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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、電磁共鳴結合器と、送信回路と、受信回路とを備え、
　前記電磁共鳴結合器は、前記基板に配置されかつ前記送信回路に電気的に接続された第
１の共鳴配線と、前記受信回路に電気的に接続されかつ前記第１の共鳴配線と対向して前
記基板に配置される第２の共鳴配線と、を備え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、高周波信号を発生させる高周波信号発生部を備
え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、前記高周波信号発生部で発生した前記高周波信
号で入力信号を変調して高周波伝送信号を生成し、生成した高周波伝送信号を前記第１の
共鳴配線に送り、
　前記第１の共鳴配線は、前記送信回路から送られた前記高周波伝送信号を前記第２の共
鳴配線に伝送し、
　前記受信回路は、前記第２の共鳴配線に伝送された前記高周波伝送信号を整流し、前記
入力信号に応じた出力信号を生成し、
　前記受信回路は、前記基板の主面上に配置される、
高周波伝送装置。
【請求項２】
　前記受信回路は、前記基板の前記主面上の領域のうち、前記電磁共鳴結合器が配置され
ている領域の直上の領域に配置される、
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請求項１に記載の高周波伝送装置。
【請求項３】
　前記送信回路は、前記基板の前記主面上の領域のうち、前記電磁共鳴結合器が配置され
ている領域の直上の領域以外の位置に配置される、
請求項２に記載の高周波伝送装置。
【請求項４】
　前記送信回路は、前記基板の前記主面上に配置され、
　前記送信回路の下に放熱構造体が配置される、
請求項３に記載の高周波伝送装置。
【請求項５】
　前記送信回路と前記受信回路とは、一つの半導体チップに集積されて、前記基板の前記
主面上に配置される、
請求項３又は４に記載の高周波伝送装置。
【請求項６】
　前記電磁共鳴結合器と前記受信回路との間には電界遮蔽部が配置される、
請求項１～５のいずれか１つに記載の高周波伝送装置。
【請求項７】
　前記電磁共鳴結合器の周囲に、金属壁が配置される、
請求項１～６のいずれか１つに記載の高周波伝送装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波ノイズ放射を抑制することができる電磁共鳴結合器及び高周波伝送装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路間で電気的な絶縁を確保しながら、信号を伝送するという要望は、様々な電子機器
で求められている。例えば、高電圧回路と低電圧回路とを動作させる際に、低電圧回路の
誤動作又は故障を防いだり、又は、設置電位が異なる回路同士のグランド・ループを断ち
切る。このように構成することで、回路を接続した際に、一方の回路に過剰電圧が印加さ
れることを防ぐようにしている。具体例としては、数百Ｖの高電圧で動作するモーター駆
動回路を制御する場合である。モーター駆動回路が扱う高電圧が、低電圧で動作するマイ
コンの入出力に印加されると、誤動作を引き起こしたり、故障につながったりする。それ
を防ぐために、低電圧回路と高電圧回路とを絶縁する。
【０００３】
　これまで、絶縁しながら通信を行う絶縁素子としては、フォトカプラが主に利用されて
きている。フォトカプラは、発光素子と受光素子とを１パッケージに集積化したものであ
り、パッケージ内部で互いに電気的に絶縁されている。入力された電気信号を発光素子で
光信号に変換し、電気的な絶縁された空間を変換された光信号で伝送し、伝送された光信
号を受光素子で検出し、再び電気信号に変換して信号を伝える方式である。しかし、フォ
トカプラには経年劣化がある、消費電力が大きい、等の課題がる。
【０００４】
　そこで、これらの課題を解決するために、たとえば、特許文献１に記載されているよう
な電磁共鳴結合器と呼ばれる絶縁素子が知られている。これは、異なる平面上の回路間で
高周波信号を伝送する装置である。この装置では、異なる平面のそれぞれの平面上に閉曲
線線路の一部が開放された構造を有する共振器と、共振器に接続されその共振器に対して
高周波信号の入出力を行う入出力線路とが形成されており、両平面上に形成された共振器
同士を電磁結合させて高周波信号を伝送させるものである。ここで、高周波信号とは、マ
イクロ波又はミリ波である。
【０００５】
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　この構造は、共振器が線路長のλ／２で形成されており、いわゆる異なる平面上に形成
された２つのアンテナとなっている。そのため、この共振器同士の間隔が一定間隔以下で
あれば、近傍界により結合し、非常に高効率な伝送が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００８―６７０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来技術では、電磁共鳴結合器と送信回路と受信回路とを備える伝送装置を、容易に製
造することができない。
【０００８】
　そこで、本発明は、電磁共鳴結合器と送信回路と受信回路とを備える伝送装置を、容易
に製造することができる電磁共鳴結合器及び高周波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】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の１つの態様によれば、基板と、電磁共鳴結合器と、
送信回路と、受信回路とを備え、
　前記電磁共鳴結合器は、前記基板内に配置されかつ前記送信回路に電気的に接続された
第１の共鳴配線と、前記受信回路に電気的に接続されかつ前記第１の共鳴配線と対向して
前記基板内に配置される第２の共鳴配線と、を備え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、高周波信号を発生させる高周波信号発生部を備
え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、前記高周波信号発生部で発生した前記高周波信
号で入力信号を変調して高周波伝送信号を生成し、生成した高周波伝送信号を前記第１の
共鳴配線に送り、
　前記第１の共鳴配線は、前記送信回路から送られた前記高周波伝送信号を前記第２の共
鳴配線に伝送し、
　前記受信回路は、前記第２の共鳴配線に伝送された前記高周波伝送信号を整流し、前記
入力信号に応じた出力信号を生成し、
　前記受信回路は、前記基板の主面上に配置される、
高周波伝送装置を提供する。
【００１０】
　これらの概括的かつ特定の態様は、システム、方法、並びに、システム及び方法の任意
の組み合わせにより実現してもよい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の前記態様によれば、電磁共鳴結合器と送信回路と受信回路とを備える伝送装置
を、容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関
連した次の記述から明らかになる。この図面においては、
【図１】図１は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す斜視図
であり、
【図２】図２は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す断面図
であり、
【図３】図３は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器が有する誘電体層の厚さ依
存性を示すグラフであり、
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【図４】図４は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器の高周波ノイズ抑制の効果
の一例を示す電界分布図であり、
【図５】図５は、本発明の第１実施形態の変形例に係る電磁共鳴結合器の第１のグランド
配線又は第２のグランド配線を示す平面図であり、
【図６】図６は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器の高周波伝送特性を示すグ
ラフであり、
【図７】図７は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す断面図
であり、
【図８】図８は、本発明の第２実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す斜視図
であり、
【図９】図９は、本発明の第２実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す断面図
であり、
【図１０】図１０は、本発明の第２実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す斜
視図であり、
【図１１】図１１は、本発明の第２実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す断
面図であり、
【図１２】図１２は、本発明の第３実施形態に係る集積か高周波伝送装置の構成の一例を
示す斜視図であり、
【図１３】図１３は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す断面図であり、
【図１４】図１４は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す上面図であり、
【図１５】図１５は、本発明の第３実施形態に係る集積か高周波伝送装置の効果の一例を
示す電界分布図であり、
【図１６】図１６は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す斜視図であり、
【図１７】図１７は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す断面図であり、
【図１８】図１８は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す上面図であり、
【図１９】図１９は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す上面図であり、
【図２０】図２０は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す断面図であり、
【図２１】図２１は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す断面図であり、
【図２２】図２２は、本発明の第３実施形態に係る集積化高周波伝送装置の構成の一例を
示す断面図であり、
【図２３Ａ】図２３Ａは、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示
す断面図であり、
【図２３Ｂ】図２３Ｂは、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示
す平面図であり、
【図２３Ｃ】図２３Ｃは、本発明の第４実施形態の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す平面図であり、
【図２３Ｄ】図２３Ｄは、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構
成の一例を示す平面図であり、
【図２３Ｅ】図２３Ｅは、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構
成の一例を示す平面図であり、
【図２３Ｆ】図２３Ｆは、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構
成の一例を示す平面図であり、
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【図２３Ｇ】図２３Ｇは、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示
す平面図であり、
【図２４】図２４は、本発明の第４実施形態に係る電磁共鳴結合器の構成の一例を示す斜
視図であり、
【図２５】図２５は、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の回路ブロック図の一
例を示す図であり、
【図２６】図２６は、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す回
路ブロック図であり、
【図２７】図２７は、比較例の構成を示す断面図であり、
【図２８】図２８は、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す断面図であり、
【図２９】図２９は、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す断面図であり、
【図３０】図３０は、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す断面図であり、
【図３１】図３１は、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す断面図であり、
【図３２】図３２は、本発明の第４実施形態の別の変形例に係る高周波伝送装置の構成の
一例を示す断面図であり、
【図３３Ａ】図３３Ａは、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示
す断面図であり、
【図３３Ｂ】図３３Ｂは、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示
す平面図であり、
【図３４】図３４は、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す断
面図であり、
【図３５】図３５は、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す断
面図であり、
【図３６】図３６は、本発明の第５実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す断
面図であり、
【図３７】図３７は、本発明の第５実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す断
面図であり、
【図３８】図３８は、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す断
面図であり、
【図３９】図３９は、本発明の第７実施形態に係る高周波伝送装置の構成の一例を示す平
面図であり、
【図４０】図４０は、公知の伝送装置の構成の一例を示す斜視図であり、
【図４１】図４１は、特許文献３の電磁共鳴結合器の特性を示すグラフであり、
【図４２】図４２は、本発明の第７実施形態の変形例に係る高周波伝送装置の構成の一例
を示す平面図であり、
【図４３Ａ】図４３Ａは、図４２の高周波伝送装置の構成の一例を示す断面図であり、
【図４３Ｂ】図４３Ｂは、図４２の高周波伝送装置の構成の別の例を示す断面図であり、
【図４４】図４４は、複数の実施形態が組み合わせられた高周波伝送装置の構成の一例を
示す平面図であり、
【図４５】図４５は、図４４の高周波伝送装置の構成の一例を示す断面図であり、
【図４６】図４６は、特許文献２の従来の技術を用いて高周波シールドした電磁共鳴結合
器の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１４】
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　以下、図面を参照して本発明における実施形態を詳細に説明する前に、本発明の種々の
態様について説明する。
【００１５】
　本発明の第１態様によれば、基板と、電磁共鳴結合器と、送信回路と、受信回路とを備
え、
　前記電磁共鳴結合器は、前記基板内に配置されかつ前記送信回路に電気的に接続された
第１の共鳴配線と、前記受信回路に電気的に接続されかつ前記第１の共鳴配線と対向して
前記基板内に配置される第２の共鳴配線と、を備え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、高周波信号を発生させる高周波信号発生部を備
え、
　前記送信回路は、前記基板に配置され、前記高周波信号発生部で発生した前記高周波信
号で入力信号を変調して高周波伝送信号を生成し、生成した高周波伝送信号を前記第１の
共鳴配線に送り、
　前記第１の共鳴配線は、前記送信回路から送られた前記高周波伝送信号を前記第２の共
鳴配線に伝送し、
　前記受信回路は、前記第２の共鳴配線に伝送された前記高周波伝送信号を整流し、前記
入力信号に応じた出力信号を生成し、
　前記送信回路と前記受信回路とのうちの少なくとも１つは、前記基板の主面上に配置さ
れる、
高周波伝送装置を提供する。
　本発明の前記第１態様によれば、電磁共鳴結合器と送信回路と受信回路とを備える伝送
装置を、容易に製造することができる。
　本発明の第２態様によれば、前記送信回路は、前記基板の前記主面上の領域のうち、前
記電磁共鳴結合器が配置されている領域の直上の領域以外の位置に配置される、
第１の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第３態様によれば、前記送信回路は、前記基板の前記主面上に配置され、
　前記送信回路の下に放熱構造体が配置される、
第１又は２の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第４態様によれば、前記受信回路は、前記基板の前記主面上の領域のうち、前
記電磁共鳴結合器が配置されている領域の直上の領域に配置される、
第１～３のいずれか１つの態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第５態様によれば、前記電磁共鳴結合器と、前記送信回路及び前記受信回路の
少なくとも一方と、の間には電界遮蔽部が配置される、
第１～４のいずれか１つの態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第６態様によれば、前記送信回路と前記受信回路とは、一つの半導体チップに
集積されて、前記基板の前記主面上に配置される、
第１～５のいずれか１つの態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第７態様によれば、前記電磁共鳴結合器の周囲に、金属壁が配置される、
第１～６のいずれか１つの態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
　本発明の第８態様によれば、一部に開放部を有する環状の配線である第１の共振器と、
　前記第１の共振器に電気的に接続された第１の入出力端子と、
　一部に開放部を有する環状の配線である第２の共振器と、
　前記第２の共振器に電気的に接続された第２の入出力端子と、
　前記第１の共振器が配置された平面と前記第２の共振器が配置された平面とは異なる平
面上に形成された第１のグランドシールドと、
　前記第１の共振器が配置された前記平面と前記第２の共振器が配置された前記平面と前
記第１のグランドシールドが配置された平面とは異なる平面上に形成された第２のグラン
ドシールドと、
　前記第１の共振器の周辺を囲むように形成された第１のグランド配線と、
　前記第２の共振器の周辺を囲むように形成された第２のグランド配線とを備え、



(7) JP 6238175 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

　前記第１のグランドシールドと前記第１のグランド配線とは電気的に接続され、
　前記第２のグランドシールドと前記第２のグランド配線とは電気的に接続され、
　前記第１のグランド配線と前記第２のグランド配線との間には誘電体層が存在して、電
気的に接続されていない、電磁共鳴結合器を提供する。
【００１６】
　これにより、高周波を利用した場合において、第１のグランド配線と第２のグランド配
線との絶縁を確保しながら、横方向の高周波ノイズの放射を抑制することができる。
【００１７】
　本発明の第９態様によれば、一部が開放部によって開放された環状の配線である第１の
共振配線と、
　前記第１の共振配線に電気的に接続された第１の入出力端子と、
　一部が開放部によって開放された環状の配線である第２の共振配線と、
　第２の共振配線に電気的に接続された第２の入出力端子と、
　前記第１の共振配線が配置された平面と前記第２の共振配線が配置された平面とは異な
る平面上に形成された第１のグランドシールドと、
　前記第１の共振配線が配置された前記平面と前記第２の共振配線が配置された前記平面
と前記第１のグランドシールドが配置された平面とは異なる平面上に形成された第２のグ
ランドシールドと、
　前記第１の共振配線の周辺を囲むように、前記第１のグランドシールドから前記第２の
グランドシールドの方向へ、前記第１のグランドシールドが配置された前記平面とは垂直
方向に延びた第１のグランド壁と、
　前記第２の共振配線の周辺を、前記第１のグランド壁とは異なる位置で囲むように、前
記第２のグランドシールドから前記第１のグランドシールドの方向へ、前記第２のグラン
ドシールドが配置された平面とは垂直方向に延びた第２のグランド壁とを備え、
　前記第１のグランドシールドと前記第１のグランド壁とは電気的に接続され、
　前記第２のグランドシールドと前記第２のグランド壁とは電気的に接続され、
　前記第１のグランド壁と前記第２のグランドシールドとの間には第１の誘電体層が存在
して、電気的に接続されておらず、
　前記第２のグランド壁と前記第１のグランドシールドとの間には第２の誘電体層が存在
して、電気的に接続されておらず、
　前記第１のグランド壁と前記第２のグランド壁との間には第３の誘電体層が存在して、
電気的には接続されておらず、
　前記第１の誘電体層と前記第２の誘電体層との位置が同一平面上に存在しない
電磁共鳴結合器を提供する。
【００１８】
　これにより、誘電体層の位置を垂直方向にずらして配置することが可能となり、電磁共
鳴結合器の絶縁を確保しながら、誘電体層による、垂直方向と直交する横方向の高周波ノ
イズの漏洩を更に抑制することができる。
【００１９】
　本発明の第１０態様によれば、前記第１のグランド壁は、
　　前記第１の共振配線から、前記第１の共振配線が配置された前記平面とは垂直方向及
び前記垂直方向と直交する横方向に一定の間隔があけられ、前記第１の共振配線の外周を
囲むように配置された第１のグランド配線と、
　　前記第１のグランドシールドと前記第１のグランド配線とに電気的に接続され、前記
第１の共振配線の外周を囲むように互いに間隔をあけて配置された、複数の棒状の第１の
金属導体とで形成され、
　前記第２のグランド壁は、
　　前記第２の共振配線から、前記第２の共振配線が配置された前記平面とは垂直方向及
び前記垂直方向と直交する横方向に一定の間隔があけられ、前記第１のグランド配線とは
異なる横方向の位置に、前記第２の共振配線の外周を囲むように配置された第２のグラン
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ド配線と、
　　前記第２のグランドシールドと前記第２のグランド配線とに電気的に接続され、前記
第２の共振配線の外周を囲むように互いに間隔をあけて配置された、複数の棒状の第２の
金属導体で形成される、
　第９の態様に記載の電磁共鳴結合器を提供する。
【００２０】
　これにより、第１のグランド壁及び第２のグランド壁を、より容易な製造工程であるス
ルーホールを利用した棒状の金属導体によって形成することができる。
【００２１】
　本発明の第１１態様によれば、複数層の誘電体基板を有するプリント基板に形成されて
いる第８～１０のいずれか１つの態様に記載の電磁共鳴結合器を提供する。
【００２２】
　これにより、安価な材料を用いて電磁共鳴結語器を作製することが可能となるので、低
コスト化を実現することができる。
【００２３】
　本発明の第１２態様によれば、第８～１１のいずれか１つの態様に記載の電磁共鳴結合
器と、
　前記電磁共鳴結合器上に配置されかつ入出力端子を備える機能回路チップとを備えて、
　前記電磁共鳴結合器の前記第１及び第２の入出力端子と前記機能回路チップの前記入出
力端子とが電気的に接続されている、
高周波伝送装置を提供する。
【００２４】
　これにより、高周波ノイズの影響を低減した電磁共鳴結合器を用いることで、機能回路
チップのシステム誤動作を防止し、小型に集積化された高周波伝送装置を実現することが
できる。
【００２５】
　本発明の第１３態様によれば、第８～１１のいずれか１つの態様に記載の電磁共鳴結合
器と、
　前記電磁共鳴結合器のグランドの外側に電気的に接続された機能回路チップと、
　外部素子への接続端子とを備える第１２の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
【００２６】
　このような構成によれば、機能回路チップから発生した電波ノイズが電磁共鳴結合器へ
入り込むことを防ぎ、高周波伝送装置の誤動作を低減することができる。
【００２７】
　本発明の第１４態様によれば、前記機能回路チップが前記電磁共鳴結合器のグランドシ
ールドの上部に配置された第１２の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
【００２８】
　このような構成によれば、電磁共鳴結合器のグランドシールドの上部に機能回路素子を
実装することにより、電力伝送装置として集積化することができる。
【００２９】
　本発明の第１５態様によれば、前記外部素子への接続端子がリード端子で取り出されて
いる、第１３の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
【００３０】
　このような構成によれば、リード端子で取り出すことにより端子と他の素子の端子との
間の距離が比較的大きく取れるため、沿面距離を確保することができ、耐圧を向上させる
ことができる。
【００３１】
　本発明の第１６態様によれば、前記外部素子への接続端子が半田ボールで取り出されて
いる第１３の態様に記載の高周波伝送装置を提供する。
【００３２】
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　このような構成によれば、接続端子が高周波伝送装置の垂直方向に取り出すことが可能
なため、実装面積の小型化を実現することができる。
【００３３】
　以下、図面を参照して本発明における第１実施形態を詳細に説明する。
【００３４】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態にかかる電磁共鳴結合器について説明する前に、まず、図４６な
どを使用して前述した従来の電磁共鳴結合器において、先に述べた課題の他、以下のよう
な課題もあることを説明する。
　たとえば、インバータシステムの絶縁ゲート駆動回路の絶縁素子のように、絶縁素子を
複数個使用する回路に電磁共鳴結合器を利用する場合、電磁共鳴結合器の信号又は電力の
伝送に使用する高周波の一部を放射し、隣接する電磁共鳴結合器に互いに干渉しあい、シ
ステムを誤動作させてしまうという可能性がある。
　この課題を解決するために、特許文献２（特開２０１０―２７８３８７号公報）（図４
６参照）に記載されているような絶縁素子として同様の機能を持つトランスがある。この
トランスにおいては、一次コイル１及び二次コイル２と、シールド導体５と、コア８とを
備えた平面コイル型トランスという、トランス素子の上面及び下面にシールドとを設置し
、不要な電磁界ノイズを防止する構造が提案されている。一次コイル１及び二次コイル２
は、それぞれ、４層プリント基板のうちの２層の内層導体でパターン形成されたコイル導
体で形成されている。シールド導体５は、４層プリント基板のうちの２層の外層導体でパ
ターン形成され、それぞれ一次及び二次コイル１，２を両面から覆っている。コア８は、
上記シールド導体５の外側に重ねられ、一次及び二次コイル１，２並びにそれぞれのシー
ルド導体５の開口部を貫通して延びた磁気回路を形成している。
　しかし、図４６に示したような上面及び下面に設置する、図４６の縦方向の第１のグラ
ンドシールド及び第２のグランドシールドでは、高周波ノイズを抑制する効果としては不
十分である。以下に、その理由を説明する。
　特許文献２に記載されているトランス素子の場合、数百Ｈｚ～数百ｋＨｚという低い周
波数により、電磁誘導現象を利用して信号又は電力を絶縁して伝送している。低周波は電
波の波長が長いため、トランス素子の上下面という比較的距離の離れた場所にあるグラン
ドシールドであっても、図４６の横方向から電磁波が進入せず、トランス素子を近接させ
て配置させた場合であっても、互いが干渉しあうことは無い。
　しかし、電磁共鳴結合器の場合、ＬＣ共振による共鳴現象を利用して信号又は電力を絶
縁して伝送している。そのため、使用する周波数はマイクロ波帯からミリ波帯であり、ト
ランス素子を用いた場合と比較し、非常に高い周波数帯を使用している。そのため、素子
の上下に配置したグランドシールドだけでは、横方向からの高周波ノイズを十分に遮蔽す
ることができない。
　そこで、第１実施形態の目的としては、高周波を用いる電磁共鳴結合器において、横方
向の高周波ノイズを低減し、電磁共鳴結合器を近接させた場合であっても干渉しない電磁
共鳴結合器及び高周波伝送装置を提供することにある。
　以下、具体的に、第１実施形態について説明する。
　本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器１０は、異なる平面上の回路間で高周波信
号を伝送する電磁共鳴結合器１０であって、一部が開放部１０１によって開放された環状
の配線（共振配線）である第１の共振器１００と、第１の共振器１００に電気的に接続さ
れた第１の入出力端子１１０と、一部が開放部２０１によって開放された環状の配線（共
振配線）である第２の共振器２００と、第２の共振器２００に電気的に接続された第２の
入出力端子２１０と、第１の共振器１００と前記第２の共振器２００とは異なる平面上に
形成された第１のグランドシールド１４０と、前記第１の共振器１００と前記第２の共振
器２００と第１のグランドシールド１４０と異なる平面上に形成された第２のグランドシ
ールド２４０と、第１の共振器１００の周辺を囲むように形成された第１のグランド配線
１２０と、第２の共振器２００の周辺を囲むように形成された第２のグランド配線２２０
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とを備え、第１のグランドシールド１４０と第１のグランド配線１２０とは電気的に接続
され、第２のグランドシールド２４０と第２のグランド配線２２０とは電気的に接続され
、第１のグランド配線１２０と第２のグランド配線２２０との間には誘電体層（第３誘電
体基板）３０００が存在し、電気的に接続されていないことを特徴とする。
【００３５】
　以下、本発明の第１実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。
【００３６】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る電磁共鳴結合器１０の構造の一例を示す斜視図で
ある。
【００３７】
　図２は、図１の電磁共鳴結合器１０を誘電体基板１０００，２０００，３０００のＹ軸
方向を通る平面（図１のＡ－Ａ´線を通り、誘電体基板１０００，２０００，３０００の
表面に垂直な平面）で切断した場合の断面図である。
【００３８】
　本発明の第１実施形態における電磁共鳴結合器１０は、第１の共振器１００と、第２の
共振器２００と、第１の入出力端子１１０と、第２の入出力端子２１０と、第１のグラン
ドシールド１４０と、第２のグランドシールド２４０と、第１のグランド配線１２０と、
第２のグランド配線２２０とを備えて構成されている。
【００３９】
　第１の共振器１００は、たとえば銅である金属配線によって形成された円環状の伝送線
路であり、任意の位置の一部に開放部１０１を有している。
【００４０】
　第２の共振器２００は、たとえば銅である金属配線によって形成された円環状の伝送線
路であり、任意の位置の一部に開放部２０１を有している。
【００４１】
　第１の共振器１００及び第２の共振器２００は、第３誘電体基板３０００により、一定
の距離が離された電気的に絶縁された異なる二つの面上にそれぞれ形成されて、図１及び
図２の縦方向（上下方向）に対向している。第１の共振器１００及び第２の共振器２００
は、それぞれ、いわゆる高周波のアンテナ構造を折り曲げて円環状にしたものである。第
１の共振器１００及び第２の共振器２００は、それぞれ、共に使用する伝送周波数の約１
／２の波長の長さとするのが望ましい。
【００４２】
　また、第１の共振器１００及び第２の共振器２００の水平方向の位置は第１及び第２の
共振器間で電磁共鳴現象が発生する任意の場所で構わないが、できる限り同一の中心軸を
持つことが望ましい。また、開放部１０１と開放部２０１は少なくとも９０度以上ずれる
位置にあることが望ましい。できれば１８０度対称の位置にあることが最も望ましい。こ
のように配置することにより共振器間の結合を強くし、効率の良い電力伝送が可能である
。
【００４３】
　第１の入出力端子１１０は、第１の共振器１００へ高周波信号の入出力を行う、たとえ
ば銅である金属配線により形成されている。第１の入出力端子１１０は、第１の共振器１
００の円環状の伝送線路の任意の位置に配置されている。
【００４４】
　同様に、第２の入出力端子２１０は、第２の共振器２００へ高周波信号の入出力を行う
、たとえば銅である金属配線により形成されている。第２の入出力端子２１０は、第１の
共振器２００の円環状の伝送線路の任意の位置に配置されている。
【００４５】
　図１において、第１の共振器１００及び第２の共振器２００の各形状は円環形状で図示
されているが、環状であればよく、四角形環状又は楕円形環状等、他の形状の環状であっ
ても構わない。
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【００４６】
　第１のグランドシールド１４０は、第３誘電体基板３０００の下方に配置された第１誘
電体基板１０００を挟んで、第１の共振器１００が配置された平面とは異なる平面上に、
第１の共振器１００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例と
して、第１のグランドシールド１４０は、四角形平面で構成されている。
【００４７】
　第２のグランドシールド２４０は、第３誘電体基板３０００の上方に配置された第２誘
電体基板２０００を挟んで、第２の共振器２００が配置された平面とは異なる平面上に、
第２の共振器２００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例と
して、第２のグランドシールド２４０は、四角形平面で構成されている。
【００４８】
　第１のグランド配線１２０は、第１の共振器１００から縦方向と直交する横方向（第１
の共振器１００の配置面沿い）に一定の間隔があけられ、第１の共振器１００の外周を囲
むように円環形状に配置された、たとえば銅である金属配線によって形成された伝送線路
である。第１のグランド配線１２０は、第１誘電体基板１０００を厚み方向（縦方向）に
貫くたとえば銅である複数本の棒状の第１の金属導体１３０によって、第１のグランドシ
ールド１４と電気的に接続されている。第１の金属導体１３０は、偏らない程度に適度な
間隔で配置されている。
【００４９】
　第２のグランド配線２２０は、第２の共振器２００から横方向（第２の共振器２００の
配置面沿い）に一定の間隔があけられ、第２の共振器２００の外周を囲むように円環形状
に配置され、たとえば銅である金属配線によって形成された伝送線路である。第２のグラ
ンド配線２２０は、第２誘電体基板２０００を厚み方向（縦方向）に貫くたとえば銅であ
る複数本の棒状の第２の金属導体２３０によって電気的に接続されている。第２の金属導
体２３０も、偏らない程度に適度な間隔で配置されている。
【００５０】
　第１のグランド配線１２０と第２のグランド配線２２０とは、縦方向に互いに対向して
配置されており、一定の間隔の誘電体層、例えば第３誘電体基板３０００を挟んで絶縁さ
れている。　このように一定間隔の誘電体層を設けることにより、直流又は低周波信号で
は、第１の共振器１００と第２の共振器２００とのグランドが分離されることとなる。ま
た、第１実施形態のように高周波信号を扱う場合には、この一定間隔の誘電体層が、放射
された高周波ノイズに対するシールドとして働く。
【００５１】
　高周波ノイズの低減には、できる限り電磁共鳴結合器１０の全方位を金属のシールドで
覆うべきであるため、誘電体層の間隔を小さくすることが望ましい。しかし、電磁共鳴結
合器の絶縁耐圧は２つの共振器の最も近い部分の層間距離と層間材料の絶縁電界破壊強度
の積によって決定されるため、誘電体層の間隔を小さくすると絶縁耐圧が小さくなる。こ
の誘電体層の間隔と電磁共鳴結合器１０に及ぼされる横方向の電界強度と絶縁耐圧との相
関のグラフを図３に示して、具体的に説明する。
【００５２】
　図３は、電磁共鳴結合器の縦方向の中心でかつ、横方向は第１のグランドシールドの対
角の頂点地点において計算した、伝送周波数５．８ＧＨｚの周波数を用いた場合の電界強
度値である。５．８ＧＨｚの真空中の波長は
　　波長［ｍ］　＝　電波の速度［ｍ／ｓ］　÷　周波数［Ｈｚ］
という式から計算でき、波長＝５０ｍｍである。今回は誘電率１０の誘電体基板を用いて
いるため、実効波長は
　　実効波長［ｍ］＝真空中の波長［ｍ］　÷　√（誘電体基板の誘電率）
で計算できる。今回の実効波長は１．５ｍｍと計算できる。
【００５３】
　図３のグラフから、誘電体層の厚さが０．１５ｍｍ以下においては、電界強度は４００
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Ｖ／ｍとほぼ一定の値をとっている。つまり、誘電体層の厚さが実効波長の１／１０以下
であれば、実効波長に対して極めて小さく、高周波ノイズをほぼ遮蔽することができてい
ることがわかる。
【００５４】
　また、第１のグランド配線１２０及び第２のグランド配線２２０を有しない同様の構造
の電磁共鳴結合器を用いた場合の同ポイントでの電界強度は３８００Ｖ／ｍであり、誘電
体層の間隔が実効波長の１／１０以上であっても、高周波ノイズの抑制効果は十分に効果
がある。
【００５５】
　絶縁耐圧は、層間距離と層間材料の絶縁電界破壊強度との積で決定されるため、たとえ
ば、絶縁電界破壊強度は２０ｋＶ／ｍｍとした場合、図３に示したように、誘電体層の厚
さが広くなるにしたがって、比例関係で増加する。
【００５６】
　そのため、たとえば、層間材料の絶縁電界破壊強度が一定であるとした場合、低誘電率
を持つ材料を使用することで、共振器の配線長が増加するが、高周波ノイズを遮蔽するた
めの誘電体層の厚さを広くすることができ、絶縁耐圧を向上させることも可能である。
【００５７】
　ここまで、第１の共振器１００と第２の共振器２００と区別して記載しているが、実際
には、構造及び機能共に等しいため、第１の共振器１００が入力側、第２の共振器２００
が出力側に使用しなければならないという特段の制限は無い。第１の共振器１００を出力
側として使用し、第２の共振器２００を入力側として使用しても、特性上問題は無い。
【００５８】
　以下に、本発明の第１実施形態を用いて高周波ノイズの広がりを確認するシミュレーシ
ョンを行った結果を示す。図４の（１）には、従来技術である共振器部の上面及び下面に
のみ金属グランドシールドを配置した電磁共鳴結合器の電磁界解析結果を示している。ま
た、図４の（２）には、本発明の第１実施形態を用いた電磁共鳴結合器の電磁界解析結果
を示している。図４中の白色部（特に、１．５×１０４という表示のある部分）が電界強
度の強い部分を示している。
【００５９】
　図４の（１）に示すように、上面及び下面のみに金属グランドシールドを配置した電磁
共鳴結合器では、共振器２００が形成されている基板の外側まで大きく高周波ノイズが放
射されていることがわかる。
【００６０】
　これに対して、図４の（２）に示すように、本発明の第１実施形態を用いた電磁共鳴結
合器１０では、第２の共振器２００周辺に配置した第２のグランド配線２２０及び第２の
金属導体２３０により電磁界ノイズが抑制され、電磁共鳴結合器１０が形成されている基
板の内側で高周波ノイズの放射が抑制されていることが確認できる。
【００６１】
　以上のことから、本発明の第１実施形態を用いることにより、第１のグランドシールド
１４０及び第２のグランドシールド２４０を配置したことによる縦方向の高周波ノイズだ
けではなく、第１のグランド配線１２０と、第２のグランド配線２２０と、金属導体１３
０と、金属導体２３０とにより、横方向の高周波ノイズを低減する効果が得られる。
【００６２】
　また、第１のグランド配線１２０及び第２のグランド配線２２０は、常に一定の幅を持
っている必要はない。例えば、図５に示すように第１の入出力端子１１０及び第２の入出
力端子２１０の各周辺部分（例えば、第２の入出力端子２１０の周辺部分２２０ｅ）のグ
ランド配線の幅を太くしても構わない。このような構造とすることで、共振器と入出力端
子との不連続な部分で発生するノイズを低減することが可能である。なお、図５では、グ
ランド配線を理解しやすくするため、斜線で表示している。
【００６３】
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　グランド配線１２０，２２０の幅だけでなく、グランド配線１２０，２２０の層の厚み
も一定である必要はない。一部のみ厚みが変わっていてもシールド効果は問題なく機能す
る。できれば、グランド配線１２０，２２０及びグランドシールド１４０，２４０は、表
皮効果の影響を受けない厚さであれば望ましい。表皮効果ｄは次の式で表現される。

ｄ＝√（２ρ／２πｆμ）

ここで、
ｄ：表皮効果
ρ：導体の電気抵抗率
ｆ：周波数
μ：導体の透磁率
　グランド配線１２０，２２０の層の厚みを表皮効果ｄ以上の厚みとすることで、リター
ン電流の損失を低減することが可能であり、電磁共鳴結合器１０の効率を向上させること
ができる。
【００６４】
　グランド配線１２０，２２０と共振器１００，２００との間隔は、共振器配線幅と同程
度か、それ以上であることが望ましい。グランド配線１２０，２２０と共振器１００，２
００との間隔が近すぎると、第１の共振器１００及び第２の共振器２００の間よりもグラ
ンド配線１２０，２２０と共振器１００，２００の間の結合が強くなってしまい、電磁共
鳴結合器１０としての効率が低下してしまう。
【００６５】
　次に、本発明の第１実施形態の製造方法について図２を用いて説明する。
【００６６】
　第１実施形態の電磁共鳴結合器１０は、従来の誘電体基板、いわゆるプリント基板の製
造技術で製造可能である。
【００６７】
　第１の共振器１００と、第１の入出力端子１１０と、第１のグランド配線１２０と、第
１のグランドシールド１４０とは、第１誘電体基板１０００の両面に形成した金属箔をエ
ッチングにより任意の形状へパターニングすることで形成する。第１実施形態では、一例
として、金属箔として厚さ３５μｍの銅箔を、第１誘電体基板１０００として厚さ３００
μｍの高誘電率向きフィラーを高充電させたポリフェニレンエーテル樹脂（ＰＰＥ樹脂）
を用いる。このＰＰＥ樹脂は、誘電率が１０であり、絶縁電界破壊強度は２０ｋＶ／ｍｍ
である。
【００６８】
　同様に、第２の共振器２００、第２の入出力端子２１０、第２のグランド配線２２０、
及び第２のグランドシールド２４０は、第２誘電体基板２０００の両面に形成した金属箔
をエッチングにより任意の形状へパターニングすることで形成する。また、前記第１の共
振器１００などの場合と同様に、一例として、金属箔として厚さ３５μｍの銅箔を、第２
誘電体基板２０００として厚さ３００μｍの高誘電率向きフィラーを高充電させたポリフ
ェニレンエーテル樹脂（ＰＰＥ樹脂）を用いる。このＰＰＥ樹脂は、誘電率が１０であり
、絶縁電界破壊強度は２０ｋＶ／ｍｍである。
【００６９】
　第１実施形態において、伝送周波数は５．８ＧＨｚを使用し、第１の共振器１００及び
第２の共振器２００の各周回長はおよそ６ｍｍとし、各配線幅は１５０μｍとする。また
、第１のグランド配線１２０及び第２のグランド配線２２０の各配線幅は３００μｍとす
る。
【００７０】
　金属箔をそれぞれパターニングした第１誘電体基板１０００及び第２誘電体基板２００
０を、第１の共振器１００と第２の共振器２００とを対向させて第３誘電体基板３０００
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を層間膜とし、プレスを行って貼り合わせる。第３誘電体基板３０００として、厚さ３０
０μｍの高誘電率向きフィラーを高充電させたＰＰＥ樹脂を用いる。
【００７１】
　作製された貼り合わせ基板に、ドリルを用いてスルーホールを形成し、スルーホールの
内側に金属めっきを施す。このようにして、金属導体１３０及び金属導体２３０をそれぞ
れ形成する。また、スルーホール形成時に、外部素子と電気的に接続するため、パッドと
第１の入出力端子１１０及び第２の入出力端子２１０とを電気的に接続する。
【００７２】
　図６に、第１実施形態の電磁共鳴結合器１０の伝送特性を示す。設計値を点線で、実測
値を実線で示している。５．８ＧＨｚにおける伝送損失は約１．８ｄＢとなり、低損失で
電磁共鳴結合器１０を実現でき、高効率な信号及び電力伝送を行うことが可能でることを
示した。また、設計と実測とは、比較的精度を持って一致しており、前述した製造方法に
より作製が実現可能であることを示している。
【００７３】
　これまでは、第１のグランド配線１２０と第２のグランド配線２２０とを、それぞれ第
１の共振器１００と第２の共振器２００との同一平面上（同じ金属箔上）に形成する方法
を述べている。しかしながら、本発明はこれに限られるものではなく、例えば、図７に示
すように、異なる平面上に第１のグランド配線及び第２のグランド配線を形成することも
可能である。以下、図７を用いて説明する。
【００７４】
　第１の共振器１００と、第１の入出力端子１１０と、第１のグランドシールド１４０と
は、第１誘電体基板１０００の両面に形成した金属箔を、エッチングにより、任意の形状
へパターニングすることで形成する。第１のグランド配線１２０は、第１～第３誘電体基
板１０００～３０００とは異なる、第４誘電体基板１１００の片面に形成した金属箔を、
エッチングにより、任意の形状へパターニングすることにより形成する。
【００７５】
　同様に、第２の共振器２００と、第２の入出力端子２１０と、第２のグランドシールド
２４０とは、第２誘電体基板２０００の両面に形成した金属箔を、エッチングにより、任
意の形状へパターニングすることで形成する。第２のグランド配線２２０は第５誘電体基
板２１００の片面に形成した金属箔を、エッチングにより、任意の形状へパターニングす
ることにより形成する。
【００７６】
　金属箔をパターニングした第１及び第４誘電体基板１０００、１１００を金属箔が重な
らない向きでプレスを行い、同様に第２及び第５誘電体基板２０００、２１００もプレス
し、最後に第１の共振器１００と第２の共振器２００を対向させる向きで第３誘電体基板
３０００を層間膜とし、プレスを行い貼り合わせる。
【００７７】
　この製造方法を用いることで、第１のグランド配線１２０と第２のグランド配線２２０
との間の誘電体層（第３誘電体基板３０００）の距離を任意に形成することができる。
【００７８】
　第１の共振器１００及び第２の共振器２００の各周回長は、使用する周波数によって当
然変化する値であり、第１の共振器１００及び第２の共振器２００の各配線幅については
、共振器とグランドシールドとの間の距離、つまり、第１及び第２誘電体基板１０００及
び２０００の厚さにより、所望の特性インピーダンスを得るための可変の値である。
【００７９】
　当然ながら、第１実施形態は一例であり、使用周波数は５．８ＧＨｚに限定されるもの
ではなく、マイクロ波帯～ミリ波帯まで幅広く応用が可能である。
【００８０】
　この第１実施形態によれば、電磁共鳴結合器１０と送信回路と受信回路とを備える伝送
装置を、容易に製造することができる。すなわち、一般的に、高周波伝送装置をモジュー
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ル化する場合、受信回路チップ、送信回路チップ、及び絶縁素子を実装するために、リー
ドフレーム又は実装基板のような支持体を別途必要とする。これに対して、本発明の前記
実施形態では、絶縁素子である電磁共鳴結合器１０を含む基板７０１上に回路チップを配
置することができ、支持体を別途必要としないため、製造が容易になる。また、第１実施
形態によれば、高周波を用いる電磁共鳴結合器１０において、第１のグランド配線１２０
と、第２のグランド配線２２０と、金属導体１３０と、金属導体２３０とにより横方向の
高周波ノイズを低減することができ、電磁共鳴結合器１０を近接させた場合であっても干
渉することがない。また、第１実施形態によれば、送信回路と受信回路とのうちの少なく
とも１つは、基板７０１の主面上に配置されるため、主面上に配置された回路と端子との
間のワイヤー７０４を短くすることができる。
【００８１】
　（第２実施形態）
　本発明の第１実施形態は、電磁共鳴結合器１０の周辺にグランド配線１２０，２２０を
配置することで横方向の電磁ノイズの放射を低減する構造について説明している。
【００８２】
　これに対して、本発明の第２実施形態に係る電磁共鳴結合器１１では、第１の共振配線
１００の周辺を囲むように、第１のグランドシールドから第２のグランドシールドの方向
へ垂直方向に延びた第１のグランド壁３３０と、第２の共振配線の周辺を第１のグランド
壁３３０とは異なる位置で囲むように、第２のグランドシールドから第１のグランドシー
ルドの方向へ垂直方向に延びた第２のグランド壁４３０とを備え、第１のグランドシール
ドと第１のグランド壁３３０とは電気的に接続され、第２のグランドシールドと第２のグ
ランド壁４３０とは電気的に接続され、第１のグランド壁３３０と第２のグランド壁４３
０との間には第１の誘電体層３３２が存在して、電気的に接続されておらず、第２のグラ
ンド配線と第１のグランド壁４３０との間には第２の誘電体層４３２が存在して、電気的
に接続されておらず、第１のグランド壁と第２のグランド壁の間には第３の誘電体層が存
在し、電気的には接続されておらず、第１の誘電体層３３２と第２の誘電体層４３２との
位置が同一平面上に存在しないことを特徴とする。
【００８３】
　以下、本発明の第２実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。
【００８４】
　図８は、本発明の第２実施形態に係る共鳴結合器１１の構造の一例を示す斜視図である
。
【００８５】
　図９は、図８の電磁共鳴結合器１１を基板１２００，３２００，２２００のＹ軸方向を
通る平面（図８のＢ－Ｂ´線を通り、基板１２００，３２００，２２００に垂直な平面）
で切断した場合の断面図である。
【００８６】
　本発明の第２実施形態における電磁共鳴結合器１１は、第１の共振器３００と、第２の
共振器４００と、第１の入出力端子３１０と、第２の入出力端子４１０と、第１のグラン
ドシールド３４０と、第２のグランドシールド４４０と、第１の金属壁３３０と、第２の
金属壁４３０とを備えている。
【００８７】
　第１の共振器３００は、たとえば銅である金属配線によって形成された環状の伝送線路
であり、任意の位置の一部に開放部３０１を有している。
【００８８】
　第２の共振器４００は、たとえば銅である金属配線によって形成された環状の伝送線路
であり、任意の位置の一部に開放部４０１を有している。
【００８９】
　第１の共振器３００及び第２の共振器４００は、第３誘電体基板３２００により、一定
の距離が離された電気的に絶縁された異なる二つの面上にそれぞれ形成されて、図８及び
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図９の縦方向（上下方向）に対向している。
【００９０】
　第１の入出力端子３１０は、第１の共振器３００へ高周波信号の入出力を行う、たとえ
ば銅である金属配線により形成されている。第１の入出力端子３１０は、第１の共振器３
００の円環状の伝送線路の任意の位置から径方向外向きに突き出るように配置されている
。
【００９１】
　同様に、第２の入出力端子４１０は、第２の共振器４００へ高周波信号の入出力を行う
、たとえば銅である金属配線により形成されている。第２の入出力端子４１０は、第１の
共振器４００の円環状の伝送線路の任意の位置から径方向外向きに突き出るように配置さ
れている。
【００９２】
　図８において、第１の共振器３００及び第２の共振器４００の各形状は円環形状で図示
されているが、本発明の第１実施形態と同様に環状であればよく、四角形環状又は楕円形
環状等、他の形状の環状であっても構わない。
【００９３】
　第１のグランドシールド３４０は、第３誘電体基板３２００の下方に配置された第１誘
電体基板１２００を挟んで、第１の共振器３００が配置された平面とは異なる平面上に第
１の共振器３００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例とし
て、第１のグランドシールド３４０は、四角形平面で構成されている。
【００９４】
　第２のグランドシールド４４０は、第３誘電体基板３２００の上方に配置された第２誘
電体基板２２００を挟んで、第２の共振器４００が配置された平面とは異なる平面上に、
第２の共振器４００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例と
して、第２のグランドシールド４４０は、四角形平面で構成されている。
【００９５】
　第１の金属壁３３０は、外周部で第１のグランドシールド３４０から立設され、第１誘
電体基板１２００及び第３誘電体基板３２００を厚み方向に貫き、第２誘電体基板２２０
０の一部にまで埋め込まれ、かつ、第１の共振器３００から横方向（第１の共振器３００
の配置面沿い）に一定の間隔があけられ、第１の共振器３００の外周を囲むように湾曲し
た壁形状に配置された、たとえば銅である金属壁で形成されている。第１の金属壁３３０
と第１のグランドシールド３４０とは電気的に接続されている。
【００９６】
　第１の金属壁３３０と第２のグランドシールド４４０との間は、第１の誘電体層３３２
が存在して、電気的に接続されていない。
【００９７】
　第２の金属壁４３０は、外周部で第２のグランドシールド４４０から立設され、第２誘
電体基板２２００及び第３誘電体基板３２００を縦方向に貫き、第１誘電体基板１２００
の一部にまで埋め込まれ、かつ、第２の共振器４００から横方向（第２の共振器４００の
配置面沿い）に第１の金属壁３３０と重ならないように一定の間隔があけられ、第２の共
振器４００の外周を囲むように湾曲した壁形状に配置された、たとえば銅である金属壁で
形成されている。第２の金属壁４３０と第２のグランドシールド４４０とは電気的に接続
されている。第２の金属壁４３０と第２のグランドシールド３４０との間は、第２の誘電
体層４３２が存在して、電気的に接続されていない。また、第１の金属壁３３０と第２の
金属壁４３０との間には、横方向に第３の誘電体層５３２が存在して、第１の誘電体層３
３２と第２の誘電体層４３２と、第３の誘電体層５３２とは、本発明の第１実施形態で説
明した誘電体層と同様の効果を示す。
【００９８】
　本発明の第１実施形態では、第１のグランド配線１２０及び第２のグランド配線２２０
が縦方向に対向している部分において誘電体層（第３誘電体基板）３０００を形成してい
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る。これに対して、本発明の第２実施形態においては第１のグランド壁３３０と第２のグ
ランド壁４３０とが横方向に重なりを持っているため、垂直方向においては誘電体層の重
なりが存在しない。そのため、横方向のすべての部分においてグランドシールドが存在す
ることになる。
【００９９】
　誘電体層３３２，４３２，５３２の厚さ又は絶縁耐圧の関係に関しては、本発明の第１
実施形態と同様であるため、ここでの記載は省略するが、垂直方向の第１の誘電体層３３
２及び第２の誘電体層４３２だけではなく、横方向の第３の誘電体層５３２を利用するこ
とができるため、設計の自由度は高くなる。
【０１００】
　本発明の第２実施形態における製造方法についても、本発明の第１実施形態の製造方法
とほぼ同様であるため、記載は省略する。
【０１０１】
　図８において、第１の金属壁３３０は、第２の金属壁４３０の横方向の内側に配置され
ているように記載されているが、第２の金属壁４３０が第１の金属壁３３０の内側に配置
された場合であっても、第２実施形態の効果が変化することはない。
【０１０２】
　また、図１０に示すように、金属壁の代わりに、グランド配線３２０，４２０と複数の
ビア３３３，４３３とを配置しても構わない。すなわち、複数のスルーホールを形成した
のち、複数のスルーホールに金属導体を充填することにより、金属壁の代用とするように
してもよい。図１１は、図１０の電磁共鳴結合器１１を基板１２００，３２００，２２０
０のＹ軸方向を通る平面（図１０のＤ－Ｄ´線を通り、基板１２００，３２００，２２０
０に垂直な平面）で切断した場合の断面図である。
【０１０３】
　電磁共鳴結合器１２は、第１の共振器３００と、第２の共振器４００と、第１の入出力
端子３１０と、第２の入出力端子４１０と、第１のグランドシールド３４０と、第２のグ
ランドシールド４４０と、第１のグランド配線３２０と、第２のグランド配線４２０と、
複数の第１金属導体３３３と、複数の第２金属導体４３３とを備えている。
【０１０４】
　第１の共振器３００は、たとえば銅である金属配線によって形成された環状の伝送線路
であり、任意の位置の一部に開放部３０１を有している。
【０１０５】
　第２の共振器４００は、たとえば銅である金属配線によって形成された環状の伝送線路
であり、任意の位置の一部に開放部４０１を有している。第２の共振器４００は、第３誘
電体基板３２００により、一定の距離が離された電気的に絶縁された異なる二つの面上に
形成され縦方向に対向している。
【０１０６】
　第１の入出力端子３１０は、第１の共振器３００へ高周波信号の入出力を行う、たとえ
ば銅である金属配線により形成されている。第１の入出力端子３１０は、が第１の共振器
３００の円環状の伝送線路の任意の位置に配置されている。
【０１０７】
　同様に、第２の入出力端子４１０は、第２の共振器４００へ高周波信号の入出力を行う
、たとえば銅である金属配線により形成されている。第２の入出力端子４１０は、第１の
共振器４００の円環状の伝送線路の任意の位置に配置されている。
【０１０８】
　図１０において、第１の共振器３００及び第２の共振器４００の各形状は円環形状で図
示されているが、本発明の第１実施形態と同様に、環状であればよく、四角形環状又は楕
円形環状等、他の形状の環状であっても構わない。
【０１０９】
　第１のグランドシールド３４０は、第３誘電体基板３２００の下方に配置された第１誘
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電体基板１２００を挟んで、第１の共振器３００が配置された平面とは異なる平面上に、
第１の共振器３００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例と
して、第１のグランドシールド３４０は、四角形平面で構成されている。
【０１１０】
　第２のグランドシールド４４０は、第３誘電体基板３２００の上方に配置された第２誘
電体基板２２００を挟んで、第２の共振器２００が配置された平面とは異なる平面上に、
第２の共振器４００のレイアウト面積よりも十分に広い金属層で形成されている。一例と
して、第２のグランドシールド４４０は、四角形平面で構成されている。
【０１１１】
　第１のグランド配線３２０は、第１の共振器３００から横方向（第１の共振器３００の
配置面沿い）に一定の間隔があけられ、第１の共振器３００の外周を囲むように円環形状
に配置され、かつ、第２誘電体基板２２００の内部に形成される、たとえば銅である金属
配線によって形成された伝送線路である。
【０１１２】
　複数の第１金属導体３３３は、第１のグランド配線３２０から立設され、第１誘電体基
板１２００及び第３誘電体基板３２００を厚み方向に貫き、第２誘電体基板２２００の一
部にまで埋め込まれ、第１のグランド配線３２０と電気的に接続され、第１の共振器３０
０の外周を間隔をあけて囲むように複数本配置された、たとえば銅である複数の棒状の金
属導体で形成されている。第１のグランド配線３２０と第２のグランドシールド４４０と
の間は、第１の誘電体層３３２が存在し、電気的に接続されていない（図９において、第
１のグランド壁３３０の代わりに第１のグランド配線３２０が配置されていると仮定した
場合の第１の誘電体層３３２に対応。）。
【０１１３】
　第２のグランド配線４２０は、第２の共振器４００から横方向（第２の共振器４００の
配置面沿い）に一定の間隔があけられ、第１のグランド壁３３０とは異なる横方向の位置
にあり、第２の共振器４００の外周を囲むように円環形状に配置され、第１誘電体基板１
２００の内部に形成される、たとえば銅である金属配線によって形成された伝送線路であ
る。
【０１１４】
　複数の第２の金属導体４３３は、第２のグランド配線４２０から立設され、第２誘電体
基板２２００及び第３誘電体基板３２００を厚み方向に貫き、第１誘電体基板１２００の
一部にまで埋め込まれ、第２のグランド配線４２０と電気的に接続され、第２の共振器４
００の外周を間隔をあけて囲むように複数本配置された、たとえば銅である複数の棒状の
金属導体で形成されている。第２のグランド配線４２０と第１のグランドシールド３４０
との間は、第２の誘電体層４３２が存在し、電気的に接続されていない（図９において、
第２のグランド壁４３０の代わりに第２のグランド配線４２０が配置されていると仮定し
た場合の第２の誘電体層４３２に対応。）。
【０１１５】
　このようにして、第１のグランド壁及び第２のグランド壁を、より容易な製造工程であ
るスルーホールを利用した棒状の第１金属導体３３３と第２金属導体４３３によって形成
することができる。
【０１１６】
　図１０に示す構造にする場合、第１金属導体３３３と第２金属導体４３３の間にも誘電
体層（図９において、第１のグランド壁３３０と第２のグランド壁４３０との間の第３の
誘電体層５３２に対応する位置の誘電体層）が存在することになる。この誘電体層にも、
本発明の第１実施形態で示したように、実効波長と比較して十分に小さい間隔であれば、
前述したグランド壁と同等の効果がある。
【０１１７】
　このように、本発明の第２実施形態の構造を用いることにより、電磁共鳴結合器と送信
回路と受信回路とを備える伝送装置を、容易に製造することができるなどといった第１実
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施形態の種々の効果を奏することができる上に、横方向の電磁界シールド効果を向上させ
ることが可能となる。
【０１１８】
　（第３実施形態）
　本発明の第１及び第２実施形態は、電磁界ノイズを抑制するために横方向にシールドを
配置する構造を持つ電磁共鳴結合器１０，１１，１２について説明している。これに対し
て、本発明の第３実施形態に係る、電磁共鳴結合器を含む電力伝送装置では、第１又は第
２実施形態にかかる電磁共鳴結合器１０，１１，１２の上部に機能回路素子を実装するこ
とにより、電力伝送装置として集積化することを特徴とする。
【０１１９】
　以下、代表例として本発明の第１実施形態にかかる電磁共鳴結合器１０を電力伝送装置
５０に適用する場合について、図面を参照しながら説明する。
【０１２０】
　図１２は、本発明の第３実施形態に係る高周波伝送装置の一例としての電力伝送装置５
０の斜視図の一例である。
【０１２１】
　図１３は、図１２の電力伝送装置５０のＹ軸方向を通る平面（図１２のＣ－Ｃ´線を通
り、誘電体基板１０００，２０００，３０００に垂直な平面）で切断した場合の断面図で
ある。なお、基板以外の部分を理解しやすくするため、基板部分のハッチングは省略して
いる。図１４は、図１２の電力伝送装置５０を矢印の上面から見た平面図である。なお、
なお、共振器を理解しやすくするため、ハッチングを付している。
【０１２２】
　図１２に示す本発明の第３実施形態における機能回路チップ１００１は、高周波信号を
送受信する機能を持つ、いわゆる半導体ＩＣである。電力伝送装置５０は、本発明の第１
及実施形態の電磁共鳴結合器１０の第２のグランドシールド２４０上に機能回路チップ１
００１が実装されている。第１及び第２の入出力端子１１０、１２０は、スルーホール６
１０を介して第２のグランドシールド２４０をくり貫いて形成された入出力パッド６２０
に電気的に接続されている。第２のグランドシールド２４０と入出力パッド６２０とは電
気的に接続されていない。機能回路チップ１００１の高周波信号出力部と入出力パッド６
２０とは、たとえば金属ワイヤー５００により電気的に接続されている。
【０１２３】
　機能回路チップ１００１と電磁共鳴結合器１０とを電力伝送装置５０として集積化を行
う場合、低コスト化及び小型化のために、機能回路チップ１００１と電磁共鳴結合器１０
とを限りなく同サイズに作製したいという要望がある。たとえば、電磁共鳴結合器１０の
上部に機能回路チップ１００１を実装する場合、第２のグランドシールド２４０が機能回
路チップ１００１と比較して面積が限りなく大きい場合、機能回路チップ１００１からの
電磁界の放射は、第１の共振器１００及び第２の共振器２００に回り込まない。
【０１２４】
　しかし、実際には、製造コスト等の低減のため、グランドシールド２４０を有する電磁
共鳴結合器１０は、機能回路チップ１００１とできる限り同じ面積で作製することが望ま
しい。たとえば、図１２に示した本発明の第３実施形態のように機能回路チップ１００１
が、ほぼ同じ面積のグランドシールド２４０を有する電磁共鳴結合器１０上に実装されて
いる場合を考える。たとえば、機能回路チップ１００１の上面から１Ｗの高周波ノイズが
発生すると仮定した場合の高周波ノイズの電界分布を図１５の（１）に示す。図１５中の
中央付近の白色部分Ａ１及び斜線部分Ａ２部分は、電界が高い、つまり、高周波ノイズの
強い部分である。
図１５の（１）に示すように、第２の共振器２００上に比較的強い電界が分布しており、
第２のグランドシールド２４０のみでは、機能回路チップ１００１の横方向からの高周波
ノイズ放射を遮断することができないことがわかる。
【０１２５】
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　そこで、本発明の第１実施形態及び第２実施形態で説明したような横方向の高周波ノイ
ズを低減する電磁共鳴結合器１０を使用した場合を考える。前述した仮定と同条件での高
周波ノイズの電界分布を図１５の（２）に示す。第２の第２のグランド配線２２０の部分
が電界が強く、第２の共振器２００付近では比較的電界分布は小さい。つまり、機能回路
チップ１００１からの高周波ノイズは抑制されていることが可能となっている。
【０１２６】
　機能回路チップ１００１は、電磁共鳴結合器１０の誘電体基板の入出力パッド６２０な
どへ金属ワイヤー５００のボンディング以外の方法により電気的に接続されても構わない
。たとえば、図１６の斜視図、図１７の断面図、及び図１８の平面図に示すように、機能
回路チップ１００１に、多数の半田ボールで構成されるＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａ
ｒｒａｙ）５１０を生成し、フリップチップ実装し、電磁共鳴結合器１０と電気的に接続
することも可能である。なお、図１６及び図１７では、基板以外の部分を理解しやすくす
るため、基板部分のハッチングは省略している。図１８では、共振器を理解しやすくする
ため、ハッチングを付している。
【０１２７】
　さらに、第１及び第２のグランド配線１２０，２２０の外側に機能回路チップ１００１
から外部素子への端子６３０を配置しても良い。平面図を図１９に示すとともに、図１９
のＤ－Ｄ’での断面図を図２０に示す。なお、図１９では、共振器を理解しやすくするた
め、ハッチングを付している。グランド配線１２０及び２２０は、電磁共鳴結合器１０に
おいて機能的に絶縁を取る必要があるため、縦方向に間隔を空ける必要がある。しかし、
端子６３０は電磁共鳴結合器１０とは電気的に独立しているため、誘電体基板１０００，
２０００，３０００などを貫いて配置することができる。そのため、グランド配線１２０
及び２２０の外側に端子６３０を間隔をあけて複数個配置することで、グランド配線１２
０及び２２０の横方向の空間から漏れた僅かな電界をも遮断することが可能となり、シー
ルド機能を更に強化することができる。加えて、このシールド機能の強化だけでなく、チ
ップと他の素子との電気的な接続が容易になる。この端子６３０を取り出すために、端子
６３０は、例えば図２０に示すようなリード端子６４０と電気的に接続することができる
。なお、図２０では、基板以外の部分を理解しやすくするため、基板部分のハッチングは
省略している。リード端子６４０で取り出すことにより端子６３０と他の素子の端子との
間の距離が比較的大きく取れるため、沿面距離を確保することができ、耐圧を向上させる
ことができる。また、図２１に示すように、取り出しをＢＧＡ５１０で行っても構わない
。この構成とすることで、素子自体のサイズを低減することが可能である。なお、図２１
でも、基板以外の部分を理解しやすくするため、基板部分のハッチングは省略している。
【０１２８】
　上記のような構造とした後に追加する構造は、どのようなものでも構わない。当然なが
ら、樹脂又はメタル等のパッケージに封止しても問題ない。
【０１２９】
　また、機能回路チップ１００１は図面では集積化された単一のＩＣチップを示している
が、高周波送信部として、発振器又は増幅器、又は、高周波受信部として整流器等の機能
毎に別のチップを複数に分割して実装しても構わない。本願の図面では、機能回路チップ
１００１を単一のチップで電磁共鳴結合器１０の上面に配置しているが、グランド配線１
２０，２２０により横方向のノイズを防ぐことができているため、図２２に示すように電
磁共鳴結合器１０の横方向に配置することも可能である。なお、図２２でも、基板以外の
部分を理解しやすくするため、基板部分のハッチングは省略している。
【０１３０】
　本発明の第３実施形態では、一例として、第１～第３誘電体基板１０００～３０００に
高誘電率向きフィラーを高充電させたＰＰＥ樹脂を使用しているが、電磁共鳴結合器１０
に要求される周波数、大きさ、伝送損失、又は、絶縁耐圧等により、他の材料を使用する
ことも当然可能である。他の材料としては、たとえば、ＦＲ４（Flame Retardant Type 4
）等のガラスエポキシ基板、紙フェノール基板、紙エポキシ基板、ガラスコンポジット基
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板、又は、セラミック基板、ポリフェニレンエーテル樹脂基板、テフロン（登録商標）基
板等、一般的にプリント基板に使用されている材料は全て使用可能である。すなわち、電
磁共鳴結合器１０、１１、１２を、複数層の誘電体基板を有するプリント基板に形成する
ことが可能である。このように、一般的にプリント基板に使用されている材料を使用する
ことにより、電磁共鳴結合器１０、１１、１２を組み込むシステムの仕様に応じて最適な
基板材料を選択することが可能となり、システムへの配線等も含めた全体最適化を行うこ
とができる。
【０１３１】
　また、電磁共鳴結合器１０、１１、１２を、複数層の誘電体基板を有するプリント基板
に形成するとき、第１の材料からなる粒子が第２の材料中に分散されてなるコンポジット
材料を含むようにしてもよい。
【０１３２】
　これにより、主成分となる第２の誘電体基板の材料中の第１の材料の種類又は配合の割
合を変化させることによって、誘電率又は絶縁電界破壊強度を自由に設定することができ
る。また、第３実施形態では、第１及び第２実施形態と同様に、電磁共鳴結合器と送信回
路と受信回路とを備える伝送装置を、容易に製造することができるなどといった種々の効
果を奏することができる。
【０１３３】
　（第４実施形態）
　以下、本発明の第４実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図２３Ａは、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置の断面図の一例である。図２
３Ｂは第４実施形態に係る高周波伝送装置の平面図の一例である。
　本発明の第４実施形態における高周波伝送装置１７００は、基板７０１と、基板７０１
に内蔵される電磁共鳴結合器７１０と、送信回路７０２と、受信回路７０３と、封止材７
０５とで構成される。
　基板７０１に内蔵される電磁共鳴結合器７１０は、第１の共振器７１１と、第１の共振
器７１１の上方に配置された第２の共振器７１２と、基板７０１の上面上に配置された第
１の入出力端子７０８と、基板７０１の上面上に配置された第２の入出力端子７０９と、
基板７０１に内蔵された第１のビア７０６と、基板７０１に内蔵された第２のビア７０７
とを備える。
【０１３４】
　第１のビア７０６は、第１の共振器７１１と第１の入出力端子７０８とを電気的に接続
している。第２のビア７０７は、第２の共振器７１２と第２の入出力端子７０９を電気的
に接続している。
【０１３５】
　送信回路７０２と受信回路７０３とは、基板７０１の上面（主面）上に配置され、送信
回路７０２と第１の入出力端子７０８とは金属ワイヤー７０４で電気的に接続されている
。及び受信回路７０３と第２の入出力端子７０９とは金属ワイヤー７０４で電気的に接続
されている。　なお、図２３Ｂは、第４実施形態に係る高周波伝送装置の一例として、電
磁共鳴結合器７１０の入出力端子７０８，７０９に対して送信回路７０２と受信回路７０
３とが金属ワイヤー７０４での接続方向（図２３Ｂの左右方向又は基板７０１の長手方向
）に対向している状態の平面図である。なお、図２３Ｂ中、７０２ａ及び７０３ａは金属
ワイヤー７０４との接続用のパッドである。また、３つの第１の入出力端子７０８、第２
の入出力端子７０９、接続用のパッド７０２ａ及び７０３ａは、グランド、シグナル、グ
ランド（Ｇ－Ｓ－Ｇ）パッドとなっていてもよい。
【０１３６】
　このような構成にすれば、高周波信号の特性を劣化させることなく電気的に接続するこ
とが可能となるといった効果を奏することができる。当然ながら、前記第１の入出力端子
７０８、第２の入出力端子７０９、接続用のパッド７０２ａ及び７０３ａは通常のパッド
でも構わない。また、第４実施形態でも、第１及び第２実施形態と同様に、電磁共鳴結合
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器と送信回路と受信回路とを備える伝送装置を、容易に製造することができるなどといっ
た種々の効果を奏することができる。なお、以後の実施態様でも、第１～第４実施形態と
同様な構成を有する場合には、それぞれの構成に基づく作用効果を奏することができる。
　送信回路７０２と受信回路７０３との配置例は、これに限られるものではなく、例えば
、図２３Ｃに示すように、送信回路７０２と受信回路７０３とが金属ワイヤー７０４での
接続方向（図２３Ｂの左右方向又は基板７０１の長手方向）に対して斜め方向で対向して
配置されるようにしてもよい。
　このような構成にすれば、送信回路と受信回路との距離が離れるため、互いに熱や電磁
ノイズの影響を受けにくくできるといった効果を奏することができる。
【０１３７】
　また、図２３Ｄに示すように、送信回路７０２と受信回路７０３とが金属ワイヤー７０
４での接続方向（図２３Ｂの左右方向又は基板７０１の長手方向）に対して交差する方向
例えば直交方向で対向して配置されるようにしてもよい。
　このような構成にすれば、横方向のサイズを小さくでき、モジュールとして小型化する
ことが可能となるといった効果を奏することができる。
【０１３８】
　また、図２３Ｅに示すように、送信回路７０２と受信回路７０３とが１つのチップで構
成される送受信回路７２０に一体化されて、第３実施形態に類似するように、送受信回路
７２０が電磁共鳴結合器７１０の上方の基板７０１の上面（主面）に配置されるようにし
てもよい。この例では、図２３Ａにおいて、送信回路７０２と受信回路７０３とが１つの
送受信回路７２０に置き換えられた状態となる。
　このような構成にすれば、基板７０１へ配置されるチップ数が減少するため、ダイボン
ド等の実装が容易になるといった効果を奏することができる。
【０１３９】
　さらに、図２３Ｆに示すように、送信回路７０２と受信回路７０３とが電磁共鳴結合器
７１０の上方の領域内に完全に収まるように配置されてもよい。
　このような構成にすれば、基板７０１の余分なスペースを省くことができるため、モジ
ュールをより小型化することができるといった効果を奏することができる。
【０１４０】
　さらに、図２３Ｇに示すように、受信回路７０３が電磁共鳴結合器７１０の上方の領域
内に完全に収まるように配置され、送信回路７０２が電磁共鳴結合器７１０の上方の領域
から一部はみ出るように配置してもよい。
　このような構成にすれば、より、送信回路と受信回路との距離が離れるため、互いに熱
や電磁ノイズの影響を受けにくくできるといった効果を奏することができる。
また、図２３Ａ～図２３Ｇにおいて、第１の入出力端子７０８、送信回路入出力端子７０
２ａ及び第２の入出力端子７０９、受信回路入出力端子７０３ａはなるべくワイヤー７０
４が短くなるように配置されることが望ましい。
【０１４１】
　電磁共鳴結合器７１０について、具体的に図２４を用いて説明する。
　第１の共鳴配線の一例である第１の共振器７１１は、たとえば銅である金属配線によっ
て形成された環状の伝送線路であり、任意の位置の一部に開放部７１１ａを有している。
　第２の共鳴配線の一例である第２の共振器７１２は、たとえば銅である金属配線によっ
て形成された環状の伝送線路であり、任意の位置の一部に開放部７１２ａを有している。
　第１の共振器７１１及び第２の共振器７１２は、基板７０１の内部に形成される。第１
の共振器７１１と第２の共振器７１２は、基板７０１の内部において互いに異なる平面上
に対向して形成され、一定の距離が離されており、電気的に絶縁されている。第１の共振
器７１１及び第２の共振器７１２は、それぞれ、いわゆる高周波のアンテナ構造を折り曲
げて環状にしたものである。第１の共振器７１１及び第２の共振器７１２の線路長は、所
望の周波数で共振する長さである。つまり、一例として、所望の周波数の実効波長の１／
２の線路長とする。



(23) JP 6238175 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

【０１４２】
　図２４では、第１の共振器７１１及び第２の共振器７１２はそれぞれ円環形状をしてい
るが、四角枠形又は螺旋形状の伝送線路を用いた枠状又は環状でかつその一部に開放部を
有している構成でも構わない。
　また、伝送線路が異なる平面上に形成されて対向し、実効波長の１／２波長の線路長と
なっていれば、所望の周波数に対して共鳴現象が起こる。すなわち、枠状又は環状の伝送
線路でなくても、信号の伝送効率は減少するが、同様の効果を実現することは可能である
。
【０１４３】
　一例として、第１の共振器７１１及び第２の共振器７１２は、金属箔として厚さ３５μ
ｍの銅箔を使用し、基板７０１の材料として高誘電率向きフィラーを高充電させたポリフ
ェニレンエーテル樹脂（ＰＰＥ樹脂）を用いる。このＰＰＥ樹脂は、誘電率が１０であり
、絶縁電界破壊強度は２０ｋＶ／ｍｍである。このような高誘電率を持つ材料を使用する
ことにより、共振器の実効波長を短くすることが可能となり、電磁共鳴結合器７１０の小
型化が可能になる。
【０１４４】
　本発明の第４実施形態では、一例として、基板７０１の材料として高誘電率向きフィラ
ーを高充電させたＰＰＥ樹脂を使用しているが、電磁共鳴結合器７１０に要求される周波
数、大きさ、伝送損失、又は、絶縁耐圧等により、他の材料を使用することも当然可能で
ある。他の材料としては、たとえば、ＦＲ４（Ｆｌａｍｅ　Ｒｅｔａｒｄａｎｔ　Ｔｙｐ
ｅ　４）等のガラスエポキシ基板、紙フェノール基板、紙エポキシ基板、ガラスコンポジ
ット基板、セラミック基板、ポリフェニレンエーテル樹脂基板、又は、テフロン（登録商
標）基板等、一般的にプリント基板に使用されている材料は全て使用可能である。すなわ
ち、電磁共鳴結合器７１０を、複数層の誘電体基板を有するプリント基板に形成すること
が可能である。
【０１４５】
　このように、一般的にプリント基板に使用されている材料を使用することにより、電磁
共鳴結合器７１０を組み込むシステムの仕様に応じて最適な基板材料を選択することが可
能となり、システムへの配線等も含めた全体最適化を行うことができる。
　また、電磁共鳴結合器７１０を、複数層の誘電体基板を有するプリント基板に形成する
とき、第１の材料からなる粒子が第２の材料中に分散されてなるコンポジット材料を含む
ようにしてもよい。
　これにより、主成分となる第２の誘電体基板の材料中の第１の材料の種類又は配合の割
合を変化させることによって、誘電率又は絶縁電界破壊強度を自由に設定することができ
る。
【０１４６】
　図２５は、高周波伝送装置１７００の回路ブロック図の一例を示す図である。
　高周波伝送装置１７００は、電磁共鳴結合器７１０と、基板７０１、送信回路７０２と
、受信回路７０３と、を備える。
　電磁共鳴結合器７１０は、第１の共鳴配線（例えば、第１の共振器７１１）と、第１の
共鳴配線７１１と対向して設けられる第２の共鳴配線（例えば、第２の共振器７１２）と
、を備えている。
　送信回路７０２は、高周波信号を発生させる高周波信号発生部７０２ｂを備えている。
送信回路７０２は、入力信号を高周波信号で変調して高周波伝送信号を生成し、第１の共
鳴配線７１１に送る。
【０１４７】
　第１の共鳴配線７１１は、第２の共鳴配線７１２に、高周波伝送信号を伝送する。
　受信回路７０３は、第２の共鳴配線７１２に伝送された高周波伝送信号を整流し、入力
信号に応じた出力信号を生成する。このとき、受信回路７０３は、ダイオード又はキャパ
シタなどで構成される整流回路７０３ｂを備えていても良い。
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　送信回路７０２及び受信回路７０３は、それぞれ、例えば、半導体を用いた集積回路で
ある。
【０１４８】
　送信回路７０２には、例えば、マイクロ波である高周波信号を発生させる発振器、信号
を変調する変調器又はスイッチ回路、及び、信号を増幅する高周波増幅器などが含まれて
いても良い。
　送信回路７０２及び受信回路７０３は、それぞれ、例えば、シリコン又はガリウムヒ素
又は窒化ガリウムというどのような材料で形成されても良いが、第４実施形態の１つの実
施例においては、一例として、高周波特性に優れ、かつ大電力出力が可能な窒化ガリウム
を用いて送受信回路７０２，７０３を形成した。
　受信回路７０３には、例えば、高周波信号から元の信号を復元する整流回路などが含ま
れていても良い。当然ながら、これ以外の回路が含まれていても機能的には問題ない。
【０１４９】
　図２６は、本発明の第４実施形態に係る高周波伝送装置１７００の回路ブロック図の一
例である。図２６を用いて、第４実施形態に係る高周波伝送装置１７００の動作について
説明する。
　送信回路からの入力信号は、送信回路７０２において、例えば、発振器から発生させた
マイクロ波である高周波信号によって変調される。送信回路７０２からの変調波は、第１
の入出力端子７０８から第１の共振器７１１へ伝達される。第１の共振器７１１と第２の
共振器７１２は電気的に接続されていないが、電磁共鳴現象により、第１の共振器７１１
に入力された変調信号は第２の共振器７１２へ絶縁伝送される。第２の共振器７１２へ伝
送された変調信号は、第２の入出力端子７０９から受信回路７０３へ伝達され、整流回路
により元の信号を復元する。
【０１５０】
　送信回路７０２で発生する高周波信号は受信回路７０３で元の信号に復元されるため、
一般的な高周波伝送装置と異なり、高周波信号が高周波伝送装置１７００の外にそのまま
放射されることは無い。
　送信回路７０２及び受信回路７０３は、例えばエポキシ又はシリコンから成る封止材７
０５によって封止されている。これにより、外部からの衝撃及び温度変化による特性劣化
を軽減することが可能となっている。第４実施形態では、樹脂封止を行ったが、必要なけ
れば、樹脂封止は行わなくても構わない。
【０１５１】
　図２７は、比較例の構成を示す図である。
　図２７で示される比較例では、送信回路２及び受信回路３は、基板１上には、配置され
ていない。
【０１５２】
　この場合、送信回路２と第１の入出力端子８Ｔとをつなぐ金属ワイヤー４の長さが長く
なってしまう。同様に、受信回路３と第２の入出力端子９Ｔとをつなぐ金属ワイヤー４の
長さが長くなってしまう。さらに、その製造工程も複雑化してしまう。
　これに対して、図２３Ａ～図２３Ｇに示した第４実施形態の構成では、送信回路７０２
及び受信回路７０３が、基板７０１上に配置される。
【０１５３】
　このため、比較例の構成と比べて、送信回路７０２と第１の入出力端子７０８とをつな
ぐ金属ワイヤー７０４の長さ、及び、受信回路７０３と第２の入出力端子７０９とをつな
ぐ金属ワイヤー７０４の長さを、より短くすることができる。これにより、金属ワイヤー
７０４自体が持つ寄生インダクタンスや抵抗成分の影響を低減することができる。これに
より、例えば、より高周波での使用の際のインピーダンス不整合や出力低下を抑制するこ
とが可能となる。
【０１５４】
　また、送信回路７０２及び受信回路７０３を基板７０１上に配置することで、後述する
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図３７のように、バンプ７１５又は半田ボールにより、送信回路７０２及び受信回路７０
３を基板７０１に接続することも可能となる。これにより、ワイヤー長による抵抗正分野
インダクタンスの影響を無くし、より高周波、例えばミリ波帯で使用した際のインピーダ
ンスの不整合や出力低下を抑制することが可能となる。また、その製造工程も簡易化でき
る。
　なお、送信回路７０２及び受信回路７０３は、別々の半導体に集積されている必要はな
く、図２８に示すように送受信回路７２０として一つの半導体チップに集積されても良い
。このような形態にすることで、基板７０１に配置する半導体チップの数を少なくするこ
とができるため、実装を容易に行うことができるように成る。
【０１５５】
　なお、送信回路７０２と受信回路７０３のうち、いずれか１つのみが、基板７０１上に
配置されていても良い。
　例えば、図２９に示されるように、受信回路７０３のみが、基板７０１上に配置されて
いても良い。このとき、受信回路７０３の配置位置は、図３０に示されるように、電磁共
鳴結合器７１０の直上の領域以外の位置であっても良い。なお、電磁共鳴結合器７１０の
直上の領域以外の位置とは、一例として、高周波信号の配線用のワイヤー７０４の長さが
、なるべく短くなるような位置を意味している。以下の説明でも同様である。
【０１５６】
　もしくは、図３１に示されるように、送信回路７０２のみが、基板７０１上に配置され
ていても良い。このとき、送信回路７０２の配置位置は、図３２に示されるように、電磁
共鳴結合器７１０の直上の領域以外の位置であっても良い。
　また、図３３Ａ及び図３３Ｂに示すように、送信回路７０２及び受信回路７０３（又は
、少なくとも送信回路７０２）は、電磁共鳴結合器７１０の直上の領域以外の位置に配置
されていても良い。
【０１５７】
　電磁共鳴結合器７１０の共鳴現象は、電界だけではなく磁界を利用することにより、高
効率の伝送を実現している。後述する第５実施形態のような金属シールド７１３，７１４
は、電界ノイズを低減することができるが、磁界ノイズは金属シールドを貫くため、低減
することができない。電磁共鳴結合器７１０が、例えば、いわゆるコイル状などである場
合、直上部で磁界ノイズが大きくなってしまう。そこで、送信回路７０２及び受信回路７
０３（又は、少なくとも送信回路７０２）を電磁共鳴結合器７１０の直上の領域以外の位
置に配置することにより、この磁界ノイズの影響を最小限に抑制することが可能となる。
また、このように配置すれば、第６実施形態のように、放熱構造体７１７を送信回路の直
下に設けることもできる。
　また、図３４に示すように、受信回路７０３のみを直上領域以外の位置に配置しても、
磁界ノイズ低減の効果が得られる。
【０１５８】
　また、図３５に示すように、送信回路７０２のみを直上領域以外の位置に配置しても、
磁界ノイズ低減の効果が得られる。
　ここで、送信回路７０２は、高周波信号発生部７０２ｂなどを備えている。このため、
送信回路７０２と電磁共鳴結合器７１０とが近接していると、高周波発生部７０２ｂなど
からのノイズが、電磁共鳴結合器７１０に影響を与える可能性がある。
　このため、送信回路７０２からのノイズの影響を低減するためには、図３２及び図３３
Ａ及び図３５８に示すように、送信回路７０２は電磁共鳴結合器７１０の直上の領域以外
の位置に配置されることが望ましい。
【０１５９】
　一方で、受信回路７０３は、送信回路７０２と比較して、電磁共鳴結合器７１０への影
響は小さい。
　このため、受信回路７０３の配置のためのスペースを小さくするためには、図２３Ａ及
び図２９及び図３５に示すように、受信回路７０３は電磁共鳴結合器７１０の直上の領域
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に配置されることが望ましい。
【０１６０】
　これによれば、さらに、受信回路７０３と第２の入出力端子７０９とをつなぐ金属ワイ
ヤー７０４の長さを、より短くすることができる。これにより、金属ワイヤー７０４自体
が持つ寄生インダクタンスの影響を低減することができる。これにより、例えば、より高
周波での使用の際の出力低下を抑制することが可能となる。また、基板７０１の横側のシ
ールドも不要とすることができる。
　さらに、この構成によれば、電界遮蔽部の設置を簡略化できる。例えば、受信回路７０
３と電磁共鳴結合器７１０との間に電界遮蔽部を設ければ良い。これに対して、図２７及
び図３０の受信回路７０３の配置方法では、電磁共鳴結合器７１０の横側からの高周波ノ
イズの影響を低減するため、例えば、第２実施形態で示したようなグランド壁３３０，４
３０を有する構成が必要となる場合があり、電界遮蔽部の設置が複雑化する。
【０１６１】
　以上のように、図３５に示す構成では、電磁共鳴結合器７１０への影響が大きい送信回
路７０２は直上の領域には配置せず、かつ、電磁共鳴結合器７１０への影響が小さい受信
回路７０３は直上の領域に配置する。
　これにより、受信回路７０３の配置のためのスペースを小さくしながら、かつ、受信回
路７０３と第２の入出力端子７０９とをつなぐ金属ワイヤー７０４自体が持つ寄生インダ
クタンスの影響を低減し、かつ、電界遮蔽部の設置を簡略化し、さらに、送信回路７０２
からのノイズの影響を低減することができる。
　さらに、図３５に示すような構成であれば、後述する第６実施形態のように、発熱の大
きい送信回路７０２のための放熱構造体７１７を、基板７０１に設けることもできる。
【０１６２】
　なお、下記する第５実施形態のような金属シールド７１３，７１４を合わせて配置する
ことにより、電界ノイズ及び磁界ノイズ両方の影響を低減することが可能となる。
【０１６３】
　（第５実施形態）
　本発明の第５実施形態に係る高周波伝送装置１７０１では、電磁共鳴結合器７１０の上
下部が、電界遮蔽部の一例である金属シールド７１３，７１４で覆われていることを特徴
とする。
【０１６４】
　以下、本発明の第５実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図３６は、本発明の第５実施形態に係る高周波伝送装置１７０１の断面図の一例である
。
　本発明の第５実施形態における高周波伝送装置１７０１は、基本的な構造は図２３Ａに
示す第４実施形態の高周波伝送装置１７００と同じであり、同じ部材には同じ参照符号を
付して説明を省略し、異なる点について、主として説明する。
　基板７０１の下面に配置され、基板７０１内の電磁共鳴結合器７１０を覆うように第１
の金属シールド７１３が形成されている。同様に、基板７０１の上面（主面）に配置され
、基板７０１内の電磁共鳴結合器７１０を覆うように第２の金属シールド７１４が形成さ
れている。
【０１６５】
　すなわち、第１の金属シールド７１３は、第１の共振器７１１とは異なる平面上でかつ
第１の共振器７１１の下方に配置された十分に広い金属層で構成されている。
　また、第２の金属シールド７１４は、第２の共振器７１２とは異なる平面上でかつ第２
の共振器７１２の上方に配置された十分に広い金属層で構成されている。
【０１６６】
　電磁共鳴結合器７１０の第１の共振器７１１及び第２の共振器７１２は、高周波信号を
伝送するため、電界ノイズが外に放射してしまう。そのため、第４実施形態に示したよう
に、電磁共鳴結合器７１０から送信回路７０２及び受信回路７０３へ高周波電波が伝達さ
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れてノイズとなり、誤動作を引き起こしてしまうことになる。
　そこで、本第５実施形態にように、第１及び第２の金属シールド７１３，７１４を配置
することにより、電界ノイズが外に放射すること、あるいは、外からの電界ノイズが電磁
共鳴結合器７１０の内部へ侵入することを第１及び第２の金属シールド７１３，７１４で
防止する事が可能となる。
【０１６７】
　なお、第２の金属シールド７１４のみでも効力を発揮する。下側の第１の金属シールド
７１３を配置すれば、高周波伝送装置の周囲の他の配線からの電界ノイズが電磁共鳴結合
器７１０の内部へ侵入することができる。
　また、送受信回路７０２，７０３と基板７０１への実装は、ワイヤーではなく、図３７
に示すように、バンプ７１５又は半田ボールのようなものでも構わない。ワイヤーで入出
力端子７０８，７０９と電気的に接続した場合、ワイヤー自体が持つ寄生インダクタンス
の影響で、集積回路のチップ時と高周波伝送装置に組み込んだ際とで高周波特性が変化し
てしまうことがある。このように、バンプ７１５で接続することで、ワイヤー長によるイ
ンダクタンス及び配線抵抗の影響を無くし、より高周波、例えばミリ波帯で使用した際の
インピーダンスの不整合や出力低下を抑制することが可能となる。
【０１６８】
　（第６実施形態）
　以下、本発明の第６実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図３８は、本発明の第６実施形態に係る高周波伝送装置１７０２の断面図の一例である
。
　送信回路７０２はアナログ回路であることが多いため、一般的なデジタル回路と異なり
、定常電流が比較的大きい。また、高周波を利用するため、低周波用の回路と比較して電
力効率が低い。そのため、送信回路７０２からの発熱が大きくなってしまうという課題が
ある。
【０１６９】
　そこで、送信回路７０２の下に放熱構造体７１７を設ける。すなわち、一例を示せば、
図３８に示すように送信回路２の直下に金属層７１６を配置し、金属層７１６と放熱ビア
７１７とを物理的に接続する。これにより、放熱性を向上させることが可能となる。
　金属層７１６は、第２の金属シールド７１４、及び、第１、第２の入出力端子７０８，
７０９と同一平面上に形成することが可能である。そのため、特殊なプロセス上の工程は
必要ない。
　放熱ビア７１７についても、第１のビア７０６及び第２のビア７０７と同一の工程で形
成することが可能である。
　さらに、放熱性を向上させるためには、放熱ビア７１７の下部を別のヒートシンク等に
物理的に接続することが望ましい。また、封止材７０５を無くす、あるいはより放熱性の
高い材料に置き換えることも効果的である。
【０１７０】
　（第７実施形態）
　以下、本発明の第７実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　図３９は、本発明の第７実施形態に係る高周波伝送装置１７０３の平面図の一例である
。
　２系統以上の絶縁伝送を行う際は、同じ種類の素子を複数個使用する必要がある。その
ため、モジュールを実装した際の評価基板のフットプリントが大きくなるという課題、及
び、実装コストが大きくなるという課題がある。
　そこで、第７実施形態では、１組の送信回路７０２及び受信回路７０３に対して、複数
の電磁共鳴結合器７１０Ａ，７１０Ｂを備え、同時に２系統以上の絶縁信号伝送を行うこ
とを特徴とする高周波伝送装置１７０３を提供する。
【０１７１】
　具体的には、図３９に示すように、本発明の第７実施形態における高周波伝送装置１７
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０３は、基板７０１と、基板７０１に内蔵される第１の電磁共鳴結合器７１０Ａと、基板
７０１に内蔵されかつ第１の電磁共鳴結合器７１０Ａに伝送される信号とは別の信号を伝
送する第２の電磁共鳴結合器７１０Ｂと、送信回路７０２と、受信回路７０３と、封止材
７０５とで構成される。基板７０１にそれぞれ内蔵される第１の電磁共鳴結合器７１０Ａ
及び第２の電磁共鳴結合器７１０Ｂは、第１の入出力端子７０８と、第２の入出力端子７
０９とを備える。送信回路７０２と受信回路７０３とは基板７０１の上面（主面）に配置
され、送信回路７０２と第１の入出力端子７０８とは金属ワイヤー７０４で電気的に接続
されている。受信回路７０３と第２の入出力端子７０９とは金属ワイヤー７０４で電気的
に接続されている。
【０１７２】
　このような構成にすれば、１組の送信回路７０２及び受信回路７０３に対して、複数の
電磁共鳴結合器７１０Ａ，７１０Ｂを備えているので、同時に２系統以上の絶縁信号伝送
を行うことができて、モジュールを実装した際の評価基板のフットプリントを小さくする
ことができ、かつ、実装コストも小さくすることができる。
　また、図４０に示したような、１素子で複数系統の絶縁伝送が可能な電磁共鳴結合器７
２１がＷＯ２０１３/０６５２３８号（特許文献３）において提案されている。この特許
文献３に開示されている従来の電磁共鳴結合器７２１は、２つの電磁鳴結合器を１つの電
磁共鳴結合器７２１にしたものである。
【０１７３】
　この従来の電磁共鳴結合器７２１は、所望の波長の１／２の長さで電流と電圧とが共振
することで電磁共鳴を行っている。共振器長はこの関係から決定される。共振器長の中心
部分、つまり、１／２波長の中心部は、信号の電流が最大でかつ電圧が最小の点となって
いる。つまり、この部分が接地されているのと同じ現象とみなせる。
　そこで、特許文献３に記載されているような、波長の１/２の長さの線路の中心に、グ
ランド７２３と設置するための端子分離用シャント７２２又はビアで裏面等のグランドと
接続し、そこから対称の位置に二つの端子を設けた電磁共鳴結合器７２１が提案されてい
る。この端子分離用シャント７２２とビア等とを設けることで、従来の半分の１／４波長
で共振させることができるようになっている。
【０１７４】
　また、この端子分離用シャント７２２、又はビアによって、２つの端子の間にショート
点があることから、そこで高周波が反射され、２つの入力信号を分離することができる。
つまり、入力１から入った信号は出力１のみに、入力２から入った信号は出力２のみに、
それぞれ伝送される。図４１に前述した特許文献３の電磁共鳴結合器７２１の特性を示す
。例えば、５．８ＧＨｚにおいて入力１から出力１へは１．５ｄＢと低損失で伝送されて
いるが、入力１から出力２へは信号が２５ｄＢ以上減衰して伝送されないことが確認でき
る。電磁共鳴結合器７２１は受動素子であるので、入力２から出力２および入力２から出
力１の高周波特性は、前述した特性とほぼ等しくなる。
【０１７５】
　図３９に示したように２系統の絶縁伝送を行うためには、２つの電磁共鳴結合器７１０
が必要であった。これに対して、本発明の前記第７実施形態の変形例として、図４２及び
図４３Ａ及び図４３Ｂに高周波伝送装置１０７１を示すように図４０の電磁共鳴結合器７
２１を２個用いて基板７０１に内蔵することで、電磁共鳴結合器７２１を２つ用いて２系
統の絶縁伝送を１つの電磁共鳴結合器素子で実現することができる。なお、図４３Ａは、
図４２の高周波伝送装置１０７１の構成の一例を示す断面図である。図４３Ｂは、図４２
の高周波伝送装置１０７１の構成の別の例を示す断面図である。
【０１７６】
　よって、この前記電磁共鳴結合器７２１を、図４２に示すように用いることで、モジュ
ールサイズ全体を小さくでき、さらなる小型化を行うことができる。
　なお、本発明を第１～第７実施形態及び変形例に基づいて説明してきたが、本発明は、
前記の第１～第７実施形態及び変形例に限定されないのはもちろんである。例えば、第４
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実施形態～第７実施形態のいずれかの高周波伝送装置において、電磁共鳴結合器の周囲に
金属壁、すなわち、第２実施形態の第１の金属壁３３０と第２の金属壁４３０とを備える
ようにしてもよい。
【０１７７】
　また、一例として、図４４及び図４５に示すように、複数の実施形態（例えば、第６実
施形態と第４実施形態）を組み合わせて、送受信回路が１チップで構成される送受信回路
７２０で、かつ、放熱構造体７１７と金属シールド７１３，７１４とが付いた高周波伝送
装置１７０２Ａとしてもよい。この場合は、組み合わせた実施形態の効果をそれぞれ発揮
することができる。
【０１７８】
　なお、前記様々な実施形態又は変形例のうちの任意の実施形態又は変形例を適宜組み合
わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１７９】
　本発明にかかる電磁共鳴結合器は、共振器の、基板の厚み方向のみならず厚み方向と直
交する横方向に、高周波シールドを配置することにより、高周波ノイズの放射を抑制する
電磁共鳴結合器を提供することができる。また、その電磁共鳴結合器を用いて機能回路チ
ップと集積化することで、小型のアイソレータ又は、絶縁型電力伝送装置などの高周波伝
送装置として利用することが可能である。また、本発明にかかる高周波伝送装置は、電磁
共鳴結合器を基板上に形成し、送受信回路と集積化することで、小型のモジュールとする
ことができる。このような高周波伝送装置は、インターフェイスの入出力に利用するアイ
ソレータ、又は、絶縁型電力伝送装置として利用することが可能である。
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形又は修正は明白である。そのような変
形又は修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その
中に含まれると理解されるべきである。
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