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(57)【要約】
　非接触に信号の送受信が可能な信号処理装置と非接触
に信号の送受信が可能でない信号処理部との間での信号
の送受信を可能にする信号ブリッジ装置を提供すること
。
　複数のブリッジ信号送受信部（３３Ａ～３３Ｃ）と、
複数のブリッジ信号送受信端子（３１Ａ～３１Ｃ）と、
ブリッジ信号分配部（３２）と、を備え、複数のブリッ
ジ信号送受信部（３３Ａ～３３Ｃ）が受信した非接触受
信信号（Ｕ１～Ｕ３）は、ブリッジ信号分配部（３２）
に入力され、複数のブリッジ信号送受信端子（３１Ａ～
３１Ｃ）が受信した接触受信信号（Ｔ１～Ｔ３）は、ブ
リッジ信号分配部（３２）に入力され、ブリッジ信号分
配部（３２）は、非接触受信信号（Ｕ１～Ｕ３）を複数
のブリッジ信号送受信端子（３１Ａ～３１Ｃ）に出力可
能であり、接触受信信号（Ｔ１～Ｔ３）を複数のブリッ
ジ信号送受信部（３３Ａ～３３Ｃ）に出力可能である信
号ブリッジ装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１ブリッジ信号送受信部と、
　複数の第２ブリッジ信号送受信部と、
　前記複数の第１ブリッジ信号送受信部と電気的に接続され、且つ前記複数の第２ブリッ
ジ信号送受信部と電気的に接続されたブリッジ信号分配部と、を備えた信号ブリッジ装置
であって、
　ぞれぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にあ
る外部信号処理部側信号送受信部との間で、所定の方式で非接触に信号の送受信が可能で
あり、
　それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にあ
る外部信号送受信部との間で、前記所定の方式と異なる方式で非接触に信号の送受信が可
能であるか、又は前記信号ブリッジ装置の外部にある外部信号送受信部と接触して信号の
送受信が可能であり、
　それぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部が受信した受信信号Ｕは、前記ブリッ
ジ信号分配部に入力され、
　それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部が受信した受信信号Ｔは、前記ブリッ
ジ信号分配部に入力され、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記受信信号Ｕをそれぞれの前記複数の第２ブリッジ信号
送受信部に出力可能であり、且つ前記受信信号Ｔをそれぞれの前記複数の第１ブリッジ信
号送受信部に出力可能である信号ブリッジ装置。
【請求項２】
　前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第１ブリッジ信号送受信部のうち、前記受信信
号Ｔ１を処理可能な信号処理部と信号の送受信が可能な少なくとも１つの第１ブリッジ信
号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力する
請求項１に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項３】
　前記信号処理部は、第１識別データが含まれた信号を処理可能であり、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記受信信号Ｔ１に第１識別データが含まれる場合には、
前記少なくとも１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力することによ
って、前記少なくとも１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力する
請求項２に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項４】
　ブリッジ信号分配指示部を更に備え、
　前記ブリッジ信号分配部は、複数のスイッチを有し、
　前記ブリッジ信号分配指示部は、前記複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を指示する
スイッチ開閉指示信号を出力し、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記スイッチ開閉指示信号に基づいて、前記複数のスイッ
チを開閉することによって、前記１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を
出力する
請求項２に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項５】
　前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと
信号の送受信が可能な信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｔ１を変換し、変換さ
れた前記受信信号Ｔ１を前記信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の第１ブリッジ
信号送受信部の少なくとも１つに出力する
請求項１に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項６】
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　前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第２ブリッジ信号送受信部のうち、前記受信信
号Ｕ２を処理可能な外部信号処理部と信号の送受信が可能な少なくとも１つの第２ブリッ
ジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力する
請求項１に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項７】
　前記外部信号処理部は、第２識別データが含まれた信号を処理可能であり、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記受信信号Ｕ２に第２識別データが含まれる場合に、前
記少なくとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力することによっ
て、前記少なくとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力する
請求項６に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項８】
　ブリッジ信号分配指示部を更に備え、
　前記ブリッジ信号分配部は、複数のスイッチを有し、
　前記ブリッジ信号分配指示部は、前記複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を指示する
スイッチ開閉指示信号を出力し、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記スイッチ開閉指示信号に基づいて、前記複数のスイッ
チを開閉することによって、前記少なくとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信
信号Ｕ２を出力する
請求項６に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項９】
　前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第２ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと
信号の送受信が可能な外部信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｕ２を変換し、変
換された前記受信信号Ｕ２を前記外部信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の第１
ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つに出力する
請求項１に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項１０】
　前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、配線により形成されたブリッジ信号送受信用
コイルであり、
　前記所定の方式は、誘導結合を利用した方式であり、
前記ブリッジ信号送受信用コイルは、誘導結合によって、外部信号送受信部との間で信号
の送受信が可能である
請求項１～９のいずれかの請求項に記載の信号ブリッジ装置。
【請求項１１】
　複数の第１ブリッジ信号送受信部と、
　複数の第２ブリッジ信号送受信部と、
　前記複数の第１ブリッジ信号送受信部と電気的に接続され、且つ前記複数の第２ブリッ
ジ信号送受信部と電気的に接続されたブリッジ信号分配部と、を備えた信号ブリッジ装置
であって、
　ぞれぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にあ
る外部信号処理部側信号送受信部との間で、非接触に信号の送受信が可能であり、
　それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にあ
る外部信号送受信部との間で、非接触に信号の送受信が可能であるか、又は接触して信号
の送受信が可能であり、
　それぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部が受信した受信信号Ｕは、前記ブリッ
ジ信号分配部に入力され、
　それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部が受信した受信信号Ｔは、前記ブリッ
ジ信号分配部に入力され、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記受信信号Ｕをそれぞれの前記複数の第２ブリッジ信号
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送受信部に出力可能であり、且つ前記受信信号Ｔをそれぞれの前記複数の第１ブリッジ信
号送受信部に出力可能であり、
　前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、
　前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと
信号の送受信が可能な信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｔ１を変換し、変換さ
れた前記受信信号Ｔ１を前記信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の第１ブリッジ
信号送受信部の少なくとも１つに出力し、前記複数の第２ブリッジ信号送受信部の少なく
とも１つと信号の送受信が可能な外部信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｕ２を
変換し、変換された前記受信信号Ｕ２を前記外部信号処理部と信号の送受信が可能な前記
複数の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つに出力する信号ブリッジ装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の信号ブリッジ装置と、
　前記複数の外部信号送受信部である複数の外部信号処理部側送受信部と、前記複数の外
部信号処理部側送受信部と電気的に接続された複数の信号処理装置側信号送受信部と、を
有するインターポーザー部と、
　前記複数の信号処理装置側信号送受信部と信号の送受信が可能な信号処理装置と、
　前記複数の外部信号送受信部を有する外部信号処理部と、
を備え、
　前記信号処理装置と前記外部信号処理部とは、前記信号ブリッジ装置及び前記インター
ポーザー部を介して、信号の送受信を行う
信号ブリッジ処理システム。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれかに記載の信号ブリッジ装置と、
　前記複数の信号処理装置側信号送受信部と信号の送受信が可能な信号処理装置と、
　前記複数の外部信号送受信部を有する外部信号処理部と、
を備え、
　前記信号処理装置と前記外部信号処理部とは、前記信号ブリッジ装置を介して、信号の
送受信を行う
信号ブリッジ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触に信号の送受信が可能な信号処理装置と非接触に信号の送受信が可能
でない信号処理部との間での信号の送受信を行う信号ブリッジ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、外部の信号送受信部との間で、非接触に信号を送受信する信号処理装置が知られ
ている。この信号処理装置は、一般的な信号処理装置における信号端子の代わりに、信号
送受信用のコイルを有している。そして、この信号処理装置が有する信号送受信用コイル
と、外部の信号送受信部が有する信号送受信用コイルとの間に生じる誘導結合によって、
非接触に信号が送受信される。このような信号送受信装置は、特許文献１又は特許文献２
に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１０３６１１号公報
【特許文献２】特開２０１１－６６５１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかし、特許文献１及び特許文献２には、他の信号送受信部（信号送受信コイル）との
間で非接触に信号を送受信するためのコイルの配置や回路構成等に関する事項は記載され
ているものの、非接触に信号の送受信が可能な信号処理装置と、非接触に信号の送受信が
可能でない信号処理部との間での信号の送受信については記載されていない。そのため、
異なる方式で信号の送受信を行う非接触に信号の送受信が可能な信号処理装置と非接触に
信号の送受信が可能でない外部信号処理部との間での信号の送受信を可能にする信号ブリ
ッジ装置が望まれる。また、異なる方式で信号の送受信を行う信号処理部間における信号
の送受信を可能にする信号ブリッジ装置が望まれる。
【０００５】
　また、一方の信号処理部と他方の信号処理部とで処理可能な信号が異なる場合（例えば
、処理可能な信号の規格が異なる場合）に必要とされる装置も記載されていない。そのた
め、一方の信号処理部と他方の信号処理部とで処理可能な信号が異なる場合において、一
方の信号処理部と他方の信号処理部とが、互いに処理可能な信号の送受信を行うことを可
能とする装置が望まれる。
【０００６】
　以上のことから、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と直接信号の送受信を行え
ない信号処理装置が、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と信号の送受信を行える
ようにする装置が望まれている。
【０００７】
　本発明は、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と直接信号の送受信を行えない外
部信号処理装置が、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と信号の送受信を行うこと
を可能にする信号ブリッジ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　複数の第１ブリッジ信号送受信部と、複数の第２ブリッジ信号送受信部と、前記複数の
第１ブリッジ信号送受信部と電気的に接続され、且つ前記複数の第２ブリッジ信号送受信
部と電気的に接続されたブリッジ信号分配部と、を備えた信号ブリッジ装置であって、ぞ
れぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にある外
部信号処理部側信号送受信部との間で、所定の方式で非接触に信号の送受信が可能であり
、それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にあ
る外部信号送受信部との間で、前記所定の方式と異なる方式で非接触に信号の送受信が可
能であるか、又は前記信号ブリッジ装置の外部にある外部信号送受信部と接触して信号の
送受信が可能であり、それぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部が受信した受信信
号Ｕは、前記ブリッジ信号分配部に入力され、それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送
受信部が受信した受信信号Ｔは、前記ブリッジ信号分配部に入力され、前記ブリッジ信号
分配部は、前記受信信号Ｕをそれぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部に出力可能
であり、且つ前記受信信号Ｔをそれぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部に出力可
能である信号ブリッジ装置に関する。
【０００９】
　また、前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、前記ブリッジ信号分配部は、前記複数
の第１ブリッジ信号送受信部のうち、前記受信信号Ｔ１を処理可能な信号処理部と信号の
送受信が可能な少なくとも１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力し
得る。
【００１０】
　また、前記信号処理部は、第１識別データが含まれた信号を処理可能であり、前記ブリ
ッジ信号分配部は、前記受信信号Ｔ１に第１識別データが含まれる場合には、前記少なく
とも１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力することによって、前記
少なくとも１つの第１ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力し得る。
【００１１】
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　また、ブリッジ信号分配指示部を更に備え、前記ブリッジ信号分配部は、複数のスイッ
チを有し、前記ブリッジ信号分配指示部は、前記複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を
指示するスイッチ開閉指示信号を出力し、前記ブリッジ信号分配部は、前記スイッチ開閉
指示信号に基づいて、前記複数のスイッチを開閉することによって、前記１つの第１ブリ
ッジ信号送受信部に前記受信信号Ｔ１を出力し得る。
【００１２】
　また、前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、前記ブリッジ信号分配部は、前記複数
の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと信号の送受信が可能な信号処理部が処理
可能なように前記受信信号Ｔ１を変換し、変換された前記受信信号Ｔ１を前記信号処理部
と信号の送受信が可能な前記複数の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つに出力し
得る。
【００１３】
　また、前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、前記ブリッジ信号分配部は、前記複数
の第２ブリッジ信号送受信部のうち、前記受信信号Ｕ２を処理可能な外部信号処理部と信
号の送受信が可能な少なくとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出
力し得る。
【００１４】
　また、前記外部信号処理部は、第２識別データが含まれた信号を処理可能であり、前記
ブリッジ信号分配部は、前記受信信号Ｕ２に第２識別データが含まれる場合に、前記少な
くとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力することによって、前
記少なくとも１つの第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力し得る。
【００１５】
　また、ブリッジ信号分配指示部を更に備え、前記ブリッジ信号分配部は、複数のスイッ
チを有し、前記ブリッジ信号分配指示部は、前記複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を
指示するスイッチ開閉指示信号を出力し、前記ブリッジ信号分配部は、前記スイッチ開閉
指示信号に基づいて、前記複数のスイッチを開閉することによって、前記少なくとも１つ
の第２ブリッジ信号送受信部に前記受信信号Ｕ２を出力し得る。
【００１６】
　前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、
　前記ブリッジ信号分配部は、前記複数の第２ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと
信号の送受信が可能な外部信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｕ２を変換し、変
換された前記受信信号Ｕ２を前記外部信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の第１
ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つに出力し得る。
【００１７】
　また、前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、配線により形成されたブリッジ信号送
受信用コイルであり、　前記所定の方式は、誘導結合を利用した方式であり、前記ブリッ
ジ信号送受信用コイルは、誘導結合によって、外部信号送受信部との間で信号の送受信が
可能である。
【００１８】
　複数の第１ブリッジ信号送受信部と、複数の第２ブリッジ信号送受信部と、前記複数の
第１ブリッジ信号送受信部と電気的に接続され、且つ前記複数の第２ブリッジ信号送受信
部と電気的に接続されたブリッジ信号分配部と、を備えた信号ブリッジ装置であって、ぞ
れぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にある外
部信号処理部側信号送受信部との間で、非接触に信号の送受信が可能であり、それぞれの
前記複数の第２ブリッジ信号送受信部は、前記信号ブリッジ装置の外部にある外部信号送
受信部との間で、非接触に信号の送受信が可能であるか、又は接触して信号の送受信が可
能であり、それぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部が受信した受信信号Ｕは、前
記ブリッジ信号分配部に入力され、それぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部が受
信した受信信号Ｔは、前記ブリッジ信号分配部に入力され、前記ブリッジ信号分配部は、
前記受信信号Ｕをそれぞれの前記複数の第２ブリッジ信号送受信部に出力可能であり、且
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つ前記受信信号Ｔをそれぞれの前記複数の第１ブリッジ信号送受信部に出力可能であり、
前記受信信号Ｔは、受信信号Ｔ１を含み、前記受信信号Ｕは、受信信号Ｕ２を含み、前記
ブリッジ信号分配部は、前記複数の第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つと信号の
送受信が可能な信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｔ１を変換し、変換された前
記受信信号Ｔ１を前記信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の第１ブリッジ信号送
受信部の少なくとも１つに出力し、前記複数の第２ブリッジ信号送受信部の少なくとも１
つと信号の送受信が可能な外部信号処理部が処理可能なように前記受信信号Ｕ２を変換し
、変換された前記受信信号Ｕ２を前記外部信号処理部と信号の送受信が可能な前記複数の
第１ブリッジ信号送受信部の少なくとも１つに出力する信号ブリッジ装置に関する。
【００１９】
　また、前記信号ブリッジ装置と、前記複数の外部信号送受信部である複数の外部信号処
理部側送受信部と、前記複数の外部信号処理部側送受信部と電気的に接続された複数の信
号処理装置側信号送受信部と、を有するインターポーザー部と、前記複数の信号処理装置
側信号送受信部と信号の送受信が可能な信号処理装置と、前記複数の外部信号送受信部を
有する外部信号処理部と、を備え、前記信号処理装置と前記外部信号処理部とは、前記信
号ブリッジ装置及び前記インターポーザー部を介して、信号の送受信を行う信号ブリッジ
処理システムに関する。
【００２０】
　また、前記信号ブリッジ装置と、前記複数の信号処理装置側信号送受信部と信号の送受
信が可能な信号処理装置と、前記複数の外部信号送受信部を有する外部信号処理部と、を
備え、前記信号処理装置と前記外部信号処理部とは、前記信号ブリッジ装置を介して、信
号の送受信を行う信号ブリッジ処理システムに関する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と直接信号の送受信を行え
ない外部信号処理装置が、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置と信号の送受信を行
うことを可能にする信号ブリッジ装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態の信号ブリッジ処理システム１を示すブロック図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の実施形態における送受信用コイル及び信号送受信端
子を説明するための図であり、（Ａ）は第１信号送受信コイル１３Ａを示した図、（Ｂ）
はインターポーザー部４０の第１信号処理装置側コイル４１Ａ及び第１外部信号処理部側
コイル４１Ｂを示した図、（Ｃ）は第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ及び第１ブリッ
ジ信号送受信端子３１Ａを示した図である。
【図３】本発明の実施形態の信号ブリッジ処理システム１を示す図であり、（Ａ）は平面
図、（Ｂ）はＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について、図１を参照しながら説明する。図１は、本発明の実
施形態の信号ブリッジ処理システム１示すブロック図である。
【００２４】
　以下の説明において、「非接触に信号を送受信する」とは、信号を送受信する一方の送
受信部と、信号を送受信する他方の送受信部とが、互いに接触せず、且つ導電性部材（半
田、導電性接着剤、ワイヤ等のいずれか一つ以上）を介さずに信号を送受信することを意
味する。また、「接触して信号を送受信する」とは、信号を送受信する一方の送受信部と
、信号を送受信する他方の送受信部とが、互いに接触して信号を送受信するか、又は導電
性部材（半田、導電性接着剤、ワイヤ等）を介して信号を送受信することを意味する。
【００２５】
　図１に示すように、信号ブリッジ処理システム１は、信号処理装置１０と、外部信号処
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理部２１と、信号ブリッジ装置３０と、インターポーザー部４０と、を備える。
【００２６】
　信号処理装置１０は、信号処理部１１と、信号分配部１２と、信号送受信部としての信
号送受信コイル１３と、信号分配指示部１４と、を備える。
【００２７】
　信号処理部１１は、３つ（複数）の信号処理部、すなわち、第１信号処理部１１Ａ、第
２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃで構成されている。
【００２８】
　信号送受信部としての信号送受信コイル１３は、３つ（複数）の信号送受信コイル、す
なわち、第１信号送受信コイル１３Ａ（第１信号送受信部）、第２信号送受信コイル１３
Ｂ（第２信号送受信部）及び第３信号送受信コイル１３Ｃ（第３信号送受信部）で構成さ
れる。
【００２９】
　第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、信号分配
部１２に電気的に接続されている。
　第１信号送受信コイル１３Ａ、第２信号送受信コイル１３Ｂ及び第３信号送受信コイル
１３Ｃは、信号分配部１２に電気的に接続されている。
　信号分配指示部１４は、信号分配部１２に電気的に接続されている。
【００３０】
　外部信号処理部２１は、３つ（複数）の外部信号処理部、すなわち、第１外部信号処理
部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃで構成されている。
外部信号処理部２１は、外部信号送受信部としての外部信号送受信端子２３に電気的に接
続されている。より具体的には、第１外部信号処理部２１Ａは、第１外部信号送受信端子
２３Ａに電気的に接続されており、第２外部信号処理部２１Ｂは、第２外部信号送受信端
子２３Ｂに電気的に接続されており、第３外部信号処理部２１Ｃは、第３外部信号送受信
端子２３Ｃに電気的に接続されている。
【００３１】
　信号ブリッジ装置３０は、第２ブリッジ信号送受信部としてのブリッジ信号送受信端子
３１と、ブリッジ信号分配部３２と、第１ブリッジ信号送受信部としてのブリッジ信号送
受信コイル３３と、ブリッジ信号分配指示部３４と、を備える。
【００３２】
　第２ブリッジ信号送受信部としてのブリッジ信号送受信端子３１は、３つ（複数）の信
号送受信端子、すなわち、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信
端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃで構成される。
　第１ブリッジ信号送受信部としてのブリッジ信号送受信コイル３３は、３つ（複数）の
ブリッジ信号送受信コイル、すなわち、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリ
ッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃで構成される。
【００３３】
　第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ及び第３ブリ
ッジ信号送受信端子３１Ｃは、ブリッジ信号分配部３２に電気的に接続されている。
　第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３
ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃは、ブリッジ信号分配部３２に電気的に接続されている
。
【００３４】
　インターポーザー部４０は、３つ（複数）の信号経路（第１信号経路４１、第２信号経
路４２及び第３信号経路４３）と、３つ（複数）の信号処理装置側送受信部としての信号
処理装置側コイル（第１信号処理装置側コイル４１Ａ、第２信号処理装置側コイル４２Ａ
及び第３信号処理装置側コイル４３Ａ）と、３つ（複数）の外部信号処理部側コイル（第
１外部信号処理部側コイル４１Ｂ、第２外部信号処理部側コイル４２Ｂ及び第３外部信号
処理部側コイル４３Ｂ）とを有している。
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【００３５】
　第１信号経路４１の一端は、第１信号処理装置側コイル４１Ａ（第１信号処理装置側送
受信部）に電気的に接続されており、第１信号経路４１の他端は、第１外部信号処理部側
コイル４１Ｂ（第１外部信号処理装置側送受信部）に電気的に接続されている。
　第２信号経路４２の一端は、第２信号処理装置側コイル４２Ａ（第２信号処理装置側送
受信部）に電気的に接続されており、第２信号経路４２の他端は、第２外部信号処理部側
コイル４２Ｂ（第２外部信号処理装置側送受信部）に電気的に接続されている。
　第３信号経路４３の一端は、第３信号処理装置側コイル４３Ａ（第３信号処理装置側送
受信部）に電気的に接続されており、第３信号経路４３の他端は、第３外部信号処理部側
コイル４３Ｂ（第３外部信号処理装置側送受信部）に電気的に接続されている。
【００３６】
　第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、それぞれ
所定の信号処理を行う信号処理部である。より具体的には、各信号処理部は、入力された
信号に対して所定の処理を行ったり、入力された信号に基づいて所定の処理を行ったりす
る。また、各信号処理部において処理された信号は、必要に応じて出力信号として出力さ
れる。図１においては、第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理
部１１Ｃは、１つのパッケージ（例えば、本実施形態においては、信号処理装置１０とし
て機能する半導体チップ。）の中に内蔵された信号処理部である。
【００３７】
　第１信号送受信コイル１３Ａは、第１信号処理装置側コイル４１Ａとの間で、非接触に
信号の送受信が可能である。より具体的には、第１信号送受信コイル１３Ａは、第１信号
処理装置側コイル４１Ａとの間に生じる誘導結合によって、信号の送受信が可能である。
第２信号送受信コイル１３Ｂと第２信号処理装置側コイル４２Ａとの間、及び第３信号送
受信コイル１３Ｃと第３信号処理装置側コイル４３Ａとの間についても、同様である。
【００３８】
　信号分配部１２には、複数の受信信号、すなわち、第１信号送受信コイル１３Ａが受信
した第１受信信号Ｓｉｎ１、第２信号送受信コイル１３Ｂが受信した第２受信信号Ｓｉｎ
２及び第３信号送受信コイル１３Ｃが受信した第３受信信号Ｓｉｎ３が入力される。また
、信号分配部１２には、複数の出力信号、すなわち、第１信号処理部１１Ａが出力した第
１出力信号Ｓｏｕｔ１、第２信号処理部１１Ｂが出力した第２出力信号Ｓｏｕｔ２及び第
３信号処理部１１Ｃが出力した第３出力信号Ｓｏｕｔ３が入力される。
【００３９】
　信号分配指示部１４は、信号分配部１２に対して、指示を与えるものである。信号分配
部１２は、信号分配指示部１４からの指示に基づいて、動作することが可能である。なお
、信号分配部１２は、信号分配指示部１４からの指示に基づかず、自律的に動作すること
も可能である。
【００４０】
　信号分配部１２は、第１受信信号Ｓｉｎ１、第２受信信号Ｓｉｎ２及び第３受信信号Ｓ
ｉｎ３を、第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃに出
力可能である。また、信号分配部１２は、第１出力信号Ｓｏｕｔ１、第２出力信号Ｓｏｕ
ｔ２及び第３出力信号Ｓｏｕｔ３を、第１信号送受信コイル１３Ａ、第２信号送受信コイ
ル１３Ｂ及び第３信号送受信コイル１３Ｃに出力可能である。
【００４１】
　第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃ
は、それぞれ所定の信号処理を行う信号処理部である。より具体的には、各外部信号処理
部は、入力された信号に対して所定の処理を行ったり、入力された信号に基づいて所定の
処理を行ったりする。また、各外部信号処理部において処理された信号は、必要に応じて
出力信号として出力される。図１においては、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号
処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃは、それぞれ独立したパッケージ（例えば、
半導体チップ。）に内蔵された信号処理部である。
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【００４２】
　第１外部信号送受信端子２３Ａは、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａとの間で、接触
して信号の送受信が可能である。第２外部信号送受信端子２３Ｂと第２ブリッジ信号送受
信端子３１Ｂとの間、及び第３外部信号送受信端子２３Ｃと第３ブリッジ信号送受信端子
３１Ｃとの間についても、同様である。
【００４３】
　第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａは、第１外部信号処理部側コイル４１Ｂとの間で
、非接触に信号の送受信が可能である。より具体的には、第１ブリッジ信号送受信コイル
３３Ａは、第１外部信号処理部側コイル４１Ｂとの間に生じる誘導結合によって、信号の
送受信が可能である。すなわち、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａと第１外部信号処
理部側コイル４１Ｂとは、所定の方式としての誘導結合を利用した方式で信号の送受信が
可能である。第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂと第２外部信号処理部側コイル４２Ｂ
との間、及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃと第３外部信号処理部側コイル４３Ｂ
との間についても、同様である。
【００４４】
　ブリッジ信号分配部３２には、複数の受信信号Ｕとしての非接触受信信号、すなわち、
第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａが受信した第１非接触受信信号Ｕ１（受信信号Ｕ１
）、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂが受信した第２非接触受信信号Ｕ２（受信信号
Ｕ２）及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃが受信した第３非接触受信信号Ｕ３（受
信信号Ｕ３）が入力される。また、ブリッジ信号分配部には、複数の受信信号Ｔとしての
複数の接触受信信号、すなわち、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａが受信した第１接触
受信信号Ｔ１（受信信号Ｔ１）、第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂが受信した第２接触
受信信号Ｔ２（受信信号Ｔ２）及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃが受信した第３接
触受信信号Ｔ３（受信信号Ｔ３）が入力される。
【００４５】
　ブリッジ信号分配指示部３４は、ブリッジ信号分配部３２に対して、指示を与えるもの
である。ブリッジ信号分配部３２は、ブリッジ信号分配指示部３４からの指示に基づいて
、動作することが可能である。なお、ブリッジ信号分配部３２は、ブリッジ信号分配指示
部３４からの指示に基づかず、自律的に動作することも可能である。
【００４６】
　ブリッジ信号分配部３２は、第１非接触受信信号Ｕ１、第２非接触受信信号Ｕ２及び第
３非接触受信信号Ｕ３を、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信
端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃに出力可能である。また、ブリッジ信
号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１、第２接触受信信号Ｔ２及び第３接触受信信号Ｔ
３を、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び
第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃに出力可能である。
【００４７】
　本実施形態の信号ブリッジ処理システム１の動作の一例について、図１を参照しながら
説明する。まず、第１外部信号送受信端子２３Ａが受信する第１接触受信信号Ｔ１の流れ
を説明する。
【００４８】
　図１に示すように、第１外部信号送受信端子２３Ａは、第１接触受信信号Ｔ１を受信す
る。第１接触受信信号Ｔ１は、第１外部信号処理部２１Ａから出力される信号である。第
２外部信号送受信端子２３Ｂは、第２接触受信信号Ｔ２を受信する。第２接触受信信号Ｔ
２は、第２外部信号処理部２１Ｂから出力される信号である。第３外部信号送受信端子２
３Ｃは、第３接触受信信号Ｔ３を受信する。第３接触受信信号Ｔ３は、第３外部信号処理
部２１Ｃから出力される信号である。
【００４９】
　第１外部信号送受信端子２３Ａが受信した第１接触受信信号Ｔ１は、ブリッジ信号分配
部３２に入力される。
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【００５０】
　上述したように、ブリッジ信号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１を第１ブリッジ信
号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッジ信号送受
信コイル３３Ｃのいずれにも出力可能な構成となっている。本実施形態においては、ブリ
ッジ信号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１を第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、
第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃのいずれ
にも出力する。
【００５１】
　本実施形態では、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａから出力される第１接触受信信
号Ｔ１の流れについて、更に説明を続ける。第１接触受信信号Ｔ１は、第１ブリッジ信号
送受信コイル３３Ａ、第１外部信号処理部側コイル４１Ｂ、第１信号経路４１及び第１信
号処理装置側コイル４１Ａを介して、第１受信信号Ｓｉｎ１として第１信号送受信コイル
１３Ａで受信される。
【００５２】
　上述したように、信号分配部１２は、第１受信信号Ｓｉｎ１を第１信号処理部１１Ａ、
第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃのいずれにも出力可能な構成となってい
る。本実施形態においては、信号分配部１２は、第１受信信号Ｓｉｎ１を第１信号処理部
１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃのいずれにも出力する。
【００５３】
　第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、特定の規
格に対応した信号処理部であり、入力された信号が、規格化された信号である場合に、入
力された信号に対して所定の処理を行ったり、入力された信号に基づいて所定の処理を行
ったりする。また、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部
信号処理部２１Ｃも、当該特定の規格に対応した信号処理部であり、規格化された信号を
出力する。
【００５４】
　例えば、第１信号処理部１１Ａは、入力された信号に第１識別データＲｉｄ１が含まれ
ている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第１識別データＲｉｄ１が含ま
れていない場合、入力された信号を処理しないように構成されている。同様に、第２信号
処理部１１Ｂは、入力された信号に所定の識別データである第２識別データＲｉｄ２が含
まれている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第２識別データＲｉｄ２が
含まれていない場合、入力された信号を処理しないように構成されている。同様に、第３
信号処理部１１Ｃは、入力された信号に所定の識別データである第３識別データＲｉｄ３
が含まれている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第３識別データＲｉｄ
３が含まれていない場合、入力された信号を処理しないように構成されている。
【００５５】
　第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）には、第１識別データＲｉｄ１が含ま
れている。第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）には、第２識別データＲｉｄ
２及び第３識別データＲｉｄ３は含まれていない。そのため、第１信号処理部１１Ａは、
入力された第１受信信号Ｓｉｎ１を処理する。また、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号
処理部１１Ｃは、入力された第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）を処理しな
い。なお、第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）には、第２識別データＲｉｄ
２及び／又は第３識別データＲｉｄ３も含まれていてもよい。この場合、第２信号処理部
１１Ｂ及び／又は第３信号処理部１１Ｃは、第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ
１）を処理することになる。
【００５６】
　このように、信号分配部１２は、第１信号処理部１１Ａが、第１受信信号Ｓｉｎ１（第
１接触受信信号Ｔ１）を処理可能なように、第１信号処理部１１Ａに第１受信信号Ｓｉｎ
１（第１接触受信信号Ｔ１）を出力する。
【００５７】
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　また、ブリッジ信号分配部３２は、複数の第１ブリッジ信号送受信部（第１ブリッジ信
号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ、第３ブリッジ信号送受信
コイル３３Ｃ）のうち、第１接触受信信号Ｔ１を処理可能な第１信号処理部１１Ａと信号
の送受信が可能な第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａに第１接触受信信号Ｔ１を出力し
ていることになる。
【００５８】
　ここでは、第１信号送受信コイル１３Ａで受信された第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触
受信信号Ｔ１）が、第１信号処理部１１Ａで処理される場合について説明した。しかし、
第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）が、第２信号送受信コイル１３Ｂや第３
信号送受信コイル１３Ｃで受信される信号であっても、信号分配部１２は、第１受信信号
Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）を第１信号処理部１１Ａに出力することができる。
【００５９】
　以上説明したように、特定の規格化された信号を受信する一方の信号処理装置１０が信
号送受信コイル１３しか有しておらず、特定の規格化された信号を受信する他方の第１外
部信号処理部２１Ａが、第１外部信号送受信端子２３Ａしか有していない場合であっても
、信号ブリッジ装置３０を使用することにより、信号処理装置１０と第１外部信号処理部
２１Ａとは信号の送受信が可能になる。よって、信号ブリッジ装置３０は、非接触に信号
の送受信が可能な信号処理装置（信号処理装置１０）と非接触に信号の送受信が可能でな
い信号処理部（第１外部信号処理部２１Ａ）との間での信号の送受信を可能にするという
効果を奏する。
【００６０】
　また、以上の説明では、第１受信信号Ｓｉｎ１（第１接触受信信号Ｔ１）について説明
したが、第２受信信号Ｓｉｎ２（第２接触受信信号Ｔ２）及び第３受信信号Ｓｉｎ３（第
３接触受信信号Ｔ３）についても同様の説明が可能である。
【００６１】
　次に、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂが受信する第２非接触受信信号Ｕ２の流れ
を説明する。図１に示すように、第２非接触受信信号Ｕ２は、第２信号送受信コイル１３
Ｂから出力された第２出力信号Ｓｏｕｔ２が、第２信号処理装置側コイル４２Ａ、第２信
号経路４２、第２外部信号処理部側コイル４２Ｂ及び第２ブリッジ信号送受信コイル３３
Ｂを介して、第２外部信号処理部２１Ｂに受信される信号である。そのため、まず、第２
出力信号Ｓｏｕｔ２が、第２信号送受信コイル１３Ｂから出力されるまでについて、説明
する。
【００６２】
　図１に示すように、第１信号処理部１１Ａは、第１出力信号Ｓｏｕｔ１を出力する。第
２信号処理部１１Ｂは、第２出力信号Ｓｏｕｔ２を出力する。第３信号処理部１１Ｃは、
第３出力信号Ｓｏｕｔ３を出力する。第２信号処理部１１Ｂが出力した第２出力信号Ｓｏ
ｕｔ２は、信号分配部１２に入力される。
【００６３】
　上述したように、信号分配部１２は、第２出力信号Ｓｏｕｔ２を第１信号送受信コイル
１３Ａ、第２信号送受信コイル１３Ｂ及び第３信号送受信コイル１３Ｃのいずれにも出力
可能な構成となっている。本実施形態においては、第２出力信号Ｓｏｕｔ２は、第１信号
送受信コイル１３Ａ、第２信号送受信コイル１３Ｂ及び第３信号送受信コイル１３Ｃのい
ずれにも出力される。そのため、第２出力信号Ｓｏｕｔ２は、第２信号送受信コイル１３
Ｂから出力される。
【００６４】
　第２信号送受信コイル１３Ｂから出力された第２出力信号Ｓｏｕｔ２は、第２信号処理
装置側コイル４２Ａ、第２信号経路４２及び第２外部信号処理部側コイル４２Ｂを介して
、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂにおいて、第２非接触受信信号Ｕ２として受信さ
れる。同様に、第１信号送受信コイル１３Ａから出力された第１出力信号Ｓｏｕｔ１は、
第１信号処理装置側コイル４１Ａ、第１信号経路４１及び第１外部信号処理部側コイル４
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１Ｂを介して、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａにおいて、第１非接触受信信号Ｕ１
として受信される。第３信号送受信コイル１３Ｃから出力された第３出力信号Ｓｏｕｔ３
は、第３信号処理装置側コイル４３Ａ、第３信号経路４３及び第３外部信号処理部側コイ
ル４３Ｂを介して、第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃにおいて、第３非接触受信信号
Ｕ３として受信される。
【００６５】
　第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂが第２非接触受信信号Ｕ２は、ブリッジ信号分配
部３２に入力される。
【００６６】
　上述したように、ブリッジ信号分配部３２は、第１非接触受信信号Ｕ１、第２非接触受
信信号Ｕ２及び第３非接触受信信号Ｕ３を、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブ
リッジ信号送受信端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃに出力可能である。
本実施形態においては、ブリッジ信号分配部３２は、第２非接触受信信号Ｕ２を第１ブリ
ッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送
受信端子３１Ｃのいずれにも出力する。
【００６７】
　ここで、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理
部２１Ｃは、特定の規格に対応した信号処理部であり、入力された信号が、規格化された
信号である場合に、入力された信号に対して所定の処理を行ったり、入力された信号に基
づいて所定の処理を行ったりする。
【００６８】
　例えば、第１外部信号処理部２１Ａは、入力された信号に第１識別データＲｉｄ１が含
まれている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第１識別データＲｉｄ１が
含まれていない場合、入力された信号を処理しないように構成されている。同様に、第２
外部信号処理部２１Ｂは、入力された信号に所定の識別データである第２識別データＲｉ
ｄ２が含まれている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第２識別データＲ
ｉｄ２が含まれていない場合、入力された信号を処理しないように構成されている。同様
に、第３外部信号処理部２１Ｃは、入力された信号に所定の識別データである第３識別デ
ータＲｉｄ３が含まれている場合、入力された信号を処理し、入力された信号に第３識別
データＲｉｄ３が含まれていない場合、入力された信号を処理しないように構成されてい
る。
【００６９】
　第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）には、第２識別データＲｉｄ２が
含まれている。第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）には、第１識別デー
タＲｉｄ１及び第３識別データＲｉｄ３は含まれていない。そのため、第２外部信号処理
部２１Ｂは、入力された第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を処理する
。また、第１外部信号処理部２１Ａ及び第３外部信号処理部２１Ｃは、入力された第２非
接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を処理しない。なお、第２非接触受信信号
Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）には、第１識別データＲｉｄ１及び／又は第３識別デー
タＲｉｄ３が含まれていてもよい。この場合、第１外部信号処理部２１Ａ及び／又は第３
外部信号処理部２１Ｃは、第２出力信号Ｓｏｕｔ２を処理することになる。
【００７０】
　このように、ブリッジ信号分配部３２は、複数の第２ブリッジ信号送受信部（第１ブリ
ッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ、第３ブリッジ信号送受
信端子３１Ｃ）のうち、第２非接触受信信号Ｕ２を処理可能な第２外部信号処理部２１Ｂ
と信号の送受信が可能な第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂに第２非接触受信信号Ｕ２を
出力していることになる。
【００７１】
　以上説明したように、特定の規格化された信号を送受信する一方の信号処理装置１０が
信号送受信コイル１３しか有しておらず、特定の規格化された信号を受信する他方の第２
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外部信号処理部２１Ｂが、外部信号送受信端子２３しか有していない場合であっても、信
号ブリッジ装置３０を使用することにより、信号処理装置１０と第１外部信号処理部２１
Ａとは信号の送受信が可能になる。よって、信号ブリッジ装置３０は、非接触に信号の送
受信が可能な信号処理装置（信号処理装置１０）と非接触に信号の送受信が可能でない信
号処理部（第１外部信号処理部２１Ａ）との間での信号の送受信を可能にするという効果
を奏する。そのため、信号ブリッジ装置３０は、非接触に信号の送受信を行う信号処理装
置１０と直接信号の送受信を行えない外部信号処理部２１が、信号処理装置１０と信号の
送受信を行うことを可能にする。
【００７２】
　また、以上の説明では、第２出力信号Ｓｏｕｔ２（第２非接触受信信号Ｕ２）について
説明したが、第１出力信号Ｓｏｕｔ１（第１非接触受信信号Ｕ１）及び第３出力信号Ｓｏ
ｕｔ３（第３非接触受信信号Ｕ３）についても同様の説明が可能である。
【００７３】
　以上説明したように、本実施形態の信号ブリッジ処理システム１においては、信号処理
装置１０と外部信号処理部２１（第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ
及び第３外部信号処理部２１Ｃ）とは、信号ブリッジ装置３０及びインターポーザー部４
０を介して、信号の送受信を行っている。
【００７４】
　次に、信号処理装置１０、インターポーザー部４０及び信号ブリッジ装置３０における
信号送受信用コイルの構成について、図２を参照しながら説明する。図２は、本発明の実
施形態における送受信用コイルを説明するための図であり、（Ａ）は第１信号送受信コイ
ル１３Ａを示した図、（Ｂ）はインターポーザー部４０の第１信号処理装置側コイル４１
Ａ及び第１外部信号処理部側コイル４１Ｂを示した図、（Ｃ）は信号ブリッジ装置３０の
第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ及び第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａを示した図
である。
【００７５】
　図２（Ａ）に示すように、第１信号送受信コイル１３Ａは、配線１３Ａ１と、配線１３
Ａ１の一端に配線によって形成された一巻きのコイル１３Ａ２と、で構成される。また、
配線１３Ａ１の他端は、ビアホール１３Ａ３に接続されている。なお、図２（Ａ）に示す
ように、第１信号送受信コイル１３Ａの近傍には、同様の構成を有する３つ（複数）の信
号送受信コイルが配置されている。また、第２信号送受信コイル１３Ｂ及び第３信号送受
信コイル１３Ｃも同様の構成を有する。
【００７６】
　図２（Ｂ）に示すように、第１信号処理装置側コイル４１Ａ及び第１外部信号処理部側
コイル４１Ｂは、配線によって形成された第１信号経路４１と、配線によって形成された
一巻きのコイル４１Ａ１，４１Ｂと、で構成される。なお、図２（Ｂ）に示すように、第
１信号処理装置側コイル４１Ａ及び第１外部信号処理部側コイル４１Ｂの近傍には、同様
の構成を有する３つ（複数）の信号受信コイルが配置されている。また、第２信号処理装
置側コイル４２Ａ及び第２外部信号処理部側コイル４２Ｂ並びに第３信号処理装置側コイ
ル４３Ａ及び第３外部信号処理部側コイル４３Ｂも同様の構成を有する。
【００７７】
　図２（Ｃ）に示すように、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａは、配線３３Ａ１と、
配線の一端に配線３３Ａ１によって形成された一巻きのコイル３３Ａ２と、で構成される
。また、配線３３Ａ１の他端は、ビアホール３３Ａ３に接続されている。なお、図２（Ｃ
）に示すように、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａの近傍には、同様の構成を有する
３つ（複数）の外部信号送受信コイルが配置されている。また、第２ブリッジ信号送受信
コイル３３Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃも同様の構成を有する。
【００７８】
　また、図２（Ｃ）に示すように、第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａは、配線３１Ａ１
と、配線の一端に形成された端子パッド３１Ａ２と、で構成される。また、配線３１Ａ１
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の他端は、ビアホール３１Ａ３に接続されている。なお、図２（Ｃ）に示すように、第１
ブリッジ信号送受信端子３１Ａの近傍には、同様の構成を有する３つ（複数）の信号送受
信コイルが配置されている。また、第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ及び第３ブリッジ
信号送受信端子３１Ｃも同様の構成を有する。
【００７９】
　次に、信号処理装置１０、インターポーザー部４０、信号ブリッジ装置３０及び外部信
号処理部２１の配置について、図３を参照しながら説明する。図３は、本発明の実施形態
の信号ブリッジ処理システム１を示す図であり、（Ａ）は平面図、（Ｂ）はＡ－Ａ断面図
である。
【００８０】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示すように、信号処理装置１０とインターポーザー部４０
とは、信号処理装置１０における信号送受信コイル１３（第１信号送受信コイル１３Ａ～
第３信号送受信コイル１３Ｃ）と、インターポーザー部４０における信号処理装置側コイ
ル（第１信号処理装置側コイル４１Ａ～第３信号処理装置側コイル４３Ａ）とが、対向す
るようにして配置されている。なお、図３（Ｂ）に示すように、信号送受信コイル１３（
第１信号送受信コイル１３Ａ～第３信号送受信コイル１３Ｃ）と信号処理装置側コイル（
第１信号処理装置側コイル４１Ａ～第３信号処理装置側コイル４３Ａ）とは、離れており
、接触していない。信号送受信コイル１３（第１信号送受信コイル１３Ａ～第３信号送受
信コイル１３Ｃ）と信号処理装置側コイル（第１信号処理装置側コイル４１Ａ～第３信号
処理装置側コイル４３Ａ）とは、誘導結合によって、信号の送受信を行うことが可能であ
る。
【００８１】
　また、インターポーザー部４０と信号ブリッジ装置３０とは、外部信号処理部側コイル
４１Ｂ～４３Ｂとブリッジ信号送受信コイル３３Ａ～３３Ｃとが、対向するように配置さ
れている。なお、図３（Ｂ）に示すように、外部信号処理部側コイル４１Ｂ～４３Ｂとブ
リッジ信号送受信コイル３３Ａ～３３Ｃとは、離れており、接触していない。外部信号処
理部側コイル４１Ｂ～４３Ｂとブリッジ信号送受信コイル３３Ａ～３３Ｃとは、誘導結合
によって、信号の送受信を行うことが可能である。
【００８２】
　また、図３（Ａ）（Ｂ）に示すように、信号ブリッジ装置３０におけるブリッジ信号送
受信端子（第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ～第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃ）と
、外部信号処理部２１における信号送受信端子（第１外部信号送受信端子２３Ａ～第３外
部信号送受信端子２３Ｃ）とは、ハンダＨ及び配線Ｌを介して接続され電気的に接続され
ている。すなわち、ブリッジ信号送受信端子（第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ～第３
ブリッジ信号送受信端子３１Ｃ）と信号送受信端子（第１外部信号送受信端子２３Ａ～第
３外部信号送受信端子２３Ｃ）とは、接触して信号の送受信が可能である。
【００８３】
　なお、本実施形態において、信号分配部１２は、第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理
部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃのいずれにも第１受信信号Ｓｉｎ１を出力していたが
、これに限定されない。信号分配部１２は、第１受信信号Ｓｉｎ１に第１識別データＲｉ
ｄ１が含まれている場合、第１受信信号Ｓｉｎ１を第１信号処理部１１Ａに出力し、第１
受信信号Ｓｉｎ１に第１識別データＲｉｄ１が含まれていない場合、第１受信信号Ｓｉｎ
１を第１信号処理部１１Ａに出力しないものであってもよい。この場合、信号分配部１２
は、第１受信信号Ｓｉｎ１に第１識別データＲｉｄ１が含まれる場合に、第１信号処理部
１１Ａに第１受信信号Ｓｉｎ１を出力することによって、第１信号処理部１１Ａが、第１
受信信号Ｓｉｎ１を処理可能なように、第１信号処理部１１Ａに第１受信信号Ｓｉｎ１を
出力することになる。
【００８４】
　また、信号分配部１２は、第１信号送受信コイル１３Ａ、第２信号送受信コイル１３Ｂ
及び第３信号送受信コイル１３Ｃのいずれにも第２出力信号Ｓｏｕｔ２を出力していたが
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、これに限定されない。信号分配部１２は、第２出力信号Ｓｏｕｔ２に第２識別データＲ
ｉｄ２が含まれている場合、第２出力信号Ｓｏｕｔ２を、第２信号送受信コイル１３Ｂに
出力し、第２出力信号Ｓｏｕｔ２に第２識別データＲｉｄ２が含まれていない場合、第２
出力信号Ｓｏｕｔ２を、第２信号送受信コイル１３Ｂに出力しないものであってもよい。
この場合、信号分配部１２は、第２出力信号Ｓｏｕｔ２に第２識別データＲｉｄ２が含ま
れる場合に、第２信号送受信コイル１３Ｂに第２出力信号Ｓｏｕｔ２を出力することによ
って、第２外部信号処理部２１Ｂが、第２出力信号Ｓｏｕｔ２を処理可能なように、第２
信号送受信コイル１３Ｂに第２出力信号Ｓｏｕｔ２を出力することになる。
【００８５】
　また、本実施形態において、ブリッジ信号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１を第１
ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッ
ジ信号送受信コイル３３Ｃのいずれにも出力していたが、これに限定されない。ブリッジ
信号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）に第１識別データＲ
ｉｄ１が含まれている場合、第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）を第１ブリ
ッジ信号送受信コイル３３Ａに出力し、第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）
に第１識別データＲｉｄ１が含まれていない場合、第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号
Ｓｉｎ１）を第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａに出力しないものであってもよい。こ
の場合、ブリッジ信号分配部３２は、第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）に
第１識別データＲｉｄ１が含まれる場合に、第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａに第１
接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）を出力することによって、第１接触受信信号
Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）を処理可能な第１信号処理部１１Ａと信号の送受信が可能
な第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａに第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１
）を出力することになる。
【００８６】
　また、本実施形態において、ブリッジ信号分配部３２は、第２非接触受信信号Ｕ２（第
２出力信号Ｓｏｕｔ２）を第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、第２ブリッジ信号送受信
端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃのいずれにも出力していたが、これに
限定されない。ブリッジ信号分配部３２は、第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏ
ｕｔ２）に第２識別データＲｉｄ２が含まれている場合、第２非接触受信信号Ｕ２（第２
出力信号Ｓｏｕｔ２）を第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂに出力し、第２非接触受信信
号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）に第２識別データＲｉｄ２が含まれていない場合、第
２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ
に出力しないものであってもよい。この場合、ブリッジ信号分配部３２は、第２非接触受
信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）に第２識別データＲｉｄ２が含まれる場合に、第
２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂに第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）
を出力することによって、第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を処理可
能な第２外部信号処理部２１Ｂと信号の送受信が可能な第２ブリッジ信号送受信端子３１
Ｂに第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を出力することになる。
【００８７】
　また、信号分配部１２は、複数のスイッチで構成されたものであってもよい。そして、
信号分配指示部１４は、当該複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を指示するスイッチ開
閉信号を出力するものであってよい。
【００８８】
　この場合、信号分配部１２は、信号分配指示部１４から出力されるスイッチ開閉指示信
号に基づいて、複数のスイッチを開閉することによって、第１信号処理部１１Ａが、第１
受信信号Ｓｉｎ１を処理可能なように、第１信号処理部１１Ａに第１受信信号Ｓｉｎ１を
出力することになる。
【００８９】
　更に、信号分配部１２は、信号分配指示部１４から出力されるスイッチ開閉指示信号に
基づいて、複数のスイッチを開閉することによって、第２外部信号処理部２１Ｂが、第２
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出力信号Ｓｏｕｔ２を処理可能なように、第２外部信号処理部２１Ｂに第２出力信号Ｓｏ
ｕｔ２を出力することになる。
【００９０】
　また、ブリッジ信号分配部３２は、複数のスイッチで構成されたものであってもよい。
そして、ブリッジ信号分配指示部３４は、当該複数のスイッチのそれぞれの開閉状態を指
示するスイッチ開閉信号を出力するものであってよい。
【００９１】
　この場合、ブリッジ信号分配部３２は、ブリッジ信号分配指示部３４から出力されるス
イッチ開閉指示信号に基づいて、複数のスイッチを開閉することによって、第１接触受信
信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉｎ１）を処理可能な第１信号処理部１１Ａと信号の送受信が
可能な第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａに第１接触受信信号Ｔ１（第１受信信号Ｓｉ
ｎ１）を出力することになる。
【００９２】
　更に、ブリッジ信号分配部３２は、ブリッジ信号分配指示部３４から出力されるスイッ
チ開閉指示信号に基づいて、複数のスイッチを開閉することによって、第２非接触受信信
号Ｕ２（第２出力信号Ｓｏｕｔ２）を処理可能な第２外部信号処理部２１Ｂと信号の送受
信が可能な第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂに第２非接触受信信号Ｕ２（第２出力信号
Ｓｏｕｔ２）を出力することになる。
【００９３】
　本実施形態では、信号処理装置１０及び外部信号処理部２１が、同じ規格で規格化され
た信号を処理することを想定したものであったが、これに限定されない。信号処理装置１
０と外部信号処理部２１とは、互いに異なる規格で規格化された信号を処理するものであ
ってもよい。
【００９４】
　この場合、ブリッジ信号分配部３２は、信号を変換する機能を有するものであればよい
。なお、ここで「信号を変換する」とは、信号に含まれる情報の全部又は一部を維持した
まま、信号に対して何らかの変更を加えること（例えば、信号の振幅、位相、遅延時間等
を変更すること、信号に所定のデータを付加すること、信号から所定のデータを削除する
こと、信号の順序を入れ替えること等）を意味する。
【００９５】
　例えば、第１接触受信信号Ｔ１が、第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び
第３信号処理部１１Ｃにおいて処理可能な信号でない場合、ブリッジ信号分配部３２は、
第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃの少なくとも１
つが処理可能なように第１接触受信信号Ｔ１を変換し、変換された第１接触受信信号Ｔ１
を処理可能な信号処理部（第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処
理部１１Ｃの少なくとも１つ）と信号の送受信が可能なブリッジ信号送受信コイル（第１
ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッ
ジ信号送受信コイル３３Ｃの少なくとも１つ）に出力するものであってもよい。
【００９６】
　また、例えば、第２非接触受信信号Ｕ２が、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号
処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃにおいて処理可能な信号でない場合、ブリッ
ジ信号分配部３２は、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外
部信号処理部２１Ｃの少なくとも１つが処理可能なように第２非接触受信信号Ｕ２を変換
し、変換された第２非接触受信信号Ｕ２を処理可能な外部信号処理部（第１外部信号処理
部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃの少なくとも１つ）
と信号の送受信が可能なブリッジ信号送受信端子（第１ブリッジ信号送受信端子３１Ａ、
第２ブリッジ信号送受信端子３１Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信端子３１Ｃの少なくとも
１つ）に出力するものであってもよい。
【００９７】
　よって、信号ブリッジ装置３０は、信号処理部１１と外部信号処理部２１とで、処理可
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能な信号が異なる場合においても、信号処理部１１と外部信号処理部との間で、互いに処
理可能な信号の送受信を行うことを可能にするという効果を奏する。そのため、信号処理
部１１と外部信号処理部２１とが、異なる規格に対応する信号を処理するものであったと
しても、信号ブリッジ装置３０によって、信号処理部１１と外部信号処理部２１とは、互
いに処理可能なように信号の送受信を行うことができる。そのため、信号ブリッジ装置３
０は、非接触に信号の送受信を行う信号処理装置１０と直接信号の送受信を行えない外部
信号処理部２１が、信号処理装置１０と信号の送受信を行うことを可能にする。また、信
号処理装置１０と外部信号処理部２１とは、互いに異なる規格で規格化された信号を処理
するものであっても、信号ブリッジ装置３０によって、処理可能に信号の送受信を行うこ
とが可能になる。
【００９８】
　また、本実施形態の信号ブリッジ処理システム１においては、信号処理装置１０と外部
信号処理部２１（第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信
号処理部２１Ｃ）とは、信号ブリッジ装置３０及びインターポーザー部４０を介して、信
号の送受信を行っていたが、これに限定されない。信号処理装置１０と外部信号処理部２
１（第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１
Ｃ）とは、インターポーザー部４０を介さずに、信号ブリッジ装置３０のみを介して、信
号の送受信を行ってもよい。すなわち、信号処理装置１０の信号送受信コイル（第１信号
送受信コイル１３Ａ、第２信号送受信コイル１３Ｂ及び第３信号送受信コイル１３Ｃ）と
、ブリッジ信号送受信コイル（第１ブリッジ信号送受信コイル３３Ａ、第２ブリッジ信号
送受信コイル３３Ｂ及び第３ブリッジ信号送受信コイル３３Ｃ）とが、非接触に信号を送
受信してもよい。
【００９９】
　また、本実施形態におけるコイルは、図２に示したような一巻きのコイルであったが、
複数巻きのコイルであってもよい。
【０１００】
　また、本実施形態において、非接触な信号の送受信は、所定の方式、すなわちコイル間
の誘導結合を利用した方式であったが、これに限定されない。非接触な信号の送受信は、
コイル間の磁気共鳴を利用した方式、光信号を利用した方式、音波信号を利用した方式等
であってもよい。
【０１０１】
　また、本実施形態の信号ブリッジ装置３０は、第２ブリッジ信号送受信部としてのブリ
ッジ信号送受信端子３１が、接触して信号の送受信を行うものであったが、これに限定さ
れない。第２ブリッジ信号送受信部は、端子ではなく、非接触に信号の送受信を行うもの
であってもよい。
【０１０２】
　第２ブリッジ信号送受信部が、非接触に信号の送受信を行う場合、第２ブリッジ信号送
受信部は、第１ブリッジ信号送受信部（ブリッジ信号送受信コイル３３）が非接触な信号
の送受信を行う際に使用する所定の方式とは異なる方式で非接触に信号の送受信を行うも
のであってよい。例えば、第１信号送受信部が、コイル間の誘導結合を利用した方式で非
接触に信号の送受信を行い、第２信号送受信部が、コイル間の磁気共鳴を利用した方式、
光信号を利用した方式、音波信号を利用した方式等で非接触に信号の送受信を行っていて
もよい。
【０１０３】
　第２信号送受信部が、非接触に信号の送受信を行う場合、第２信号送受信部は、第１ブ
リッジ信号送受信部（ブリッジ信号送受信コイル３３）が非接触な信号の送受信を行う際
に使用する所定の方式と同じ方式で非接触に信号の送受信を行っていてもよい。例えば、
第１信号送受信部及び第２信号送受信部が、共にコイル間の誘導結合を利用した方式で非
接触に信号の送受信を行っていてもよい。なお、同じ方式で非接触に信号の送受信を行う
場合であっても、信号処理部１１と外部信号処理部２１とで、処理可能な信号が異なる場
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合があり得る。この様な場合であっても、信号ブリッジ装置３０が信号を変換する機能を
有していれば、信号ブリッジ装置３０は、信号処理部１１と外部信号処理部２１とが、互
いに処理可能な信号の送受信を行うことを可能にするという効果を奏することが可能であ
る。なお、信号を変換する機能を有する信号ブリッジ装置３０は、上述したものと同様の
ものである。そのため、信号ブリッジ装置３０は、非接触に信号の送受信を行う信号処理
装置１０と直接信号の送受信を行えない外部信号処理部２１が、信号処理装置１０と信号
の送受信を行うことを可能にする。
【０１０４】
　また、本実施形態において、信号処理部１１及び外部信号処理部２１は、３つであった
が、これに限定されない。１つ又は複数であればよい。また、本実施形態において、第１
信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、１つのパッケー
ジに内蔵されていたが、これに限定されない。第１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１
１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、独立したパッケージに独立して内蔵されたものであっ
てもよい。また、本実施形態において、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部
２１Ｂ及び第３外部信号処理部２１Ｃは、独立したパッケージに内蔵されていたが、これ
に限定されない。第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第３外部信
号処理部２１Ｃの一部、又は全部が１つのパッケージに内蔵されていてもよい。また、第
１信号処理部１１Ａ、第２信号処理部１１Ｂ及び第３信号処理部１１Ｃは、互いに異なる
機能を有する信号処理部であってもよいし、一部又は全部が同じ機能を有する威信号処理
部であってもよい。また、第１外部信号処理部２１Ａ、第２外部信号処理部２１Ｂ及び第
３外部信号処理部２１Ｃは、互いに異なる機能を有する信号処理部であってもよいし、一
部又は全部が同じ機能を有する信号処理部であってもよい。
【０１０５】
　また、本実施形態において、信号送受信コイル、信号経路及び外部信号送受信コイルは
、３つ（３組）設けられていたが、これに限定されない。信号送受信コイル、信号経路及
び外部信号送受信コイルは、何個又は何本設けられていてもよいし、何組設けられていて
もよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　１　　　信号ブリッジ処理システム１
　１０　　信号処理装置
　１１　　信号処理部
　１１Ａ　第１信号処理部
　１１Ｂ　第２信号処理部
　１１Ｃ　第３信号処理部
　１２　　信号分配部
　１３　　信号送受信コイル
　１３Ａ　第１信号送受信コイル（第１信号送受信部）
　１３Ｂ　第２信号送受信コイル（第２信号送受信部）
　１３Ｃ　第３信号送受信コイル（第３信号送受信部）
　１４　　信号分配指示部
　２１　　外部信号処理部
　２１Ａ　第１外部信号処理部
　２１Ｂ　第２外部信号処理部
　２１Ｃ　第３外部信号処理部
　２３　　外部信号送受信端子（外部信号送受信部）
　２３Ａ　第１外部信号送受信端子
　２３Ｂ　第２外部信号送受信端子
　２３Ｃ　第３外部信号送受信端子
　４０　　インターポーザー部
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　４１　　第１信号経路
　４１Ａ　第１信号処理装置側コイル（信号処理装置側信号送受信部）
　４１Ｂ　第１外部信号処理部側コイル（外部信号処理部側信号送受信部）
　４２　　第２信号経路
　４２Ａ　第２信号処理装置側コイル（信号処理装置側信号送受信部）
　４２Ｂ　第２外部信号処理部側コイル（外部信号処理部側信号送受信部）
　４３　　第３信号経路
　４３Ａ　第３信号処理装置側コイル（信号処理装置側信号送受信部）
　４３Ｂ　第３外部信号処理部側コイル（外部信号処理部側信号送受信部）
　３０　　信号ブリッジ装置
　３１　　ブリッジ信号送受信端子（第２ブリッジ信号送受信部）
　３１Ａ　第１ブリッジ信号送受信端子
　３１Ｂ　第２ブリッジ信号送受信端子
　３１Ｃ　第３ブリッジ信号送受信端子
　３２　　信号ブリッジ分配部
　３３　　ブリッジ信号送受信部（第１ブリッジ信号送受信部）
　３３Ａ　第１ブリッジ信号送受信コイル
　３３Ｂ　第２ブリッジ信号送受信コイル
　３３Ｃ　第３ブリッジ信号送受信コイル
　３４　　ブリッジ信号分配指示部
 
　Ｓｉｎ１　第１受信信号
　Ｓｉｎ２　第２受信信号
　Ｓｉｎ３　第３受信信号
　Ｓｏｕｔ１　第１出力信号
　Ｓｏｕｔ２　第２出力信号
　Ｓｏｕｔ３　第３出力信号
　Ｕ　　　受信信号（受信信号Ｕ）
　Ｕ１　　第１非接触受信信号（受信信号Ｕ１）
　Ｕ２　　第２非接触受信信号（受信信号Ｕ２）
　Ｕ３　　第３非接触受信信号（受信信号Ｕ３）
　Ｔ　　　受信信号（受信信号Ｔ）
　Ｔ１　　第１接触受信信号（受信信号Ｔ１）
　Ｔ２　　第２接触受信信号（受信信号Ｔ２）
　Ｔ３　　第３接触受信信号（受信信号Ｔ３）
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【国際調査報告】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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