１０１は、制御部１０５の制御に従
って、映像情報入力部１０４から出力された映像情報を、ケーブル１５０を介してプロジ
ェクター５００に送信する。
【００２３】
　無線送信部１０３は、制御部１０５により制御され、プロジェクター５００との間で映
像情報等の無線通信を行う。無線送信部１０３は、制御部１０５の制御に従って、映像情
報入力部１０４から出力された映像情報を、無線接続されたプロジェクター５００に送信
する。無線送信部１０３は、後述するプリント配線板１０を備える。
【００２４】
　制御部１０５は、図示しない操作部が受け付けたユーザーの操作入力、もしくは、例え
ば無線通信が実行されている場合には無線通信を優先させる、等の予め定められた制御に
従って、映像情報をプロジェクター５００に送信する転送手段として、有線送信部１０１
または無線送信部１０３を選択する。
【００２５】
　プロジェクター５００は、光学部５４０と、回路部５３０と、受信部５２０と、を備え
る。
【００２６】
　光学部５４０は、光源５９０と、３つの液晶ライトバルブ（光変調装置）５６０Ｒ，５
６０Ｇ，５６０Ｂと、クロスダイクロイックプリズム５６５と、投射光学系５６７と、を
備える。
【００２７】
　光源５９０は、白色の光を射出する。光源５９０から射出された光は、図示しない照明
光学系により、液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６０Ｇ，５６０Ｂ上における照度が均一化
されるとともに、偏光方向が調整される。本実施形態において、光源５９０は、高圧放電
灯等を含む放電灯、半導体レーザー、もしくはＬＥＤ（発光ダイオード）等、種々の光源
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装置を含む。また、本実施形態において、光源５９０は、白色の光を射出するが、これに
限らない。光源５９０は、例えば、白色以外の所定の色光を射出する一以上の発光素子と
、入射する光を所定の色光に変換する蛍光体とを含む光源装置で構成されてもよい。この
場合、後述する図示しない色分離光学系は省略されてもよい。
【００２８】
　照明光学系から射出された光は、図示しない色分離光学系により、赤色光（Ｒ）、緑色
光（Ｇ）、および青色光（Ｂ）の３つの色光に分離される。３つの色光は、各色光に対応
付けられた液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６０Ｇ，５６０Ｂにより、映像信号５７２Ｒ，
５７２Ｇ，５７２Ｂに応じてそれぞれ変調される。液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６０Ｇ
，５６０Ｂは、液晶パネルと偏光板とを備える。偏光板は、液晶パネルの光入射側および
光射出側に配置される。
【００２９】
　変調された３つの色光は、クロスダイクロイックプリズム５６５により合成される。合
成光は、投射光学系５６７に入射する。投射光学系５６７は、入射光をスクリーン７００
に投射する。これにより、スクリーン７００上に映像が表示される。
【００３０】
　回路部５３０は、映像信号変換部５１０と、直流電源装置５７５と、映像処理装置５７
０と、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５８０と、光源駆動装置５７７と、を備える
。
【００３１】
　映像信号変換部５１０は、外部から入力された映像信号（輝度－色差信号やアナログＲ
ＧＢ信号など）を所定のワード長のデジタルＲＧＢ信号に変換して画像信号５１２Ｒ，５
１２Ｇ，５１２Ｂを生成し、映像処理装置５７０に供給する。
【００３２】
　映像処理装置５７０は、３つの画像信号５１２Ｒ，５１２Ｇ，５１２Ｂに対してそれぞ
れ映像処理を行う。映像処理装置５７０は、液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６０Ｇ，５６
０Ｂをそれぞれ駆動するための映像信号５７２Ｒ，５７２Ｇ，５７２Ｂを液晶ライトバル
ブ５６０Ｒ，５６０Ｇ，５６０Ｂに供給する。
【００３３】
　直流電源装置５７５は、外部の交流電源６００から供給される交流電圧を一定の直流電
圧に変換する。直流電源装置５７５は、映像信号変換部５１０、映像処理装置５７０およ
び光源駆動装置５７７に直流電圧を供給する。
【００３４】
　光源駆動装置５７７は、起動時に光源５９０に駆動電流を供給し、光源５９０を点灯さ
せる。
【００３５】
　液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６０Ｇ，５６０Ｂは、それぞれ映像信号５７２Ｒ，５７
２Ｇ，５７２Ｂに基づいて、前述した光学系を介して各液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５６
０Ｇ，５６０Ｂに入射される色光の透過率（輝度）を変調する。
【００３６】
　ＣＰＵ５８０は、プロジェクター５００の点灯開始から消灯に至るまでの各種の動作を
制御する。例えば、通信信号５８２を介して点灯命令や消灯命令を光源駆動装置５７７に
出力する。ＣＰＵ５８０は、光源駆動装置５７７から通信信号５８４を介して光源５９０
の点灯情報を受け取る。
【００３７】
　受信部５２０は、有線受信部５０１と、無線受信部５０３と、を備える。本実施形態に
おいて、有線受信部５０１および無線受信部５０３は、後述する制御部としてのＣＰＵ５
８０と制御信号線で接続されているが、図１では制御信号線の図示を省略している。
【００３８】
　有線受信部５０１は、ケーブル１５０を介して情報転送装置１００と接続されるポート
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５０２を備える。有線受信部５０１は、ポート５０２への情報転送装置１００の接続を検
知すると、その旨をＣＰＵ５８０に通知する。また、有線受信部５０１は、ケーブル１５
０を介して情報転送装置１００から映像情報を受信した場合、ＣＰＵ５８０の制御に従っ
て、受信した映像情報を映像信号変換部５１０に出力する。
【００３９】
　無線受信部５０３は、ＣＰＵ５８０により制御され、情報転送装置１００の無線送信部
１０３との間で映像情報等の無線通信を行う。無線受信部５０３は、情報転送装置１００
との無線通信により情報転送装置１００から映像情報を受信した場合、ＣＰＵ５８０の制
御に従って、受信した映像情報を映像信号変換部５１０に出力する。無線受信部５０３は
、後述するプリント配線板１０を備える。
【００４０】
　本実施形態のプリント配線板１０は、図１に示す情報転送装置１００の無線送信部１０
３およびプロジェクター５００の無線受信部５０３に用いられる。
【００４１】
　図２は、本実施形態におけるプリント配線板１０の構成を示す。
　図２に示すように、プリント配線板１０は、第１配線１１と第２配線１２とを有する差
動伝送線路１３を備える。差動伝送線路１３を構成する一対の配線のうち、左側の配線が
第１配線１１であり、右側の配線が第２配線１２である。第１配線１１および第２配線１
２は、プリント配線板１０の仕様により、入力端から出力端までの配線経路が一直線では
なく全体として屈曲して、配線されている。後述するように、第１配線１１に第１迂回部
１６（図３参照）が設けられ、第２配線１２に第２迂回部１９（図３参照）が設けられた
ことにより、第１配線１１の入力端から出力端までの配線長と第２配線１２の入力端から
出力端までの配線長とが略等しくなっている。
【００４２】
　図３は、プリント配線板１０における差動伝送線路１３の、図２に示される領域Ｂにお
ける拡大図を示す。
　図３に示すように、第１配線１１は、直線状の配線からなる複数の第１直線部１５と、
複数の第１直線部１５に接続された複数の第１迂回部１６と、を備える。第２配線１２は
、直線状の配線からなる複数の第２直線部１８と、複数の第２直線部１８に接続された複
数の第２迂回部１９と、を備える。各第１迂回部１６は、各第１直線部１５の延びる第１
方向（図３におけるＹ方向）に対して交差する方向に延びる直線状の配線を含み、第１直
線部１５に対して一方側（図３における＋Ｘ方向）に突出している。各第２迂回部１９は
、各第２直線部１８の延びる第２方向（図３におけるＹ方向）に対して交差する方向に延
びる曲線状の配線を含み、第２直線部１８に対して一方側（図３における＋Ｘ方向）に突
出している。したがって、第１迂回部１６と第２迂回部１９とは、第１直線部１５および
第２直線部１８に対して同じ側に突出している。
【００４３】
　一つの第１迂回部１６が設けられた領域Ｒ１と一つの第２迂回部１９が設けられた領域
Ｒ２とは、第１方向および第２方向において、少なくとも一部が重なっている。換言する
と、第１迂回部が設けられた領域Ｒ１および第２迂回部が設けられた領域Ｒ２は、第１直
線部１５または第２直線部１８が延びる方向に直交する方向から見て、少なくとも一部が
重なっている。本実施形態の場合、第１迂回部１６が設けられた領域Ｒ１は、第２迂回部
１９が設けられた領域Ｒ２の範囲内に位置している。なお、第１迂回部１６の数および第
２迂回部１９の数は設計に応じて適宜変更が可能であるが、第１迂回部１６の数と第２迂
回部１９の数とは等しいことが望ましい。また、本実施形態において、第１配線１１およ
び第２配線１２は、プリント配線板１０内で略平行に配線されている。すなわち、各第１
直線部１５の延びる第１方向と各第２直線部１８の延びる第２方向とは、略平行である。
【００４４】
　図４は、差動伝送線路１３の図３に示される領域Ｄにおける拡大図を示す。
　図４に示すように、第１配線１１は、第１直線部１５Ａ，１５Ｂと、第１迂回部１６と
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、を備える。第２配線１２は、第２直線部１８Ａ，１８Ｂと、第２迂回部１９とを備える
。第１迂回部１６は、第３直線部２１と、第４直線部２２と、第５直線部２３と、を備え
る。第３直線部２１は、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの延びる第１方向と略平行な方向に延
びる直線状の配線で構成される。第４直線部２２は、第３直線部２１の一端と第１直線部
１５Ａとを接続し、第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線で構成される。
第５直線部２３は、第３直線部２１の他端と第１直線部１５Ｂとを接続し、第１方向に対
して交差する方向に延びる直線状の配線で構成される。
【００４５】
　本実施形態の場合、第１直線部１５Ａと第４直線部２２とのなす角度θ１、および第１
直線部１５Ｂと第５直線部２３とのなす角度θ２は、ともに１３５°である。第１直線部
１５Ａと第４直線部２２とのなす角度θ１、および第１直線部１５Ｂと第５直線部２３と
のなす角度θ２は必ずしも１３５°でなくてもよいが、１２０°以上、１５０°以下であ
ることが望ましい。第１直線部１５Ａと第４直線部２２とのなす角度θ１と、第１直線部
１５Ｂと第５直線部２３とのなす角度θ２とは、必ずしも一致していなくてもよい。
【００４６】
　第３直線部２１の中心線Ｃ３は、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの中心線Ｃ１の延長線上か
ら＋Ｘ方向にずれている。第１直線部１５Ａ，１５Ｂの配線幅をＷ１とし、第１直線部１
５Ａ，１５Ｂの中心線Ｃ１から第３直線部２１の中心線Ｃ３までのＸ方向における距離を
Ｇ１とする。本実施形態の場合、配線幅Ｗ１に対する距離Ｇ１の比Ｇ１／Ｗ１（第１の比
）は、０．５である。すなわち、第３直線部２１は、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの中心線
Ｃ１の延長線上から、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの配線幅Ｗ１の１／２の距離、Ｘ方向に
おいてずれている。
【００４７】
　第２迂回部１９は、第１曲線部２５と、第６直線部２６と、第２曲線部２７と、を備え
る。第６直線部２６は、第２直線部１８Ａ，１８Ｂの延びる第２方向と略平行な方向に延
びる直線状の配線で構成される。第１曲線部２５は、第６直線部２６の一端と第２直線部
１８Ａとを接続し、第２方向に対して交差する方向に延びる曲線状の配線で構成される。
第２曲線部２７は、第６直線部２６の他端と第２直線部１８Ｂとを接続し、第２方向に対
して交差する方向に延びる曲線状の配線で構成される。
【００４８】
　本実施形態において、第１配線１１における第１直線部１５Ａ，１５Ｂは、Ｙ方向にお
いて、第２配線１２における第２直線部１８Ａ，１８Ｂと対応する位置に配置されている
。第１配線１１における第３直線部２１は、Ｙ方向において、第２配線１２における第６
直線部２６と対応する位置に配置されている。第４直線部２２は、Ｙ方向において、第２
配線１２における第１曲線部２５と対応する位置に配置されている。第５直線部２３は、
Ｙ方向において、第２配線１２における第２曲線部２７と対応する位置に配置されている
。
【００４９】
　第６直線部２６の中心線Ｃ６は、第２直線部１８Ａ，１８Ｂの中心線Ｃ２の延長線上か
ら＋Ｘ方向にずれている。第２直線部１８Ａ，１８Ｂの配線幅をＷ２とし、第２直線部１
８Ａ，１８Ｂの中心線Ｃ２から第６直線部２６の中心線Ｃ６までのＸ方向における距離を
Ｇ２とする。本実施形態の場合、配線幅Ｗ２に対する距離Ｇ２の比Ｇ２／Ｗ２（第２の比
）は、０．５である。すなわち、第６直線部２６は、第２直線部１８Ａ，１８Ｂの中心線
Ｃ２の延長線上から、第２直線部１８Ａ，１８Ｂの配線幅Ｗ１の１／２の距離、Ｘ方向に
おいてずれている。
【００５０】
　第１の比Ｇ１／Ｗ１は、０．５以上、１．０以下であることが望ましい。第１の比Ｇ１
／Ｗ１が０．５よりも小さいと、第１迂回部１６と第２迂回部１９との配線長の差が小さ
くなり過ぎ、第１配線１１と第２配線１２との配線長を同じにすることが難しくなる。第
１の比Ｇ１／Ｗ１が１．０よりも大きいと、第１迂回部１６のプリント配線板１０上にお
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ける占有面積が大きくなり過ぎ、差動伝送線路１３の設計が難しくなる。
【００５１】
　同様に、第２の比Ｇ２／Ｗ２は、０．５以上、１．０以下であることが望ましい。第２
の比Ｇ２／Ｗ２が０．５よりも小さいと、第１迂回部１６と第２迂回部１９との配線長の
差が小さくなり過ぎ、第１配線１１と第２配線１２との配線長を同じにすることが難しく
なる。第２の比Ｇ２／Ｗ２が１．０よりも大きいと、第２迂回部１９のプリント配線板１
０上における占有面積が大きくなり過ぎ、差動伝送線路１３の設計が難しくなる。本実施
形態において、第１の比Ｇ１／Ｗ１と第２の比Ｇ２／Ｗ２とは、略等しいことが望ましい
。
【００５２】
　本実施形態において、各部の寸法の一例を示すと、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの配線幅
Ｗ１は約１００μｍである。第２直線部１８Ａ，１８Ｂの配線幅Ｗ２は約１００μｍであ
る。第１直線部１５Ａ，１５Ｂと第２直線部１８Ａ，１８ＢとのＸ方向における間隔Ｓ１
は約１００μｍである。第３直線部２１と第６直線部２６とのＸ方向における間隔Ｓ２は
約１００μｍである。第１曲線部２５の曲率半径Ｆ１は約２００μｍである。第２曲線部
２７の曲率半径Ｆ２は約２００μｍである。ただし、これらの寸法は一例であり、適宜変
更が可能である。
【００５３】
　図５は、差動伝送線路１３における図３のＡ－Ａ線に沿う断面図を示す。
　図５に示すように、プリント配線板１０は、基材３１の上面にグラウンド層３２、誘電
体層３３、第１配線１１および第２配線１２が順次積層された積層体で構成される。プリ
ント配線板１０の構成材料としては、一般的な材料を用いることができる。
【００５４】
　本実施形態の差動伝送線路１３において、仮に一対の配線のそれぞれに迂回部１６，１
９を設けなかったとすると、第１配線１１の入力端から出力端までの配線長は、第２配線
１２の入力端から出力端までの配線長よりも長い。そこで、第１配線１１および第２配線
１２の入力端から出力端までの配線長を揃えるために、第１配線１１に直線部からなる複
数の第１迂回部１６が設けられ、第２配線１２には曲線部を含む複数の第２迂回部１９が
設けられている。
【００５５】
　すなわち、平面上の任意の２点間を配線で接続する場合、曲線状の配線で接続した場合
の配線長は、直線状の配線で接続した場合の配線長よりも長くなる。したがって、曲線部
を含む第２迂回部１９の配線長は、直線部からなる第１迂回部１６の配線長よりも長くな
る。
【００５６】
　第１迂回部１６の数と第２迂回部１９の数が等しいことを前提として、第１迂回部１６
および第２迂回部１９の数をｎとし、一つの第１迂回部１６の配線長と一つの第２迂回部
１９の配線長との差をΔｔとする。このとき、第１配線１１および第２配線１２の全体で
見れば、第１迂回部１６および第２迂回部１９が設けられたことにより、第２配線１２の
配線長は第１配線１１の配線長よりもΔｔ×ｎだけ長くなる。第１迂回部１６および第２
迂回部１９を設けなかった場合の第１配線１１の配線長と第２配線１２の配線長との差を
ΔＴとしたとき、ΔＴ＝Δｔ×ｎとなるように各配線を設計すれば、双方の配線の入力端
から出力端までの配線長を揃えることができる。
【００５７】
　差動伝送線路１３の特性インピーダンスは、図５に示す誘電体層３３の比誘電率εｒ、
誘電体層３３の厚さｈ、第１配線１１の配線幅Ｗ１および第２配線１２の配線幅Ｗ２、お
よび第１配線１１と第２配線１２との間隔Ｓによって決まる。プリント配線板１０の仕様
により誘電体層３３の比誘電率εｒおよび誘電体層３３の厚さｈは一定であり、第１配線
１１の配線幅Ｗ１および第２配線１２の配線幅Ｗ２を一定に設計したとすると、特性イン
ピーダンスの値は第１配線１１と第２配線１２との間隔Ｓに応じて変動する。したがって
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、差動伝送線路１３の全体にわたって特性インピーダンスを一定にするためには、第１配
線１１と第２配線１２との間隔Ｓを一定に保つことが重要である。
【００５８】
　本実施形態のプリント配線板１０は、第１配線１１と第２配線１２とを有する差動伝送
線路１３を備え、第１配線１１は、直線状の配線からなる複数の第１直線部１５Ａ，１５
Ｂと、複数の第１直線部１５Ａ，１５Ｂに接続され、第１直線部１５Ａ，１５Ｂの延びる
第１方向に対して交差する方向に延びる直線状の配線を含む第１迂回部１６と、を備え、
第２配線１２は、直線状の配線からなる複数の第２直線部１８Ａ，１８Ｂと、複数の第２
直線部１８Ａ，１８Ｂに接続され、第２直線部１８Ａ，１８Ｂの延びる第２方向に対して
交差する方向に延びる曲線状の配線を含む第２迂回部１９と、を備え、第１方向および第
２方向は、略平行であり、第１迂回部１６と第２迂回部１９とは、第１直線部１５Ａ，１
５Ｂおよび第２直線部１８Ａ，１８Ｂに対して同じ側に突出しており、第１迂回部１６が
設けられた領域Ｒ１と第２迂回部１９が設けられた領域Ｒ２とは、第１方向および前記第
２方向において少なくとも一部が重なっている。
【００５９】
　このように、直線部からなる第１迂回部１６と曲線部を含む第２迂回部１９とを用いて
第１配線１１および第２配線１２の配線長を略同じにするとともに、第１直線部１５Ａ，
１５Ｂが延びる第１方向および第２直線部１８Ａ，１８Ｂが延びる第２方向を略平行とし
、第１迂回部１６および第２迂回部１９をそれぞれ第１直線部１５および第２直線部１８
に対して同じ側に突出させ、且つ、第１迂回部１６が設けられた領域Ｒ１と第２迂回部１
９が設けられた領域Ｒ２とを第１方向および第２方向において少なくとも一部で重ねるこ
とにより、第１配線１１と第２配線１２との間隔の変動を抑制して特性インピーダンスを
安定化させ、差動伝送線路１３によって伝送するデータ（映像情報）の品質を維持するこ
とができる。
【００６０】
　さらに、本実施形態におけるプリント配線板１０の差動伝送線路１３は、図４に示され
るように、第１直線部１５Ａ，１５Ｂおよび第２直線部１８Ａ，１８Ｂの位置、第３直線
部２１および第６直線部２６の位置、第４直線部２２および第１曲線部２５の位置、第５
直線部２３および第２曲線部２７の位置が、第１方向および第２方向においてそれぞれ対
応するように配線されている。したがって、差動伝送線路１３の全体を見た場合、第１配
線１１と第２配線１２との間隔Ｓの変動を最小限に抑えることができる。
【００６１】
　従来のプリント配線板は、たとえ一対の配線の配線長を揃えることができたとしても、
一対の配線間の間隔が大きく変動することに伴い、特性インピーダンスが不安定になると
いう問題があった。これに対し、本実施形態のプリント配線板１０によれば、差動伝送線
路１３を構成する一対の配線の配線長を揃えることができるとともに、特性インピーダン
スの変動を最小限に抑えることができる。これにより、差動伝送線路により映像情報等の
信号を伝送する際に信号品質の低下を抑制することができるプリント配線板を提供するこ
とができる。
【００６２】
　さらに、本実施形態のプリント配線板１０においては、第１配線１１および第２配線１
２の直線箇所に、第１迂回部１６および第２迂回部１９を自由に配置することができる。
また、図３に示すように、第１迂回部１６および第２迂回部１９が第１直線部１５および
第２直線部１８の延長線上からわずかに突出するだけであり、第１迂回部１６および第２
迂回部１９の占有面積がそれ程大きくならない。そのため、差動伝送線路１３の設計の自
由度が高く、プリント配線板１０の小型化に寄与することができる。
【００６３】
　本実施形態においては、上記のプリント配線板１０を備えたことにより、映像情報を送
受信する際に、映像情報の劣化を抑制することができる情報転送装置１００およびプロジ
ェクター５００等の情報通信装置を提供することができる。また、映像品質に優れた表示
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【００６４】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば上記実施形態では、第２迂回部１９が２つの曲線部と１つの直線部とで構成され
ているが、この構成に代えて、第２迂回部１９は、例えば楕円弧状の曲線部のみで構成さ
れていてもよい。プリント配線板１０を構成する各構成要素の形状、寸法、配置、数等の
具体的な記載については、適宜変更が可能である。本発明は、リジッドタイプのプリント
配線板、フレキシブルプリント配線板のいずれにも適用が可能である。
【００６５】
　また、本実施形態において、情報通信装置を構成する送信機の例として情報転送装置１
００を示し、情報通信装置を構成する受信機の例としてプロジェクター５００を示したが
、これらの例に限らない。本発明は、例えば、携帯電話や液晶表示装置等の情報を送受信
する種々の情報通信装置に適用可能である。
【００６６】
　また、本実施形態において、プリント配線板１０は、表示システム１において、情報転
送装置１００の無線送信部１０３およびプロジェクター５００の無線受信部５０３の両方
に設けられたが、これに限らない。プリント配線板１０は、情報転送装置１００およびプ
ロジェクター５００のうちの一方に設けられる構成としてもよい。
【００６７】
　上記実施形態では透過型のプロジェクターに本発明を適用した場合の例について説明し
たが、本発明は、反射型のプロジェクターにも適用することも可能である。ここで、「透
過型」とは、液晶パネル等を含む液晶ライトバルブが光を透過するタイプであることを意
味する。「反射型」とは、液晶ライトバルブが光を反射するタイプであることを意味する
。なお、光変調装置は、液晶パネル等に限られず、例えばマイクロミラーを用いた光変調
装置であってもよい。
【００６８】
　また、上記の各実施形態において、３つの液晶パネル（液晶ライトバルブ５６０Ｒ，５
６０Ｇ，５６０Ｂ）を用いたプロジェクター５００の例を挙げたが、本発明は、１つの液
晶パネルのみを用いたプロジェクター、４つ以上の液晶パネルを用いたプロジェクターに
も適用可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１…表示システム、１１…第１配線、１２…第２配線、１３…差動伝送線路、１５，１
５Ａ，１５Ｂ…第１直線部、１６…第１迂回部、１８，１８Ａ，１８Ｂ…第２直線部、１
９…第２迂回部、２１…第３直線部、２２…第４直線部、２３…第５直線部、２５…第１
曲線部、２６…第６直線部、２７…第２曲線部、１００…情報転送装置（情報通信装置）
。
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