
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面の信号伝送用導体層に形成されるパターンにより高周波信号を伝送する高周波信号伝
送用回路基板において、

前記パターンを引き出すために前記信号
伝送用導電体層に形成されるパッドと、
前記信号伝送用導電体層の下層として形成される第１の誘電体層と、
前記第１の誘電体層の下層として形成される第１のグランド／電源プレーン層と、
前記第１のグランド／電源プレーン層の下層として形成される第２の誘電体層と、
前記第２の誘電体層の下方に形成される第２のグランド／電源プレーン層と、
前記パッドのほぼ直下の前記第１のグランド／電源プレーン層に前記パターンが当該パッ
ドから引き出される方向と平行に細長く形成される繰り抜き部とを具備

ことを特徴とする高周波信号伝送用回
路基盤。
【請求項２】
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前記パターンの幅より広い幅を有するとともに、

し、
前記繰り抜き部は、前記パッドにおける前記パターンの延長上の両外側直下に形成され、
前記パターンと前記パッドの接合部において当該パターンの両幅端から連続的に当該パッ
ド幅方向に広げられて形成されるとともに、前記パターンと前記パッドの終端部において
連続的に当該パッド幅方向に狭められて形成される

前記繰り抜き部は、
前記パッドにおける前記パターンの延長上の直下にさらに形成されることを特徴とする請



【請求項３】
第１のグランド／電源プレーン層を形成する工程と、
前記第１のグランド／電源プレーン層の上方に第１の誘電体層を形成する工程と、
前記第１の誘電体層上に第２のグランド／電源プレーン層を形成する工程と、
前記第２のグランド／電源プレーン層上に第２の誘電体層を形成する工程と、
前記第２の誘電体層上に高周波信号を伝送するためのパターンを形成する工程と、
前記第２の誘電体層上に 前記パターンを引
き出すためのパッドを形成する工程と、
前記パッドのほぼ直下の前記第２のグランド／電源プレーン層を、前記パターンが当該パ
ッドから引き出される方向と平行に細長く、

工程とを具備
することを特徴とする高周波信号伝送用回路基板の製造方法。
【請求項４】
中空箱状の筐体と、該筐体の内部に収容される回路基板と、該回路基板の表面にパッドを
介して実装される回路素子とを備える電子機器であって、
前記回路基板が、高周波信号を伝送するパターンをその表面に形成された信号伝送用導体
層と、
前記パターンを引き出すために前記信号伝送用導体層に形成される

前記パッドと、
前記信号伝送用導体層の下層として形成される第１の誘電体層と、
前記第１の誘電体層の下層として形成される第１のグランド／電源プレーン層と、
前記第１のグランド／電源プレーン層の下層として形成される第２の誘電体層と、
前記第２の誘電体層の下方に形成される第２のグランド／電源プレーン層と、
前記第１のグランド／電源プレーン層に前記パターンが前記パッドから引き出される方向
と平行に細長く

形成される繰り抜き部とを具備することを特徴
とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高周波信号を伝送する回路基板、その製造方法及びそれを用いた電子機器に係
り、特にそのパッド部においてインピーダンス整合を行う構造を有する高周波信号伝送用
回路基板、その製造方法及びそれを用いた電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
高周波信号伝送用回路基板上で正常な信号伝送を行うためには、伝送ライン（以下、パタ
ーン部）上の何処においてもインピーダンスが一定であることが必要である。局所的なイ
ンピーダンス不整合はエラー発生の原因となるが、とりわけパターン部の終端若しくは途
中に接合される部品搭載用パッド若しくは接続用パッド（以下、総称してパッド部）では
、パターン部よりも幅が広がっているためインピーダンスが低下し、この結果生じたイン
ピーダンス不整合により伝送信号の反射が起こり、高周波信号の伝送特性、即ち波形品質
を劣化させていた。
【０００３】
このような状況に鑑み、特開平６－２６０７７３号公報には、高速信号伝送路用回路基板
のパッドにおいて、直下のグランド／電源プレーンに繰り抜きを設けて、パッドとグラン
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求項１に記載の携帯型電子機器。

前記パターンの幅より広い幅を有するとともに

かつ前記パッドにおける前記パターンの延長
上の両外側直下に繰り抜くとともに、前記パターンと前記パッドの接合部において当該パ
ターンの両幅端から連続的に当該パッド幅方向に広げられて繰り抜き、前記パターンと前
記パッドの終端部において連続的に当該パッド幅方向に狭められて繰り抜く

とともに前記パターン
の幅より広い幅を有する

、かつ前記パッドにおける前記パターンの延長上の両外側直下に形成され
るとともに、前記パターンと前記パッドの接合部において当該パターンの両幅端から連続
的に当該パッド幅方向に広げられて形成され、前記パターンと前記パッドの終端部におい
て連続的に当該パッド幅方向に狭められて



ド／電源プレーンのオーバーラップ量をパッドから伝送ラインの引き出し方向に調整する
構造が開示されている。図７は、同公報に係る高周波信号伝送用回路基板のパッドの構造
の概略を説明するための図であり、図７（ａ）はその平面図、図７（ｂ）乃至図７（ｄ）
はパッドをそれぞれ図７（ａ）のＩ－Ｉ面、Ｊ－Ｊ面、Ｋ－Ｋ面で切った断面図である。
【０００４】
図７において、第１層（表層）は伝送ライン層であり、パターン部７０１及びパッド部７
０２による表層パターンと誘電体層７０３とからなる。第２層はグランド／電源プレーン
層であり、グランド／電源プレーン７０４及び誘電体層７０５からなる。第３層もグラン
ド／電源プレーン層であり、グランド／電源プレーン７０６及び誘電体層７０７からなる
。尚、簡単のため、ここでは第２層と第３層の中層に位置する伝送ライン層についての説
明を省略する。
【０００５】
図７（ａ）にあるように、同公報では、パッド部７０２の直下のグランド／電源プレーン
７０４に部分的に繰り抜き部７０８を設け、パッド部７０２からグランド／電源プレーン
７０４又は７０６までの誘電体層の厚さＭ及びＭ’を変えることでインピーダンス整合を
図り、反射を抑えて、高周波信号の伝送特性を向上することを特徴としている。このため
、図７（ｂ）に示すような、直下のグランド／電源プレーン７０４に繰り抜き部７０８の
あるパッド部と、図７（ｃ）に示すような、直下のグランド／電源プレーン７０４に繰り
抜き部７０８の無いパッド部の面積比を調整して、集中定数的にパッド全体としてのイン
ピーダンスを伝送ラインのインピーダンスと等しくすることにより、パッド幅を変えるこ
となくインピーダンス整合を実現している。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、同公報に開示された構造では、本来、高周波信号についてはその連続性を
考慮して分布定数的に扱わねばならないにも拘らず、パッドのインピーダンスを全体とし
て集中定数的に捉え、パターン部７０１のパッド部７０２からの引出し方向に直角に繰り
抜き部７０８の右端を設けているので、図７（ｂ）乃至図７（ｄ）に示すように伝送信号
の進行方向に層構成が異なり、表層パターン幅の違い等により、猶も局所的にインピーダ
ンスが異なってしまう。
【０００７】
これにより、図７（ａ）のパターン部７０１とパッド部７０２の接合部７０９や繰り抜き
部７０８の右端、即ち各層構成が変化する部分においてインピーダンスが不整合となる。
これにより、例えば繰り抜き部７０８の右端からパッド部７０２の左端までの長さＬが、
高周波信号が立ち上がり時間の１／８で到達可能な距離より長い場合に反射波が見えてし
まい、波形にノイズが生じる結果となる。即ち、本来、高周波信号については分布定数的
に連続性を考慮して取り扱う考えるべきである。
【０００８】
本発明は、上述の事情に鑑みてなされたものであり、パッド部からパターン部を引き出す
方向に平行に繰り抜き部を設ける層構成により、分布定数的にインピーダンス整合を行っ
て高周波信号による反射を低減する構造を有する高周波信号伝送用回路基板を提供するこ
とを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の高周波伝送用回路基板は、表面の信号伝送用導体層に形成されるパターンにより
高周波信号を伝送するものであり、
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パターンの幅より広い幅を有するとともに、パターン
を引き出すために信号伝送用導電体層に形成されるパッドと、信号伝送用導電体層の下層
として形成される第１の誘電体層と、第１の誘電体層の下層として形成される第１のグラ
ンド／電源プレーン層と、第１のグランド／電源プレーン層の下層として形成される第２
の誘電体層と、第２の誘電体層の下方に形成される第２のグランド／電源プレーン層と、
パッドのほぼ直下の第１のグランド／電源プレーン層にパターンが当該パッドから引き出



【００１０】
これによれば、パッド直下のグランド／電源プレーンに伝送信号の進行方向と平行に繰り
抜き部を設けてインピーダンスの低下を抑制して反射を低減し、

高
周波信号の伝送特性を向上することができる。
【００１１】
また、本発明の電子機器は、中空箱状の筐体と、筐体の内部に収容される回路基板と、回
路基板の表面にパッドを介して実装される回路素子とを備えたものである。更にこの回路
基板は、高周波信号を伝送するパターンをその表面に形成された信号伝送用導体層と、パ
ターンを引き出すために信号伝送用導体層に形成される

パッドと、信号伝送用導体層の下層として形成される第１の誘電体層と、第１の
誘電体層の下層として形成される第１のグランド／電源プレーン層と、第１のグランド／
電源プレーン層の下層として形成される第２の誘電体層と、第２の誘電体層の下方に形成
される第２のグランド／電源プレーン層と、第１のグランド／電源プレーン層にパターン
がパッドから引き出される方向と平行に細長く

形成される繰り抜き部とを備えている。
【００１２】
これによれば、電子機器の構成要素である回路基板においてパッド直下のグランド／電源
プレーンに伝送信号の進行方向と平行に繰り抜き部を設けてインピーダンスの低下を抑制
して反射を低減し、

高周波信号の伝送特性が向上し、延いては電子
機器の処理精度を向上することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の実施形
態に係る高周波信号伝送路用回路基板のパッド部の構造を示す図であり、図１（ａ）はそ
の平面図、図１（ｂ）及び図１（ｃ）は当該パッド部をそれぞれ図１（ａ）のＡ－Ａ面、
Ｂ－Ｂ面で切った断面図である。
【００１４】
第１層は伝送ライン層であり、パターン部１０１及びパッド部１０２による表層パターン
と誘電体層１０３とからなる。第２層はグランド／電源プレーン層であり、グランド／電
源プレーン１０４及び誘電体層１０５からなる。第３層もグランド／電源プレーン層であ
り、グランド／電源プレーン１０６及び誘電体層１０７からなる。尚、誘電体層１０５が
２層からなり、その間に中層の伝送ライン層を有しても良い。
【００１５】
パッド部１０２は、パターン部１０１に比べて幅が広く、グランド／電源プレーン１０４
に対峙する面積が広いため、パターン部１０１に比べて容量成分が多く、インピーダンス
が低い。このため、パッド部１０２の直下のグランド／電源プレーン１０４の面積を減ら
すことで、容量成分の減少及び自己インダクタンスの増加を図り、インピーダンスを高め
る必要がある。尚、誘電体層１０３の比誘電率を変えたり、パッド部１０２のパターン厚
を変えたりする方法も考えられるが、製造上困難が伴ない現実的ではない。
【００１６】
そこで、パッド部１０２の直下のグランド／電源プレーン１０４にパターン部１０１の引
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される方向と平行に細長く形成される繰り抜き部とを具備し、繰り抜き部は、パッドにお
けるパターンの延長上の両外側直下に形成され、パターンとパッドの接合部において当該
パターンの両幅端から連続的に当該パッド幅方向に広げられて形成されるとともに、パタ
ーンとパッドの終端部において連続的に当該パッド幅方向に狭められて形成されることを
特徴とするものである。

特にパターン部とパッド
部の接合部およびパッド終端部におけるインピーダンス不整合を一層低減することで、

とともにパターンの幅より広い幅
を有する

、かつパッドにおけるパターンの延長上の
両外側直下に形成されるとともに、パターンとパッドの接合部において当該パターンの両
幅端から連続的に当該パッド幅方向に広げられて形成され、パターンとパッドの終端部に
おいて連続的に当該パッド幅方向に狭められて

特にパターン部とパッド部の接合部およびパッド終端部におけるイン
ピーダンス不整合を一層低減することで、



出し方向と平行に２つの繰り抜き部１０８を設ける。直下に繰り抜き部１０８が無い箇所
ではパッド部１０２からグランド／電源プレーン１０４までが誘電体層の厚さであるが、
直下に繰り抜き部１０８がある箇所ではパッド部１０２からグランド／電源プレーン１０
６までの厚さを誘電体層の厚さと見なすことができる。そこで、これらの箇所の面積比を
調整して、パッド部１０２のインピーダンスをパターン部１０１のインピーダンスと等し
くすることによりインピーダンス整合を行う。
【００１７】
本実施形態によれば、グランド／電源プレーン１０４の繰り抜き部１０８をパターン部１
０１のパッド部１０２から引き出す方向に平行に繰り抜くため、従来技術で発生するイン
ピーダンス不整合による反射を低減できる。尚、図１において、繰り抜き部１０８はパッ
ド部１０２にパターン部１０１を延長したライン上の両外側の直下に一つずつ形成されて
いる。
【００１８】
ここで電気力線を３次元的に考えた場合、パターン部１０１とパッド部１０２の接合部２
０１及びパッド終端部２０２では、僅かながら猶も反射の生じる可能性がある。そこで図
２に示すように、繰り抜き部１０８の形状を、接合部２０１においてはパターン部１０１
の両幅端から連続的にパッド部１０２の幅方向に広げ、またパッド終端部２０２において
は連続的にパッド部１０２の幅方向に狭めるよう形成する。これにより、接合部２０１及
びパッド終端部２０２におけるインピーダンス不整合を一層低減できる。
【００１９】
図３は、本実施形態に係る高周波信号伝送路用回路基板のパッド部の構造の変形例を示す
図であり、図３（ａ）はその平面図、図３（ｂ）及び図３（ｃ）は当該パッド部をそれぞ
れ図３（ａ）のＣ－Ｃ面、Ｄ－Ｄ面で切った断面図である。断面図において誘電体層３０
５より下層については示していないが、図１の層構成と異なる点は、繰り抜き部３０６の
形状と位置と数だけである。即ち、繰り抜き部３０６が、パッド部３０２にパターン部３
０１を延長したライン上の直下に一つだけ形成されている。
【００２０】
図４は、本実施形態に係る高周波信号伝送路用回路基板のパッド部の構造の変形例を示す
図であり、図４（ａ）はその平面図、図４（ｂ）及び図４（ｃ）は当該パッド部をそれぞ
れ図４（ａ）のＥ－Ｅ面、Ｆ－Ｆ面で切った断面図である。断面図において誘電体層４０
５より下層については示していないが、図１の層構成と異なる点は、繰り抜き部４０６の
形状と位置と数だけである。即ち、繰り抜き部４０６が、パッド部４０２にパターン部４
０１を延長したライン上で上側にずれて一つだけ形成されている。
【００２１】
図５は、本実施形態に係る高周波信号伝送路用回路基板のパッド部の構造の変形例を示す
図であり、図５（ａ）はその平面図、図５（ｂ）及び図５（ｃ）は当該パッド部をそれぞ
れ図５（ａ）のＧ－Ｇ面、Ｅ－Ｅ面で切った断面図である。断面図において誘電体層５０
５より下層については示していないが、図１の層構成と異なる点は、繰り抜き部５０６の
形状と位置と数だけである。即ち、繰り抜き部５０６が、パッド部５０２にパターン部５
０１を延長したライン上の直下に一つ、またパッド部５０２の上下方向の両外側に一つず
つ形成されている。
【００２２】
図６は、本実施形態に係る高周波伝送用回路基板のコンピュータ筐体への取付構造を示す
断面図である。図６に示すように、筐体６０１は中空箱状の形状を有しており、内部には
回路基板６０２及び６０３が収納されている。回路基板６０２は筐体６０１に設けられた
支持部６０４により筐体６０１に固定され、また回路基板６０３はスタッキングコネクタ
６０４とスタッキングコネクタ６０５との嵌合により固定されている。従って、高周波信
号の伝送特性の良い回路基板を搭載することにより、コンピュータ自体の処理精度を向上
することができる。
【００２３】
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以上、本実施形態の変形例を示したが、本発明の特徴はパッド部直下のグランド／電源プ
レーンにパターン部と平行に、即ち伝送信号の進行方向と平行に繰り抜き部を設けたこと
にあり、伝送信号の進行方向においてパッド部のインピーダンスを一定にしている。従っ
て、伝送信号の進行方向にほぼ平行であれば、所望するインピーダンスを得るために面積
比を調整するに際し、パッド部直下のグランド／電源プレーンを繰り抜く形状、位置、数
は適宜調整可能である。
【００２４】
以上で詳述したように、本発明によれば、パッド部直下のグランド／電源プレーンに伝送
信号の進行方向と平行に繰り抜き部を設けてインピーダンスの低下を抑制して反射を低減
し、

高周波信号の伝送特性を向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る高周波信号伝送用回路基板のパッド部の構造を示す図
。
【図２】同実施形態に係るパッド部直下の繰り抜き部の構造を示す図。
【図３】同実施形態の第１実施例に係る高周波信号伝送用回路基板のパッド部の構造を示
す図。
【図４】同実施形態の第２実施例に係る高周波信号伝送用回路基板のパッド部の構造を示
す図。
【図５】同実施形態の第３実施例に係る高周波信号伝送用回路基板のパッド部の構造を示
す図。
【図６】同実施形態に係る高周波伝送用回路基板のコンピュータ筐体への取付構造を示す
断面図。
【図７】従来技術に係る高周波信号伝送用回路基板のパッド部の構造を示す図。
【符号の説明】
１０１…パターン部、　１０２…パッド部、
１０３、１０５、１０７…誘電体層、
１０４、１０６…グランド／電源プレーン、
２０１…パッド終端部、　２０２…接合部、
６０１…コンピュータ筐体、　６０２、６０３…回路基板、
６０４…支持部、　６０５、６０６…スタッキングコネクタ
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特にパターン部とパッド部の接合部およびパッド終端部におけるインピーダンス不整
合を一層低減することで、



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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