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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通接続端子、第１端子及び第２端子と、
　前記共通接続端子と前記第１端子とを結ぶ第１経路上に配置された第１フィルタと、
　前記共通接続端子と前記第２端子とを結ぶ第２経路上に配置された第２フィルタと、を
備え、
　前記第１フィルタは、
　　前記第１経路上に配置された１以上の直列腕共振子と、
　　前記第１経路とグランドとを結ぶ経路上に配置された２以上の並列腕共振子と、
　　を有し、
　前記１以上の直列腕共振子および前記２以上の並列腕共振子の各共振子は、基板上に形
成された一対の櫛歯状電極からなるＩＤＴ電極および反射器を有し、
　前記２以上の並列腕共振子の各共振子が有する前記ＩＤＴ電極は、
　　複数の第１電極指と、前記第１電極指と間挿し合っている複数の第２電極指とを有し
、
　前記複数の第１電極指の先端を結ぶ方向及び前記複数の第２電極指の先端を結ぶ方向は
、弾性波伝搬方向と交叉しており、
　前記複数の第１電極指および前記複数の第２電極指は、先端における電極指幅が中央部
における電極指幅よりも広い第３電極指、および、先端における電極指幅が中央部におけ
る電極指幅以下である第４電極指、の少なくとも一方で構成されており、
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　前記２以上の並列腕共振子のうち前記共通接続端子に最も近い並列腕共振子を構成する
前記複数の第１の電極指および前記複数の第２の電極指に占める前記第４電極指の本数比
率は、その他の前記２以上の並列腕共振子が有する前記複数の第１の電極指および前記複
数の第２の電極指に占める前記第４電極指の本数比率よりも高い、
　マルチプレクサ。
【請求項２】
　前記２以上の並列腕共振子のうち前記共通接続端子に最も近い並列腕共振子を構成する
前記第３電極指の本数は、その他の前記２以上の並列腕共振子を構成する前記第３電極指
の本数よりも少ない、
　請求項１に記載のマルチプレクサ。
【請求項３】
　前記２以上の並列腕共振子のうち前記共通接続端子に最も近い並列腕共振子の前記ＩＤ
Ｔ電極は、前記第３電極指を含まず、
　前記その他の並列腕共振子の前記ＩＤＴ電極は、前記第３電極指を含む、
　請求項１または２に記載のマルチプレクサ。
【請求項４】
　前記複数の第１電極指の先端を結ぶ方向と、前記複数の第２電極指の先端を結ぶ方向と
は、交叉していない、
　請求項１～３のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項５】
　アンテナに接続されるアンテナ接続端子と前記共通接続端子との間の接続経路に接続さ
れた第１インダクタンス素子を有する、
　請求項１～４のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項６】
　前記共通接続端子と前記第１フィルタとの間の接続経路に直列接続された第２インダク
タンス素子を有する、
　請求項１～５のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項７】
　前記第１フィルタは、前記１以上の直列腕共振子及び前記２以上の並列腕共振子で構成
されるラダー型のフィルタ構造を有する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項８】
　前記第１フィルタは、さらに、前記第１経路上に配置された縦結合型のフィルタ構造を
有する、
　請求項１～７のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項９】
　前記基板は、
　前記ＩＤＴ電極が一方の主面上に形成された圧電体層と、
　前記圧電体層を伝搬する弾性波音速よりも、伝搬するバルク波音速が高速である高音速
支持基板と、
　前記高音速支持基板と前記圧電体層との間に配置され、前記圧電体層を伝搬する弾性波
音速よりも、伝搬するバルク波音速が低速である低音速膜と、を備える、
　請求項１～８のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項１０】
　前記第１フィルタを含む２つのフィルタを備える第１デュプレクサ、及び、第２デュプ
レクサによって構成されている、
　請求項１～９のいずれか１項に記載のマルチプレクサ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載のマルチプレクサと、
　前記マルチプレクサに接続された増幅回路と、を備える、
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　高周波フロントエンド回路。
【請求項１２】
　アンテナ素子で送受信される高周波信号を処理するＲＦ信号処理回路と、
　前記アンテナ素子と前記ＲＦ信号処理回路との間で前記高周波信号を伝達する請求項１
１に記載の高周波フロントエンド回路と、を備える、
　通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾性波フィルタを備えるマルチプレクサ、高周波フロントエンド回路および
通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の携帯電話端末等の通信装置は、一端末で複数の周波数帯域および複数の無線方式
、いわゆるマルチバンド化およびマルチモード化に対応することが要求されている。これ
に対応すべく、通信装置の１つのアンテナの直下には、複数の無線搬送周波数を有する高
周波信号を分波するマルチプレクサが配置される。マルチプレクサを構成する複数の帯域
通過型フィルタとしては、通過帯域内における低損失性および通過帯域周辺における通過
特性の急峻性を特徴とする弾性波フィルタが用いられる（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１には、複数の弾性表面波フィルタが共通接続端子に接続された構成を有する
弾性表面波装置（ＳＡＷデュプレクサ）が開示されている。当該弾性表面波装置では、一
の弾性表面波フィルタを共通接続端子側から見たインピーダンスと、当該一の弾性表面波
フィルタ以外の弾性表面波フィルタを共通接続端子側から見た合成インピーダンスとを複
素共役の関係にすることで、弾性表面波装置の共通接続端子側からみたインピーダンスを
特性インピーダンスに整合させている。これにより、弾性表面波装置の挿入損失の劣化を
低減している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１６／２０８６７０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術に係る弾性表面波装置では、上記一の弾性表面波フィルタの共通接続端子側か
ら見たインピーダンスを、よりショート側に配置させるべく、複数の並列腕共振子のうち
共通接続端子に最も近い位置に配置された並列腕共振子の容量を、他の並列腕共振子に比
べて大きくしている。これに起因して、当該一の弾性表面波フィルタの通過帯域の低周波
側の急峻性を悪化させないように、複数の並列腕共振子のうち共通接続端子に最も近い位
置に配置された並列腕共振子の共振周波数を、他の並列腕共振子の共振周波数よりも低く
している。そのため、通過帯域外の高周波側の阻止域に生じるべきストップバンドリップ
ルが、通過帯域内の高周波端に生じてしまい、当該弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭
小化するという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記課題を解決するためになされたものであって、弾性表面波フィ
ルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制することができるマルチプレクサ、高周波フロン
トエンド回路および通信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】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係るマルチプレクサは、共通接続端子、
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第１端子及び第２端子と、前記共通接続端子と前記第１端子とを結ぶ第１経路上に配置さ
れた第１フィルタと、前記共通接続端子と前記第２端子とを結ぶ第２経路上に配置された
第２フィルタと、を備え、前記第１フィルタは、前記第１経路上に配置された１以上の直
列腕共振子と、前記第１経路とグランドとを結ぶ経路上に配置された２以上の並列腕共振
子と、を有し、前記１以上の直列腕共振子および前記２以上の並列腕共振子の各共振子は
、基板上に形成された一対の櫛歯状電極からなるＩＤＴ電極および反射器を有し、前記２
以上の並列腕共振子の各共振子が有する前記ＩＤＴ電極は、複数の第１電極指と、前記第
１電極指と間挿し合っている複数の第２電極指とを有し、前記複数の第１電極指の先端を
結ぶ方向及び前記複数の第２電極指の先端を結ぶ方向は、弾性波伝搬方向と交叉しており
、前記２以上の並列腕共振子を構成する前記ＩＤＴ電極は、前記複数の第１電極指および
前記複数の第２電極指のうち前記先端における電極指幅が中央部における電極指幅よりも
広い第３電極指、および、前記先端における電極指幅が中央部における電極指幅以下であ
る第４電極指、の少なくとも一方で構成されており、前記２以上の並列腕共振子のうち前
記共通接続端子に最も近い並列腕共振子を構成する前記複数の第１の電極指および前記複
数の第２の電極指に占める前記第４電極指の本数比率は、その他の並列腕共振子が有する
前記複数の第１の電極指および前記複数の第２の電極指に占める前記第４電極指の本数比
率よりも高い。
【０００８】
　圧電体層を用いて形成された１ポートの弾性表面波を利用した共振子では、共振周波数
と反共振周波数との間に、いわゆるストップバンドリップルが発生し、かつ周波数が低く
なるため、通過帯域内の伝送特性を劣化させる場合がある。この対策として、ＩＤＴ電極
の複数の電極指のそれぞれのバスバー電極と接続された一端と反対側の先端同士を結ぶ方
向が、弾性波伝搬方向と交叉するように、ＩＤＴ電極の交叉幅に重み付けをした交叉幅重
み付けＩＤＴ電極が用いられる。また、この交叉幅重み付けＩＤＴと組み合わせて、通過
帯域内の挿入損失をさらに改善するため、電極指先端の電極指幅を電極指中央部の電極指
幅よりも広くした、いわゆる異型フィンガが用いられる。この構成により、ＩＤＴ電極に
おいて、いわゆる横モードリップルが発生するのを抑制することができる。
【０００９】
　また、交叉幅重み付けＩＤＴ電極および異型フィンガが用いられた１ポートの弾性表面
波で構成された第１フィルタにおいて、当該第１フィルタの共通接続端子に最も近い並列
腕共振子について、当該並列腕共振子を構成する全ての電極指に対する異型フィンガの本
数割合を、その他の並列腕共振子の異型フィンガの本数割合より低くする。この構成によ
り、第１フィルタを構成する全ての並列腕共振子の異型フィンガの本数割合を同等とした
場合と比較して、通過帯域高域側において、第１フィルタのフィルタ特性が劣化するのを
抑制することができる。
【００１０】
　また、ＩＤＴ、圧電膜、低音速膜、高音速膜および支持基板の積層構造の基板上に各共
振子のＩＤＴ電極が形成されているので、当該ＩＤＴ電極を含む各共振子のＱ値を高い値
に維持できる。
【００１１】
　これにより、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制することができる
。
【００１２】
　また、前記２以上の並列腕共振子のうち前記共通接続端子に最も近い並列腕共振子を構
成する前記第３電極指の本数は、その他の並列腕共振子を構成する前記第３電極指の本数
よりも少なくてもよい。
【００１３】
　これにより、第１フィルタの共通接続端子に最も近い並列腕共振子について、異型フィ
ンガの本数割合を、その他の並列腕共振子の異型フィンガの本数割合より低くし、かつ、
第１フィルタの共通接続端子に最も近い並列腕共振子を構成する異型フィンガの本数を、
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その他の並列腕共振子の異型フィンガの本数より少なくするので、各並列腕共振子を構成
する各ＩＤＴ電極の対数および交叉幅などの電極パラメータが異なっても、通過帯域内の
リップルを効果的に抑制することが可能となる。したがって、弾性表面波フィルタの通過
帯域幅が狭小化するのを抑制することができる。
【００１４】
　また、前記２以上の並列腕共振子のうち前記共通接続端子に最も近い並列腕共振子の前
記ＩＤＴ電極は、前記第３電極指を含まず、前記その他の並列腕共振子の前記ＩＤＴ電極
は、前記第３電極指を含んでもよい。
【００１５】
　これにより、通過帯域内のリップルを最も効果的に抑制することが可能となる。したが
って、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制することができる。
【００１６】
　また、前記複数の第１電極指の先端を結ぶ方向と、前記複数の第２電極指の先端を結ぶ
方向とは、交叉していなくてもよい。
【００１７】
　ＩＤＴ電極の複数の第１電極指の先端同士を結ぶ方向と、複数の第２電極指の先端同士
を結ぶ方向とが交叉していない、いわゆる傾斜型ＩＤＴを用いることにより、いわゆる横
モードリップルが発生するのを抑制するとともに、通過帯域内の伝送特性の劣化を抑制す
ることができる。したがって、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制す
ることができる。
【００１８】
　また、アンテナに接続されるアンテナ接続端子と前記共通接続端子との間の接続経路に
接続された第１インダクタンス素子を有してもよい。
【００１９】
　これにより、共通端子から見たマルチプレクサの複素インピーダンスを微調整すること
ができる。
【００２０】
　また、前記共通接続端子と前記第１フィルタとの間の接続経路に直列接続された第２イ
ンダクタンス素子を有してもよい。
【００２１】
　これにより、第１フィルタの通過帯域外の帯域を通過帯域とするフィルタのインピーダ
ンスは誘導性となるので、共通接続端子から見たマルチプレクサの複素インピーダンスを
誘導性側方向へと微調整することが可能となる。また、複素共役の関係を利用して、共通
接続端子から見たマルチプレクサの複素インピーダンスを特性インピーダンスに調整する
ことができる。
【００２２】
　また、前記第１フィルタは、前記１以上の直列腕共振子及び前記２以上の並列腕共振子
で構成されるラダー型のフィルタ構造を有してもよい。
【００２３】
　これにより、第１フィルタの低損失性を確保しつつ、通過帯域内のリップルを抑制する
ことが可能となる。したがって、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制
することができる。
【００２４】
　また、前記第１フィルタは、さらに、前記第１経路上に配置された縦結合型のフィルタ
構造を有してもよい。
【００２５】
　これにより、減衰強化等の要求されるフィルタ特性に適応することが可能となる。
【００２６】
　また、前記基板は、前記ＩＤＴ電極が一方の主面上に形成された圧電体層と、前記圧電
体層を伝搬する弾性波音速よりも、伝搬するバルク波音速が高速である高音速支持基板と
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、前記高音速支持基板と前記圧電体層との間に配置され、前記圧電体層を伝搬する弾性波
音速よりも、伝搬するバルク波音速が低速である低音速膜と、を備えてもよい。
【００２７】
　これにより、圧電体層を有する基板上に形成されたＩＤＴ電極を含む各共振子のＱ値を
高い値に維持できる。
【００２８】
　また、前記第１フィルタを含む２つのフィルタを備える第１デュプレクサ、及び、第２
デュプレクサによって構成されていてもよい。
【００２９】
　これにより、複数のデュプレクサを備えるマルチプレクサについて、通過帯域内のリッ
プルを抑制することができる。したがって、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化す
るのを抑制することができる。
【００３０】
　また、本発明の一態様に係る高周波フロントエンド回路は、上述した特徴を有するマル
チプレクサと、前記マルチプレクサに接続された増幅回路と、を備える。
【００３１】
　これにより、通過帯域内のリップルを抑制し、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小
化するのを抑制することができる高周波フロントエンド回路を提供できる。
【００３２】
　また、本発明の一態様に係る通信装置は、アンテナ素子で送受信される高周波信号を処
理するＲＦ信号処理回路と、前記アンテナ素子と前記ＲＦ信号処理回路との間で前記高周
波信号を伝達する上述した特徴を有する高周波フロントエンド回路と、を備える。
【００３３】
　これにより、通過帯域内のリップルを抑制し、弾性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小
化するのを抑制することができる通信装置を提供できる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明に係るマルチプレクサ、高周波フロントエンド回路および通信装置によれば、弾
性表面波フィルタの通過帯域幅が狭小化するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、実施の形態１に係るマルチプレクサの回路構成図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係るマルチプレクサを構成するＢａｎｄ２５の受信側フ
ィルタの回路構成図である。
【図３Ａ】図３Ａは、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタの共振子を模式
的に表す概略構成図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）および（ｃ）は断面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、Ｂａｎｄ２５の受信側フィルタの共振子の他の例を模式的に表す断
面図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタのＩＤＴ電極の平面
図である。
【図５Ａ】図５Ａは、実施の形態１に係るマルチプレクサにおけるＢａｎｄ２５の受信側
フィルタの伝送特性を示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、図５Ａの一部を拡大したグラフである。
【図６Ａ】図６Ａは、実施の形態１に係るマルチプレクサにおけるＢａｎｄ２５の受信側
フィルタの、インダクタンス素子を接続する前のインピーダンス特性を示すスミスチャー
トである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、実施の形態１に係るマルチプレクサにおけるＢａｎｄ２５の受信側
フィルタの、インダクタンス素子を接続した後のインピーダンス特性を示すスミスチャー
トである。
【図７】図７は、実施の形態１および比較例に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタの通過
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特性を比較したグラフである。
【図８】図８は、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタの共通接続端子に最
も近い並列腕共振子の共振特性を、比較例と比べて示すグラフである。
【図９Ａ】図９Ａは、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタの共通接続端子
に最も近い並列腕共振子の共振特性を、比較例と比べて示すグラフである。
【図９Ｂ】図９Ｂは、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタの共通接続端子
に最も近い並列腕共振子の反射特性を、比較例と比べて示すグラフである。
【図１０】図１０は、変形例に係るマルチプレクサの回路構成図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る高周波フロントエンド回路の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態について、実施の形態および図面を用いて詳細に説明する。
なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである
。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続
形態などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。以下の実施の形態における構
成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素とし
て説明される。また、図面に示される構成要素の大きさまたは大きさの比は、必ずしも厳
密ではない。
【００３７】
　（実施の形態１）
　［１．マルチプレクサの基本構成］
　本実施の形態では、ＴＤ－ＬＴＥ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）規格のＢａｎｄ２５（送信通過帯域：１８５０－１９１５ＭＨｚ
、受信通過帯域：１９３０－１９９５ＭＨｚ）およびＢａｎｄ６６（送信通過帯域：１７
１０－１７８０ＭＨｚ、受信通過帯域：２０１０－２２００ＭＨｚ）に適用されるクワッ
ドプレクサについて例示する。
【００３８】
　本実施の形態に係るマルチプレクサ１は、Ｂａｎｄ２５用デュプレクサとＢａｎｄ６６
用デュプレクサとが共通接続端子５０で接続されたクワッドプレクサである。
【００３９】
　図１は、本実施の形態に係るマルチプレクサ１の回路構成図である。同図に示すように
、マルチプレクサ１は、送信側フィルタ１１および１３と、受信側フィルタ１２および１
４と、インダクタンス素子２１と、送信入力端子１０および３０と、受信出力端子２０お
よび４０と、共通接続端子５０と、アンテナ接続端子６０とを備えている。送信側フィル
タ１１および受信側フィルタ１２により、第１のデュプレクサであるＢａｎｄ２５用デュ
プレクサが構成されている。送信側フィルタ１３および受信側フィルタ１４により、第２
のデュプレクサであるＢａｎｄ６６用デュプレクサが構成されている。
【００４０】
　また、マルチプレクサ１は、アンテナ接続端子６０においてアンテナ素子２に接続され
ている。アンテナ接続端子６０と共通接続端子５０との接続経路と、基準端子であるグラ
ンドとの間には、インダクタンス素子３１が接続されている。本実施の形態において、イ
ンダクタンス素子３１は第１インダクタンス素子である。これにより、共通端子から見た
マルチプレクサの複素インピーダンスを微調整することが可能となる。なお、インダクタ
ンス素子３１は、アンテナ接続端子６０と共通接続端子５０との接続経路に直列に接続さ
れていてもよい。共通端子とアンテナ素子との間に小さなインダクタンス値を有する第１
インダクタンス素子を接続することにより、共通端子から見たマルチプレクサの複素イン
ピーダンスを誘導側方向へと微調整することができる。また、インダクタンス素子３１は
、マルチプレクサ１に含めた構成としてもよいし、マルチプレクサ１に外付けされた構成
であってもよい。
【００４１】
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　送信側フィルタ１１は、送信回路（ＲＦＩＣなど）で生成された送信波を、送信入力端
子１０を経由して入力し、当該送信波をＢａｎｄ２５の送信通過帯域（１８５０－１９１
５ＭＨｚ：第１の通過帯域）でフィルタリングして共通接続端子５０へ出力する非平衡入
力－非平衡出力型の帯域通過型フィルタである。送信側フィルタ１１は、本発明における
第２フィルタである。
【００４２】
　受信側フィルタ１２は、共通接続端子５０から入力された受信波を入力し、当該受信波
をＢａｎｄ２５の受信通過帯域（１９３０－１９９５ＭＨｚ：第２の通過帯域）でフィル
タリングして受信出力端子２０へ出力する非平衡入力－非平衡出力型の帯域通過型フィル
タである。受信側フィルタ１２は、本発明における第１フィルタである。
【００４３】
　また、受信側フィルタ１２と共通接続端子５０との間には、インダクタンス素子２１が
直列接続されている。本実施の形態において、インダクタンス素子２１は第２インダクタ
ンス素子である。インダクタンス素子２１が受信側フィルタ１２の共通接続端子５０側に
接続されることにより、受信側フィルタ１２の通過帯域外の帯域を通過帯域とする送信側
フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４の通過帯域に相当する、受信側フィ
ルタ１２の通過帯域におけるインピーダンスは誘導性となる。
【００４４】
　送信側フィルタ１３は、送信回路（ＲＦＩＣなど）で生成された送信波を、送信入力端
子３０を経由して入力し、当該送信波をＢａｎｄ６６の送信通過帯域（１７１０－１７８
０ＭＨｚ：第３の通過帯域）でフィルタリングして共通接続端子５０へ出力する非平衡入
力－非平衡出力型の帯域通過型フィルタである。送信側フィルタ１３は、本発明における
第２フィルタである。
【００４５】
　受信側フィルタ１４は、共通接続端子５０から入力された受信波を入力し、当該受信波
をＢａｎｄ６６の受信通過帯域（２０１０－２２００ＭＨｚ：第４の通過帯域）でフィル
タリングして受信出力端子４０へ出力する非平衡入力－非平衡出力型の帯域通過型フィル
タである。受信側フィルタ１４は、本発明における第２フィルタである。
【００４６】
　送信側フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４は、共通接続端子５０に直
接接続されている。
【００４７】
　送信入力端子１０および３０ならびに受信出力端子２０および４０は、送信側フィルタ
１１および１３ならびに受信側フィルタ１２および１４にそれぞれ対応して設けられてい
る。また、送信入力端子１０および３０ならびに受信出力端子２０および４０は、は、マ
ルチプレクサ１の外部で、増幅回路等（図示せず）を介してＲＦ信号処理回路（ＲＦＩＣ
：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、図示せず
）に接続される。
【００４８】
　なお、インダクタンス素子２１は、受信側フィルタ１２と共通接続端子５０との間に限
らず、受信側フィルタ１４と共通接続端子５０との間に直列接続されていてもよい。
【００４９】
　［２．フィルタの基本構成］
　次に、送信側フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１２および１４の基本構
成について、Ｂａｎｄ２５Ｒｘを通過帯域とする受信側フィルタ１２の基本構成を例に説
明する。
【００５０】
　図２は、本実施の形態に係るマルチプレクサ１を構成するＢａｎｄ２５の受信側フィル
タ１２の回路構成図である。図２に示すように、受信側フィルタ１２は、直列腕共振子１
０１と、並列腕共振子１５１～１５３と、縦結合型フィルタ部１０３が２つ並列に接続さ
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れた縦結合型フィルタ部とを備える。
【００５１】
　直列腕共振子１０１は、受信入力端子６２と受信出力端子２０とを結ぶ第１経路（直列
腕）に直列に接続されている。また、並列腕共振子１５１～１５３は、受信入力端子６２
と直列腕共振子１０１、直列腕共振子１０１と縦結合型フィルタ部、縦結合型フィルタ部
と受信出力端子２０のそれぞれの接続点と、基準端子（グランド）とを結ぶ経路（並列腕
）上に互いに並列に接続されている。並列腕共振子１５１～１５３は、基準端子に直接接
続されている。直列腕共振子１０１および並列腕共振子１５１～１５３の上記接続構成に
より、受信側フィルタ１２は、ラダー型のバンドパスフィルタを有している。
【００５２】
　縦結合型フィルタ部１０３は、受信入力端子６２と受信出力端子２０との間に配置され
た縦結合型のフィルタ構造を有する。縦結合型フィルタ部１０３は、直列腕共振子１０１
の受信出力端子２０側に、並列に２つ配置されている。各縦結合型フィルタ部１０３は、
５つのＩＤＴ１０３ａ～１０３ｅとその両端に配置された反射器（図示せず）とで構成さ
れている。なお、図２では、反射器の図示を省略している。縦結合型フィルタ部１０３が
配置される位置は、上述した位置に限定されず、例えば、受信入力端子６２と直列腕共振
子１０１との間であってもかまわない。
【００５３】
　受信入力端子６２は、インダクタンス素子２１（図１参照）を介して共通接続端子５０
（図１参照）に接続されている。また、図２に示すように、受信入力端子６２は、並列腕
共振子１５１に接続されている。
【００５４】
　このように、受信側フィルタ１２は、第１経路上に配置された１以上の直列腕共振子（
本実施の形態では直列腕共振子１０１）、および、第１経路と基準端子（グランド）とを
結ぶ経路上に配置された２以上の並列腕共振子（本実施の形態では、３つの並列腕共振子
１５１～１５３）で構成されるラダー型のフィルタ構造、および縦結合型フィルタ部を有
する。
【００５５】
　なお、受信側フィルタ１２の直列腕共振子および並列腕共振子の数は、上述した数に限
定されず、直列腕共振子が１以上、並列腕共振子が２以上であればよい。
【００５６】
　また、並列腕共振子１５１～１５３は、インダクタンス素子を介して基準端子に接続さ
れていてもよい。また、直列腕上あるいは並列腕上に、インダクタンス素子およびキャパ
シタンス素子等のインピーダンス素子が挿入または接続されていてもよい。
【００５７】
　また、図２に示した受信側フィルタ１２では、並列腕共振子１５１～１５３が接続され
る基準端子（グランド）は個別化されているが、並列腕共振子１５１～１５３が接続され
る基準端子は共通化されていてもよい。共通化されている基準端子および個別化されてい
る基準端子は、例えば、受信側フィルタ１２の実装レイアウトの制約等によって適宜選択
され得る。
【００５８】
　なお、送信側フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４は、上記の構成に限
定されず、要求されるフィルタ特性等に応じて適宜設計され得る。具体的には、送信側フ
ィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４は、ラダー型のフィルタ構造を有する
構成であってもよいし、有さない構成であってもよい。また、送信側フィルタ１１および
１３ならびに受信側フィルタ１４は、縦結合型のフィルタ構造を有する構成であってもよ
いし、有さない構成であってもよい。また、送信側フィルタ１１および１３ならびに受信
側フィルタ１４を構成する各共振子は、ＳＡＷ共振子に限らず、例えば、ＢＡＷ（Ｂｕｌ
ｋ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｗａｖｅ）共振子であってもかまわない。さらには、送信側フィ
ルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４は、共振子を用いずに構成されていても
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よく、例えば、ＬＣ共振フィルタあるいは誘電体フィルタであってもかまわない。
【００５９】
　［３．共振子の基本構成］
　次に、受信側フィルタ１２を構成する各共振子（直列腕共振子および並列腕共振子）の
基本構成について説明する。本実施の形態では、共振子は、弾性表面波（ＳＡＷ：Ｓｕｒ
ｆａｃｅ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｗａｖｅ）共振子である。
【００６０】
　図３Ａは、本実施の形態に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の共振子を模式的に
表す概略構成図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）および（ｃ）は断面図である。図３Ａの
（ｂ）は、（ｃ）の一部を拡大した図である。図３Ａの（ａ）～（ｃ）には、受信側フィ
ルタ１２を構成する複数の共振子のうち、共通接続端子５０に最も近い並列腕共振子１５
１の構造を表す平面模式図および断面模式図が例示されている。なお、図３Ａの（ａ）～
（ｃ）に示された並列腕共振子１５１は、上記複数の共振子の典型的な構造を説明するた
めのものであって、電極を構成する電極指の本数や長さなどは、これに限定されない。
【００６１】
　図３Ａの（ａ）に示すように、並列腕共振子１５１は、互いに対向する一対の櫛歯状電
極３２ａおよび３２ｂと、一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂに対して弾性波の伝搬方
向に配置された反射器３２ｃとを有する。一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂは、ＩＤ
Ｔ電極（ＩｎｔｅｒＤｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ）電極を構成している。なお
、実装レイアウトの制約等によって、一対の反射器３２ｃのうち一方が配置されていなく
てもよい。
【００６２】
　櫛歯状電極３２ａは、櫛歯形状に配置され、互いに平行な複数の電極指３２２ａおよび
複数のオフセット電極指３２３ａと、複数の電極指３２２ａのそれぞれの一端同士および
複数のオフセット電極指３２３ａのそれぞれの一端同士を接続するバスバー電極３２１ａ
とで構成されている。本実施の形態において、複数の電極指３２２ａは第１電極指である
。
【００６３】
　また、櫛歯状電極３２ｂは、櫛歯形状に配置され、互いに平行な複数の電極指３２２ｂ
および複数のオフセット電極指３２３ｂと、複数の電極指３２２ｂのそれぞれの一端同士
および複数のオフセット電極指３２３ｂのそれぞれの一端同士を接続するバスバー電極３
２１ｂとで構成されている。本実施の形態において、複数の電極指３２２ｂは第２電極指
である。
【００６４】
　複数の電極指３２２ａおよび３２２ｂならびに複数のオフセット電極指３２３ａおよび
３２３ｂは、弾性波伝搬方向（Ｘ軸方向）の直交方向に延びるように形成されている。ま
た、電極指３２２ａとオフセット電極指３２３ｂとは、上述した直交方向において対向し
、電極指３２２ｂとオフセット電極指３２３ａとは、上述した直交方向において対向して
いる。また、複数の電極指３２２ａと複数の電極指３２２ｂとは、弾性波伝搬方向（Ｘ軸
方向）に交互に配置されている。つまり、複数の電極指３２２ａと複数の電極指３２２ｂ
とは、間挿し合っている。
【００６５】
　ここで、複数の電極指３２２ａのそれぞれの先端同士（複数の電極指３２２ａのそれぞ
れのバスバー電極３２１ａと接続されていない端部同士）を結ぶ方向Ｄは、弾性波伝搬方
向（Ｘ軸方向）と所定の角度で交差している。また、複数の電極指３２２ｂのそれぞれの
先端同士（複数の電極指３２２ｂのそれぞれのバスバー電極３２１ｂと接続されていない
端部同士）を結ぶ方向Ｄは、弾性波伝搬方向（Ｘ軸方向）と上述した所定の角度で交差し
ている。つまり、並列腕共振子１５１を構成する各ＩＤＴ電極は、弾性波伝搬方向と複数
の電極指の並び方向とが交叉するように交叉幅に重み付けがされた、交叉幅重み付けＩＤ
Ｔとなっている。さらに、図３Ａの（ａ）に示す並列腕共振子１５１は、電極指３２２ａ
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の先端同士を結ぶ方向と、電極指３２２ｂの先端同士を結ぶ方向とが交叉しない傾斜型Ｉ
ＤＴにより構成されている。直列腕共振子１０１、並列腕共振子１５２および１５３につ
いても、並列腕共振子１５１と同様、各ＩＤＴ電極は傾斜型ＩＤＴにより構成されている
。
【００６６】
　圧電体層を用いて形成された１ポートの弾性表面波を利用した共振子では、共振周波数
と反共振周波数との間に、いわゆる横モードリップルが発生し、通過帯域内の伝送特性を
劣化させる場合がある。本実施の形態に係る受信側フィルタ１２では、この対策として、
各共振子のＩＤＴ電極には傾斜型ＩＤＴが採用されている。なお、直列腕共振子１０１、
並列腕共振子１５１～１５３は、傾斜型ＩＤＴ電極に限らず、電極指３２２ａの先端同士
を結ぶ方向と、電極指３２２ｂの先端同士を結ぶ方向とが交叉するように交叉幅に重み付
けがされた、交叉幅重み付けＩＤＴ電極であってもよい。例えば、ＩＤＴ電極において弾
性波伝搬方向の一端側から他端側に行くにつれて交叉幅が減少するように交叉幅に重み付
けがされた交叉幅重み付けＩＤＴ電極であってもよい。
【００６７】
　一対の反射器３２ｃは、一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂに対して上述した方向Ｄ
に配置されている。具体的には、一対の反射器３２ｃは、上述した方向Ｄにおいて、一対
の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂを挟むように配置されている。各反射器３２ｃは、グレ
ーティング構造である。一対の反射器３２ｃは、反射器バスバー電極が上述した方向Ｄに
沿って形成されている。
【００６８】
　このように構成された一対の反射器３２ｃは、伝搬される弾性波の定在波を、共振子（
ここでは並列腕共振子１５１）の外部に漏らすことなく閉じ込めることができる。これに
より、当該共振子は、一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂの電極ピッチ、対数および交
叉幅等で規定される通過帯域の高周波信号を低損失で伝搬し、通過帯域外の高周波信号を
高減衰させることが可能となる。
【００６９】
　また、一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂ（複数の電極指３２２ａおよび３２２ｂ、
複数のオフセット電極指３２３ａおよび３２３ｂ、ならびに、バスバー電極３２１ａおよ
び３２１ｂ）で構成されるＩＤＴ電極は、図３Ａの（ｂ）に示すように、密着層３２４と
主電極層３２５との積層構造となっている。また、反射器３２ｃの断面構造は、ＩＤＴ電
極の断面構造と同様のため、以下ではその説明を省略する。
【００７０】
　密着層３２４は、圧電体層３２７と主電極層３２５との密着性を向上させるための層で
あり、材料として、例えば、Ｔｉが用いられる。密着層３２４の膜厚は、例えば、１２ｎ
ｍである。
【００７１】
　主電極層３２５は、材料として、例えば、Ｃｕを１％含有したＡｌが用いられる。主電
極層３２５の膜厚は、例えば１６２ｎｍである。
【００７２】
　保護層３２６は、ＩＤＴ電極を覆うように形成されている。保護層３２６は、主電極層
３２５を外部環境から保護する、周波数温度特性を調整する、および、耐湿性を高めるな
どを目的とする層であり、例えば、二酸化ケイ素を主成分とする膜である。保護層３２６
の膜厚は、例えば２５ｎｍである。
【００７３】
　なお、密着層３２４、主電極層３２５および保護層３２６を構成する材料は、上述した
材料に限定されない。さらに、ＩＤＴ電極は、上述した積層構造でなくてもよい。ＩＤＴ
電極は、例えば、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ、Ｐｄなどの金属又は合金から構
成されてもよく、また、上述した金属または合金から構成される複数の積層体から構成さ
れてもよい。また、保護層３２６は、形成されていなくてもよい。
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【００７４】
　このようなＩＤＴ電極ならびに反射器３２ｃは、次に説明する基板３２０の主面上に配
置されている。以下、基板３２０の積層構造について説明する。
【００７５】
　図３Ａの（ｃ）に示すように、基板３２０は、高音速支持基板３２９と、低音速膜３２
８と、圧電体層３２７とを備え、高音速支持基板３２９、低音速膜３２８および圧電体層
３２７がこの順で積層された構造を有している。
【００７６】
　圧電体層３２７は、ＩＤＴ電極ならびに反射器３２ｃが主面上に配置された圧電膜であ
る。圧電体層３２７は、例えば、５０°ＹカットＸ伝搬ＬｉＴａＯ３圧電単結晶または圧
電セラミックス（Ｘ軸を中心軸としてＹ軸から５０°回転した軸を法線とする面で切断し
たタンタル酸リチウム単結晶またはセラミックスであって、Ｘ軸方向に弾性表面波が伝搬
する単結晶またはセラミックス）からなる。圧電体層３２７の厚みは、ＩＤＴ電極の電極
ピッチで定まる弾性波の波長をλとした場合、３．５λ以下であり、例えば、６００ｎｍ
である。
【００７７】
　高音速支持基板３２９は、低音速膜３２８、圧電体層３２７ならびにＩＤＴ電極を支持
する基板である。高音速支持基板３２９は、さらに、圧電体層３２７を伝搬する表面波や
境界波の弾性波よりも、高音速支持基板３２９中のバルク波の音速が高速となる基板であ
り、弾性表面波を圧電体層３２７および低音速膜３２８が積層されている部分に閉じ込め
、高音速支持基板３２９より下方に漏れないように機能する。高音速支持基板３２９は、
例えば、シリコン基板であり、厚みは、例えば１２５μｍである。なお、高音速支持基板
３２９は、（１）窒化アルミニウム、酸化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、シリ
コン、サファイア、リチウムタンタレート、リチウムニオベイト、または水晶等の圧電体
、（２）アルミナ、ジルコニア、コージライト、ムライト、ステアタイト、またはフォル
ステライト等の各種セラミック、（３）マグネシアダイヤモンド、（４）上述した各材料
を主成分とする材料、ならびに、（５）上述した各材料の混合物を主成分とする材料、の
いずれかで構成されていてもよい。
【００７８】
　低音速膜３２８は、圧電体層３２７を伝搬する弾性波の音速よりも、低音速膜３２８中
のバルク波の音速が低速となる膜であり、圧電体層３２７と高音速支持基板３２９との間
に配置される。この構造と、弾性波は低音速な媒質にエネルギーが集中するという性質と
により、弾性表面波エネルギーのＩＤＴ電極外への漏れが抑制される。低音速膜３２８は
、例えば、二酸化ケイ素を主成分とする膜である。低音速膜３２８の厚みは、ＩＤＴ電極
の電極ピッチで定まる弾性波の波長をλとした場合、２λ以下であり、例えば６７０ｎｍ
である。
【００７９】
　基板３２０の上述した積層構造によれば、圧電基板を単層で使用している従来の構造と
比較して、共振周波数および反共振周波数におけるＱ値を大幅に高めることが可能となる
。すなわち、Ｑ値が高い弾性表面波共振子を構成し得るので、当該弾性表面波共振子を用
いて、挿入損失が小さいフィルタを構成することが可能となる。
【００８０】
　なお、高音速支持基板３２９は、支持基板と、圧電体層３２７を伝搬する表面波や境界
波の弾性波よりも、伝搬するバルク波の音速が高速となる高音速膜とが積層された構造を
有していてもよい。この場合、支持基板は、リチウムタンタレート、リチウムニオベイト
、水晶等の圧電体、アルミナ、マグネシア、窒化ケイ素、窒化アルミニウム、炭化ケイ素
、ジルコニア、コージライト、ムライト、ステアタイト、フォルステライト等の各種セラ
ミック、ガラス等の誘電体またはシリコン、サファイア、窒化ガリウム等の半導体および
樹脂基板等を用いることができる。また、高音速膜は、窒化アルミニウム、酸化アルミニ
ウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素、酸窒化ケイ素、ＤＬＣ膜またはダイヤモンド、上述した
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材料を主成分とする媒質、上述した材料の混合物を主成分とする媒質等、様々な高音速材
料を用いることができる。
【００８１】
　また、図３Ｂは、Ｂａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の共振子の他の例を模式的に表す
断面図である。図３Ａに示した共振子では、共振子を構成するＩＤＴ電極が、圧電体層３
２７を有する圧電基板３２０上に形成された例を示したが、当該ＩＤＴ電極が形成される
基板は、図３Ｂに示すように、圧電体層の単層からなる圧電基板５７であってもよい。圧
電基板５７は、例えば、ＬｉＮｂＯ３の圧電単結晶で構成されている。
【００８２】
　また、ＩＤＴ電極５４が形成される基板は、支持基板と、エネルギー閉じ込め層と、圧
電膜がこの順で積層された構造を有していてもよい。圧電膜上にＩＤＴ電極５４が形成さ
れる。圧電膜は、例えば、ＬｉＴａＯ３圧電単結晶または圧電セラミックスが用いられる
。支持基板は、圧電膜、エネルギー閉じ込め層、およびＩＤＴ電極５４を支持する基板で
ある。
【００８３】
　エネルギー閉じ込め層は１層または複数の層からなり、その少なくとも１つの層を伝搬
する弾性バルク波の速度は、圧電膜近傍を伝搬する弾性波の速度よりも大きい。例えば、
低音速層と、高音速層との積層構造となっていてもよい。低音速層は、圧電膜を伝搬する
弾性波の音速よりも、低音速層中のバルク波の音速が低速となる膜である。高音速層は、
圧電膜を伝搬する弾性波の音速よりも、高音速層中のバルク波の音速が高速となる膜であ
る。なお、支持基板を高音速層としてもよい。
【００８４】
　また、エネルギー閉じ込め層は、音響インピーダンスが相対的に低い低音響インピーダ
ンス層と、音響インピーダンスが相対的に高い高音響インピーダンス層とが、交互に積層
された構成を有する音響インピーダンス層であってもよい。
【００８５】
　また、上述した本実施の形態に係る圧電体層３２７は、５０°ＹカットＸ伝搬ＬｉＴａ
Ｏ３単結晶を使用したものであるが、単結晶材料のカット角はこれに限定されない。つま
り、弾性波フィルタ装置の要求通過特性などに応じて、適宜、積層構造、材料、および厚
みを変更してもよく、上述したカット角以外のカット角を有するＬｉＴａＯ３圧電基板ま
たはＬｉＮｂＯ３圧電基板などを用いた弾性表面波フィルタであっても、同様の効果を奏
することが可能となる。
【００８６】
　ここで、弾性表面波共振子を構成するＩＤＴ電極の電極パラメータの一例（実施例）に
ついて説明する。
【００８７】
　弾性表面波共振子の波長とは、図３Ａの（ｂ）に示すＩＤＴ電極を構成する複数の電極
指３２２ａまたは３２２ｂの繰り返し周期である波長λで規定される。また、電極ピッチ
は、波長λの１／２であり、櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂを構成する電極指３２２ａお
よび３２２ｂのライン幅をＷとし、隣り合う電極指３２２ａと電極指３２２ｂとの間のス
ペース幅をＳとした場合、（Ｗ＋Ｓ）で定義される。また、一対の櫛歯状電極３２ａおよ
び３２ｂの交叉幅Ｌは、図３Ａの（ａ）に示すように、電極指３２２ａと電極指３２２ｂ
との方向Ｄから見た場合の重複する電極指長さである。また、各共振子の電極デューティ
ーは、複数の電極指３２２ａおよび３２２ｂのライン幅占有率であり、複数の電極指３２
２ａおよび３２２ｂのライン幅とスペース幅との加算値に対する当該ライン幅の割合であ
り、Ｗ／（Ｗ＋Ｓ）で定義される。
【００８８】
　表１に、実施例に係る受信側フィルタ１２を構成する直列腕共振子１０１、並列腕共振
子１５１～１５３の電極パラメータ（波長λ、交叉幅Ｌ、対数Ｎ、および電極デューティ
ーＲ）の詳細を示す。この構成では、並列腕共振子１５１は、並列腕共振子１５２および
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１５３に比べて容量が大きくなるため、並列腕共振子１５１～１５３の中で最も周波数が
低い共振子となる。
【００８９】
【表１】

【００９０】
　また、表２に、実施例に係る受信側フィルタ１２を構成する縦結合型フィルタ部１０３
のＩＤＴ１０３ａ～１０３ｅの電極パラメータ（波長λ、交叉幅Ｌ、対数Ｎ、および電極
デューティーＲ）の詳細を示す。なお、ＩＤＴ１０３ａ～１０３ｅは、波長λ１のメイン
ピッチ領域と、λ１よりも小さい波長λ２の狭ピッチ領域とを有している。ＩＤＴ１０３
ａおよび１０３ｅのそれぞれと、ＩＤＴ１０３ａおよび１０３ｅのそれぞれに最も近い反
射器との間の距離は、０．５３λＲである。
【００９１】
【表２】

【００９２】
　なお、上述した実施例では、受信側フィルタ１２において、全ての直列腕共振子および
並列腕共振子が、傾斜型ＩＤＴで構成されているものとしているが、受信側フィルタ１２
を構成する共振子のうち、少なくとも並列腕共振子１５１～１５３が傾斜型ＩＤＴで構成
されていればよい。また、傾斜型ＩＤＴに限られず、他の交叉幅重み付けＩＤＴであって
もよい。
【００９３】
　また、上述した実施例では、全ての直列腕共振子および並列腕共振子が、オフセット電
極指を有しているものとしているが、これに限られず、各共振子はオフセット電極指を有
していなくてもよい。
【００９４】
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　また、送信側フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１４を構成する直列腕共
振子、並列腕共振子および縦結合型フィルタ部を構成する各ＩＤＴは、傾斜型ＩＤＴ、ま
たは他の交叉幅重み付けＩＤＴであってもよいし、交叉幅が重み付けされていないＩＤＴ
であってもよい。
【００９５】
　［４．実施例と比較例とで異なる共振子構造］
　ここでは、本実施の形態の実施例に係る受信側フィルタ１２において、並列腕共振子１
５１と、それ以外の並列腕共振子１５２および１５３とでは、異なる共振子構造を有する
ことを説明する。また、マルチプレクサ１との比較のために、後述する比較例に係るマル
チプレクサの受信側フィルタ１２の構成についても説明する。
【００９６】
　なお、直列腕共振子１０１および縦結合型フィルタ部１０３の各ＩＤＴは、上述したよ
うに、傾斜型ＩＤＴ、または交叉幅重み付けＩＤＴであってもよいし、交叉幅が重み付け
されていないＩＤＴであってもよい。以下では、直列腕共振子１０１は並列腕共振子１５
２および１５３と同様の構成として、並列腕共振子１５２および１５３と併せて説明する
。
【００９７】
　図４は、本実施の形態に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２のＩＤＴ電極の平面図
であり、（ａ）はＩＤＴ電極の全体構造を示す図、（ｂ）は並列腕共振子１５１のＩＤＴ
電極の一部を拡大した図、（ｃ）は直列腕共振子１０１、並列腕共振子１５２および１５
３のＩＤＴ電極の一部を拡大した図である。
【００９８】
　図４の（ａ）～（ｃ）に示すように、本実施例に係る受信側フィルタ１２では、並列腕
共振子１５２および１５３ならびに直列腕共振子１０１は傾斜型ＩＤＴで構成され、一対
の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂを構成する電極指３２２ａおよび３２２ｂ（図４の（ｃ
）に示す端部３２２ｄを有する３２２ｂ２）ならびにオフセット電極指３２３ａ（図４の
（ｃ）に示す端部３２３ｄを有する３２３ａ２）および３２３ｂは、第３電極指である。
つまり、並列腕共振子１５２および１５３ならびに直列腕共振子１０１のそれぞれを構成
する複数の電極指３２２ａおよび３２２ｂならびにオフセット電極指３２３ａおよび３２
３ｂは、端部の電極指幅が中央部における電極指幅よりも広い。
【００９９】
　ここで、複数の電極指のうちバスバー電極と接続されていない端部の電極指幅が電極指
中央部の電極指幅よりも広い形状を有する電極指は、異型フィンガと定義される。
【０１００】
　一方、並列腕共振子１５１も傾斜型ＩＤＴで構成されるが、一対の櫛歯状電極３２ａお
よび３２ｂを構成する電極指３２２ａおよび３２２ｂ（図４の（ｂ）に示す３２２ｂ１）
ならびにオフセット電極指３２３ａ（図４の（ｂ）に示す３２３ａ１）および３２３ｂは
、第４電極指である。つまり、並列腕共振子１５１を構成する複数の電極指３２２ａおよ
び３２２ｂならびにオフセット電極指３２３ａおよび３２３ｂは、端部の電極指幅が中央
部における電極指幅以下であり、いわゆる異型フィンガとはなっていない。
【０１０１】
　また、比較例に係るマルチプレクサの受信側フィルタ１２は、実施例に係るマルチプレ
クサ１の受信側フィルタ１２と同様、受信入力端子６２と受信出力端子２０との間に、直
列腕共振子１０１、並列腕共振子１５１～１５３、および、縦結合型フィルタ部１０３が
並列に２つ接続された縦結合型フィルタ部を有している。比較例に係るマルチプレクサの
受信側フィルタ１２において、直列腕共振子１０１、並列腕共振子１５１～１５３および
縦結合型フィルタ部１０３の各ＩＤＴ１０３ａ～１０３ｅのそれぞれの電極パラメータは
、表１および表２に示された本実施例に係る直列腕共振子１０１、並列腕共振子１５１～
１５３および縦結合型フィルタ部１０３の各ＩＤＴ１０３ａ～１０３ｅのそれぞれの電極
パラメータと同じである。
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【０１０２】
　比較例に係る受信側フィルタ１２が本実施の形態に係る受信側フィルタ１２と異なる点
は、並列腕共振子１５１において、一対の櫛歯状電極３２ａおよび３２ｂを構成する電極
指３２２ａおよび３２２ｂならびにオフセット電極指３２３ａおよび３２３ｂが、端部の
電極指幅が中央部における電極指幅よりも広い第３電極指（異型フィンガ）となっている
点である。
【０１０３】
　つまり、本実施例に係る受信側フィルタ１２では、共通接続端子５０に最も近い並列腕
共振子１５１の電極指は、第４電極指で構成され、第３電極指（異型フィンガ）を有して
いない。また、並列腕共振子１５２および１５３の電極指は、第３電極指（異型フィンガ
）で構成されている。直列腕共振子１０１の電極指も、第３電極指（異型フィンガ）で構
成されている。
【０１０４】
　これに対して、比較例に係る受信側フィルタ１２では、直列腕共振子１０１および並列
腕共振子１５１～１５３の電極指は、第３電極指（異型フィンガ）で構成されている。
【０１０５】
　なお、本実施の形態に係る受信側フィルタ１２では、並列腕共振子１５１の電極指は、
第３電極指（異型フィンガ）を有していない構成に限らず、第３電極指を有している構成
であってもよい。このとき、並列腕共振子１５１の電極指に占める第４電極指の本数比率
が、並列腕共振子１５２および１５３の電極指に占める第４電極指の本数比率よりも高い
構成とすればよい。また、並列腕共振子１５１の電極指に占める第３電極指の本数が、並
列腕共振子１５２および１５３の電極指に占める第３電極指の本数よりも少ない構成とし
てもよい。
【０１０６】
　以下、本実施例に係るマルチプレクサ１によって奏される効果について、比較例に係る
マルチプレクサと比較しながら説明する。
【０１０７】
　［５．実施例および比較例に係るマルチプレクサの特性比較］
　図５Ａは、本実施の形態に係るマルチプレクサ１におけるＢａｎｄ２５の受信側フィル
タの伝送特性を示すグラフである。図５Ｂは、図５Ａの一部を拡大したグラフである。
【０１０８】
　図５Ａおよび図５Ｂでは、本実施例に係るマルチプレクサ１の構成から受信側フィルタ
１２だけを取り出して測定した伝送特性を示している。また、図５Ａおよび図５Ｂには、
比較例として、上述したように並列腕共振子１５１に異型フィンガを設けたときの受信側
フィルタ１２の伝送特性を示している。具体的には、図５Ａおよび図５Ｂには、受信側フ
ィルタ１２を経由する経路の通過特性が示されており、より具体的には、共通接続端子５
０に入力される信号の強度に対する、受信入力端子６２から出力される信号の強度の比で
ある挿入損失が示されている。
【０１０９】
　図５Ａにおいて破線で囲んだ領域に示すように、本実施例に係る受信側フィルタ１２で
は、通過帯域高周波側に発生する減衰極は、比較例に係る受信側フィルタ１２の場合に比
べて高周波側にシフトしている。これにより、本実施例に係る受信側フィルタ１２の通過
帯域幅は、図５Ｂに示すように、挿入損失が３ｄＢとなる場合において約１ＭＨｚ広くな
っている。なお、これ以外の電気的特性、特に通過帯域低周波側の急峻性は、実施例に係
る受信側フィルタ１２と比較例に係る受信側フィルタ１２とでは、ほとんど変わっていな
い。
【０１１０】
　通過帯域幅が広くなると、温度や加工バラつきによる特性バラつきに対する許容範囲が
広がる。したがって、本実施例に係る受信側フィルタ１２によると、マルチプレクサ１の
良品率を向上させたり、挿入損失をより小さくすることができる。
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【０１１１】
　このことは、次のような理由による。図６Ａは、本実施の形態に係るマルチプレクサ１
におけるＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の、インダクタンス素子２１を接続する前の
インピーダンス特性を示すスミスチャートである。図６Ｂは、本実施の形態に係るマルチ
プレクサ１におけるＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の、インダクタンス素子２１を接
続した後のインピーダンス特性を示すスミスチャートである。なお、図６Ａおよび図６Ｂ
に示すマーカ１および２は送信側フィルタ１３の通過帯域、マーカ３および４は送信側フ
ィルタ１１の通過帯域、マーカ５および６は受信側フィルタ１４の通過帯域、マーカ７お
よび８は受信側フィルタ１２の通過帯域を示している。
【０１１２】
　上述したように、受信側フィルタ１２と共通接続端子５０との間にインダクタンス素子
２１を直列に接続した状態でマルチプレクサ１のアンテナ接続端子６０と共通接続端子５
０とのインピーダンスの整合をとる場合、共通接続端子５０に接続された送信側フィルタ
１１および１３ならびに受信側フィルタ１２および１４の通過帯域のインピーダンスは、
図６Ａに示すインピーダンスから、図６Ｂに示すインピーダンスのように、誘導性側に移
動させる必要がある。ここで、インダクタンス素子２１の値をできるだけ小さくするため
には、インダクタンス素子２１を接続する前のマルチプレクサ１において、送信側フィル
タ１１および１３ならびに受信側フィルタ１２および１４の通過帯域のインピーダンスを
、図６Ａに示すように、可能な限りショート付近（スミスチャートの左端）に配置する必
要がある。
【０１１３】
　そして、送信側フィルタ１１および１３ならびに受信側フィルタ１２および１４の通過
帯域のインピーダンスを、可能な限りショート付近（スミスチャートの左端）に配置する
には、受信側フィルタ１２の共通接続端子５０に最も近い並列腕共振子１５１の容量を、
並列腕共振子１５２および１５３の容量よりも大きくする必要がある。
【０１１４】
　ここで、一般に、並列腕共振子は、通過帯域低周波側の急峻性を向上する目的にも用い
られるが、通過帯域低周波側の急峻性を向上するためには、並列腕共振子の共振点を通過
帯域のごく近傍の周波数に配置する必要がある。しかし、容量が大きい並列腕共振子１５
１について、共振点を通過帯域の近傍の周波数に配置すると、ロスが悪化してしまう。
【０１１５】
　図７は、本実施の形態および比較例に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の通過特
性を比較したグラフである。図７において、比較例の波形（実線）は、本実施の形態の波
形（破線）に比べて、共通接続端子５０に最も近い位置に配置された並列腕共振子１５１
の波長を０．０２μｍ小さくして共振点を通過帯域の近傍の周波数に近づけた場合の特性
を表している。
【０１１６】
　図７に示すように、並列腕共振子１５１の共振点を通過帯域の近傍の周波数に近づけた
場合には、通過帯域低周波側においてロスが大きく悪化していることがわかる。
【０１１７】
　したがって、通過帯域低周波側のロスの悪化を抑制するには、並列腕共振子１５１の共
振点の周波数を、並列腕共振子１５２および１５３の共振点の周波数に比べて低くする必
要がある。
【０１１８】
　図８は、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の並列腕共振子１５１
、１５２および１５３の共振特性を示すグラフである。図８において、（ａ）は受信側フ
ィルタ１２の挿入損失、（ｂ）は並列腕共振子１５１、１５２および１５３のインピーダ
ンスの周波数特性（いわゆるインピーダンス特性）を示している。
【０１１９】
　図８の（ｂ）に示すように、並列腕共振子１５１の共振周波数ｆｒｐ１５１を、並列腕
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共振子１５２の共振周波数ｆｒｐ１５２および並列腕共振子１５３の共振周波数ｆｒｐ１
５３に比べて低くすることにより、図８の（ａ）に示すように、受信側フィルタ１２の通
過帯域低周波側のロスの悪化を抑制することができる。
【０１２０】
　一方、その弊害として、図８の（ｂ）に示すように、並列腕共振子１５１では、通過帯
域の高周波側にストップバンドリップルが生じる（破線丸の領域）。ストップバンドリッ
プルとは、共振子の反射器に起因して、通過帯域以外の阻止域、例えば、共振子の反共振
点より周波数が高い側に生じるさざ波状のインピーダンスの乱れである。これにより、受
信側フィルタ１２の高周波側の通過帯域幅が狭くなるという問題がある。
【０１２１】
　詳細には、並列腕共振子１５１において、反射器３２ｃは、伝搬された弾性表面波を外
部に漏らさずに閉じ込めるために、共振子の共振周波数を含む所定の帯域において高い反
射係数を有するように設計されている。
【０１２２】
　このとき、反射係数が高い所定の帯域の周辺帯域には、反射器３２ｃに起因する、反射
係数が大きくなったり小さくなったりを繰り返す反射係数の跳ね返りが発生する。
【０１２３】
　ＳＡＷ共振子では、この反射係数の跳ね返りにより、図８の（ｂ）に破線の丸で示した
ように、反共振点よりも周波数が高い側（すなわち、共振周波数ｆｒおよび反共振周波数
ｆａのいずれよりも高域側）において、インピーダンス特性にリップルが生じる。
【０１２４】
　一般的に、ラダー型のフィルタ構造を有するフィルタでは、直列腕共振子の共振周波数
ｆｒｓと並列腕共振子の反共振周波数ｆａｐとを略一致させることで、ｆｒｓおよびｆａ
ｐを通過帯域の中心周波数とする帯域通過型フィルタを構成する。ラダー型のフィルタ構
造においてＳＡＷ共振子を並列腕共振子として用いると、帯域通過型フィルタの高域側に
おいて、上述した反射器３２ｃに起因するストップバンドリップルが発生する。
【０１２５】
　具体的には、本実施の形態において比較例として示したように、受信側フィルタ１２の
並列腕共振子１５１のＩＤＴ電極を構成する電極指を、直列腕共振子１０１、並列腕共振
子１５２および１５３のＩＤＴ電極を構成する電極指と同様に、第３電極指（異型フィン
ガ）とした場合、受信側フィルタ１２の高域側にリップルが生じる。
【０１２６】
　これに対して、実施例に係る構成では、受信側フィルタ１２の並列腕共振子１５１のＩ
ＤＴ電極を構成する電極指を、並列腕共振子１５２および１５３のＩＤＴ電極を構成する
電極指と異ならせ、第４電極指（異型フィンガなし）としている。これにより、受信側フ
ィルタ１２の高域側に発生したストップバンドリップルを、より高周波側にシフトさせる
とともに、ストップバンドリップルの大きさを小さくすることができる。このことについ
て図９Ａおよび図９Ｂを用いて説明する。
【０１２７】
　図９Ａは、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の共通接続端子５０
に最も近い並列腕共振子１５１の共振特性を、比較例と比べて示すグラフである。図９Ｂ
は、実施の形態１に係るＢａｎｄ２５の受信側フィルタ１２の共通接続端子５０に最も近
い並列腕共振子１５１の反射特性を、比較例と比べて示すグラフである。具体的には、図
９Ａには、第３電極指（異型フィンガ）で構成された比較例に係る並列腕共振子１５１の
共振特性（破線）と、第４電極指（異型フィンガなし）で構成された実施例に係る並列腕
共振子１５１の共振特性（実線）とが示されている。また、図９Ｂには、第３電極指（異
型フィンガ）で構成された比較例に係る並列腕共振子１５１の反射特性（破線）と、第４
電極指（異型フィンガなし）で構成された実施例に係る並列腕共振子１５１の反射特性（
実線）とが示されている。この反射特性は、共通接続端子５０から受信側フィルタ１２に
入力された信号の強度に対して、共通接続端子５０に出力された信号の強度比である反射
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損失（リターンロス）が示されている。
【０１２８】
　並列腕共振子１５１が、圧電体層２２７、低音速膜２２８、および高音速支持基板３２
９の積層構造の基板に傾斜型ＩＤＴの構造を有する場合、比較例として示したように、Ｉ
ＤＴ電極が第３電極指（異型フィンガ）を有する構成とすることにより、図９Ａに示すよ
うに、共振子のＱ特性は向上するが、反共振点よりも高周波側には、ストップバンドリッ
プルが大きく発生する。
【０１２９】
　これに対して、実施例として示したように、並列腕共振子１５１のＩＤＴ電極が第３電
極指（異型フィンガ）を有さない第４電極指（異型フィンガなし）のみの構成の場合、図
９Ａに示すように、共振特性は劣化するものの、図９Ｂに示すように、ストップバンドリ
ップルは、より高周波側にシフトする。なお、この共振特性の劣化は、並列腕共振子１５
１の共振点の周波数が他の並列腕共振子１５２および１５３の共振点の周波数に比べて低
くされているため、受信側フィルタ１２の特性、特に通過帯域低周波側の急峻性に影響を
与えるものではない。また、リップルのレベル（大きさ）は小さくなり、リターンロスは
低減する。これにより、実施例に係る受信側フィルタ１２の通過帯域は、比較例に対して
広くなる。また、ストップバンドリップルは、受信側フィルタ１２の高周波側の阻止域に
おいて発生するため、受信側フィルタ１２の通過帯域に対して影響を与えない。
【０１３０】
　このように、本実施例にかかるマルチプレクサ１では、並列腕共振子１５１の異型フィ
ンガの本数比率を、並列腕共振子１５２および１５３よりも低くしている。これにより、
受信側フィルタ１２のストップバンドリップルを高周波側にシフトするとともに小さくで
きるので、低周波側の受信側フィルタ１２の通過帯域幅が狭小化するのを抑制することが
できる。
【０１３１】
　なお、本発明に係るマルチプレクサは上記構成に限定されない。例えば、上記実施例に
係る受信側フィルタ１２において、共通接続端子５０に最も近い並列腕共振子１５１を構
成する電極指に占める第４電極指の本数比率が、その他の並列腕共振子１５２および１５
３を構成する電極指に占める第４電極指の本数比率より高くてもよい。
【０１３２】
　これにより、受信側フィルタ１２を構成する全ての並列腕共振子１５１～１５３の異型
フィンガの本数割合を同等とした場合と比較して、受信側フィルタ１２の通過帯域高周波
側に発生するリップルを抑制することができる。これにより、受信側フィルタ１２の通過
帯域幅が狭小化するのを抑制することができる。
【０１３３】
　さらに、上述したように、実施例に係る受信側フィルタ１２において、共通接続端子５
０に最も近い並列腕共振子１５１を構成するＩＤＴ電極における第３電極指（異型フィン
ガ）の本数が、その他の並列腕共振子１５２および１５３を構成するＩＤＴ電極における
第３電極指（異型フィンガ）の本数より少なくてもよい。
【０１３４】
　これにより、各並列腕共振子を構成する各ＩＤＴ電極の対数および交叉幅などの電極パ
ラメータが異なっても、受信側フィルタ１４の通過帯域内のリップルを効果的に抑制する
ことが可能となる。
【０１３５】
　（変形例）
　本発明に係るマルチプレクサは、上述した実施の形態１に示したように、共通接続端子
５０とアンテナ接続端子６０との接続経路と基準端子との間にインダクタンス素子３１が
接続された構成に限らない。
【０１３６】
　図１０は、実施の形態１の変形例に係るマルチプレクサ１ａの回路構成図である。本変
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形例に係るマルチプレクサ１ａは、図１０に示すように、例えば、共通接続端子５０とア
ンテナ接続端子６０との接続経路に直列にインダクタンス素子３１が接続された構成であ
る。
【０１３７】
　この構成であっても、上述したように、受信側フィルタ１２のストップバンドリップル
を小さくすることにより、低周波側の受信側フィルタ１２のフィルタ特性を劣化させるこ
となく、高周波側の受信側フィルタ１４の通過帯域内のリップルを抑制することができる
。
【０１３８】
　なお、共通接続端子５０とアンテナ接続端子６０との間には、１つのインダクタンス素
子が接続された構成に限らず、複数のインダクタンス素子が接続された構成であってもよ
い。また、インダクタンス素子に限らずキャパシタンス素子が接続された構成であっても
よい。また、インダクタンス素子およびキャパシタンス素子は、共通接続端子５０とアン
テナ接続端子６０との間に直列に接続されていてもよいし、共通接続端子５０とアンテナ
接続端子６０との接続経路と基準端子との間に接続されていてもよい。
【０１３９】
　（実施の形態２）
　上述した実施の形態１およびその変形例に係るマルチプレクサは、高周波フロントエン
ド回路、さらには当該高周波フロントエンド回路を備える通信装置に適用することもでき
る。そこで、本実施の形態では、このような高周波フロントエンド回路および通信装置に
ついて説明する。
【０１４０】
　図１１は、実施の形態２に係る高周波フロントエンド回路５の構成図である。なお、同
図には、高周波フロントエンド回路５と接続される各構成要素（アンテナ素子２、ＲＦ信
号処理回路（ＲＦＩＣ）３、および、ベースバンド信号処理回路（ＢＢＩＣ）４）につい
ても併せて図示されている。高周波フロントエンド回路５と、ＲＦ信号処理回路３と、ベ
ースバンド信号処理回路４とは、通信装置６を構成している。
【０１４１】
　高周波フロントエンド回路５は、実施の形態１に係るマルチプレクサ１と、受信側スイ
ッチ８０および送信側スイッチ７０と、ローノイズアンプ回路８１と、パワーアンプ回路
７１と、を備える。
【０１４２】
　送信側スイッチ７０は、マルチプレクサ１の送信入力端子１０および３０に個別に接続
された２つの選択端子、ならびに、パワーアンプ回路７１に接続された共通端子を有する
スイッチ回路である。
【０１４３】
　受信側スイッチ８０は、マルチプレクサ１の受信出力端子２０および４０に個別に接続
された２つの選択端子、ならびに、ローノイズアンプ回路８１に接続された共通端子を有
するスイッチ回路である。
【０１４４】
　これら送信側スイッチ７０および受信側スイッチ８０は、それぞれ、制御部（図示せず
）からの制御信号にしたがって、共通端子と所定のバンドに対応する信号経路とを接続し
、例えば、ＳＰＤＴ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｏｌｅ　Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔｈｒｏｗ）型のスイッ
チによって構成される。なお、共通端子と接続される選択端子は１つに限らず、複数であ
ってもかまわない。つまり、高周波フロントエンド回路５は、キャリアアグリゲーション
に対応してもかまわない。
【０１４５】
　パワーアンプ回路７１は、ＲＦ信号処理回路３から出力された高周波信号（ここでは高
周波送信信号）を増幅し、送信側スイッチ７０およびマルチプレクサ１を経由してアンテ
ナ素子２に出力する送信増幅回路である。
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【０１４６】
　ローノイズアンプ回路８１は、アンテナ素子２、マルチプレクサ１および受信側スイッ
チ８０を経由した高周波信号（ここでは高周波受信信号）を増幅し、ＲＦ信号処理回路３
へ出力する受信増幅回路である。
【０１４７】
　ＲＦ信号処理回路３は、アンテナ素子２から受信信号経路を介して入力された高周波受
信信号を、ダウンコンバートなどにより信号処理し、当該信号処理して生成された受信信
号をベースバンド信号処理回路４へ出力する。また、ＲＦ信号処理回路３は、ベースバン
ド信号処理回路４から入力された送信信号をアップコンバートなどにより信号処理し、当
該信号処理して生成された高周波送信信号をパワーアンプ回路７１へ出力する。ＲＦ信号
処理回路３は、例えば、ＲＦＩＣである。
【０１４８】
　ベースバンド信号処理回路４で処理された信号は、例えば、画像信号として画像表示の
ために、または、音声信号として通話のために使用される。
【０１４９】
　なお、高周波フロントエンド回路５は、上述した各構成要素の間に、他の回路素子を備
えていてもよい。
【０１５０】
　以上のように構成された高周波フロントエンド回路５および通信装置６によれば、上述
した実施の形態１に係るマルチプレクサ１を備えることにより、通過帯域内のリップルを
抑制することができる。
【０１５１】
　なお、高周波フロントエンド回路５は、実施の形態１に係るマルチプレクサ１に代わり
、実施の形態１の変形例に係るマルチプレクサ１ａを備えてもかまわない。
【０１５２】
　また、通信装置６は、高周波信号の処理方式に応じて、ベースバンド信号処理回路（Ｂ
ＢＩＣ）４を備えていなくてもよい。
【０１５３】
　（その他の変形例など）
　以上、本発明の実施の形態に係るマルチプレクサついて、クワッドプレクサの実施の形
態を挙げて説明したが、本発明は、上述した実施の形態には限定されない。例えば、上述
した実施の形態に次のような変形を施した態様も、本発明に含まれ得る。
【０１５４】
　例えば、上記説明では、マルチプレクサとして、クワッドプレクサを例に説明したが、
本発明は、例えば、３つのフィルタのアンテナ接続端子が共通化されたトリプレクサや、
６つのフィルタのアンテナ接続端子が共通化されたヘキサプレクサについても適用するこ
とができる。つまり、マルチプレクサは、２以上のフィルタを備えていればよい。
【０１５５】
　また、マルチプレクサは、送信側フィルタおよび受信側フィルタの双方を備える構成に
限らず、送信側フィルタのみ、または、受信側フィルタのみを備える構成であってもかま
わない。
【０１５６】
　また、上述した実施の形態１では、受信側フィルタ１２が第１フィルタに相当するとし
て説明した。つまり、第１フィルタは、実施の形態１では受信フィルタであった。しかし
、本発明は、第１フィルタの用途等に限定されず、適用することができる。このため、第
１フィルタは、送信側フィルタであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５７】
　本発明は、マルチバンドシステムに適用できるマルチプレクサ、フロントエンド回路お
よび通信装置として、携帯電話などの通信機器に広く利用できる。
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【符号の説明】
【０１５８】
　１、１ａ　　マルチプレクサ
　２　　アンテナ素子
　３　　ＲＦ信号処理回路（ＲＦＩＣ）
　４　　ベースバンド信号処理回路（ＢＢＩＣ）
　５　　高周波フロントエンド回路
　６　　通信装置
　１０、３０　　送信入力端子
　１１、１３　　送信側フィルタ
　１２、１４　　受信側フィルタ
　２０、４０　　受信出力端子
　２１　　インダクタンス素子（第２インダクタンス素子）
　３１　　インダクタンス素子（第１インダクタンス素子）
　３２ａ、３２ｂ　　櫛歯状電極
　３２ｃ　　反射器
　５０　　共通接続端子
　５４　　ＩＤＴ電極
　５５、３２６　　保護層
　５７　　圧電基板
　６０　　アンテナ接続端子
　６２　　受信入力端子
　７０　　送信側スイッチ
　７１　　パワーアンプ回路
　８０　　受信側スイッチ
　８１　　ローノイズアンプ回路
　１０１　　直列腕共振子
　１０３　　縦結合型フィルタ部
　１０３ａ、１０３ｂ、１０３ｃ、１０３ｄ、１０３ｅ　　ＩＤＴ
　１５１、１５２、１５３　　並列腕共振子
　３２０　　基板
　３２１ａ、３２１ｂ　　バスバー電極
　３２２ａ　　電極指（第１電極指）
　３２２ｂ　　電極指（第２電極指）
　３２２ｄ、３２３ｄ　　端部
　３２３ａ、３２３ｂ、３２３ａ１、３２３ａ２　　オフセット電極指
　３２４　　密着層
　３２５　　主電極層
　３２７　　圧電体層
　３２８　　低音速膜
　３２９　　高音速支持基板



(23) JP 6645626 B2 2020.2.14

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】



(24) JP 6645626 B2 2020.2.14

【図６Ａ】
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