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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１、第２、第３、第４の端子を含む誘導デバイスと、
　前記第１、第２、第３の端子に接続される第１、第２、第３のマイクロストリップ伝送
線路と、
　前記第１、第２の端子の間、前記第３、第４の端子の間にそれぞれ配置される第１、第
２のカップリングキャパシタと、
　前記第１、第２、第３、第４の端子と前記第１、第２、第３のマイクロストリップ線路
のグランドとの間に挿入される第１、第２、第３、第４のシャントキャパシタと、
　前記第４の端子と前記第１、第２、第３のマイクロストリップ伝送線路のグランドとの
間に挿入される終端抵抗と、を備え、
　前記第１、第２、第３、第４のシャントキャパシタは、
　Ｎ（Ｎは、２以上の整数）個の配線層として、
　少なくともＫ（Ｋは、１～Ｎ－１のいずれか）番目の配線層に設けられるＫ層配線と、
　Ｋ＋１番目の配線層に設けられるＫ＋１層配線と、を有し、
　前記Ｋ層配線は、
　前記誘導デバイスに取り出し配線または引き出し配線を用いないで接続される第１のジ
グザグ形状配線と、
　前記マイクロストリップ伝送線路のグランドに取り出し配線または引き出し配線を用い
ないで接続され、前記第１のジグザグ形状配線とは長さが異なる第２のジグザグ形状配線
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と、を含み、
　前記Ｋ＋１層配線は、
　前記誘導デバイスに取り出し配線または引き出し配線を用いないで接続される第３のジ
グザグ形状配線と、
　前記マイクロストリップ伝送線路のグランドに取り出し配線または引き出し配線を用い
ないで接続され、前記第３のジグザグ形状配線とは長さが異なる第４のジグザグ形状配線
と、を含み、
　前記第１、第２、第３及び第４の各ジグザグ形状配線は、
　第１方向に沿う配線と、前記第１方向に交差する第２方向に沿う配線とが結合し、前記
第１方向に沿う配線と前記第２方向に沿う配線とが交互に繰り返されるジグザグ形状のパ
ターンを有する直交ハイブリッドカプラ。
【請求項２】
　請求項１に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１及び第２のジグザグ形状配線は、等間隔を空けて交互に配列され、
　前記第３及び第４のジグザグ形状配線は、等間隔を空けて交互に配列される直交ハイブ
リッドカプラ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のハイブリッドカプラであって、
　前記第１のジグザグ形状配線と前記第４のジグザグ形状配線との各角部は、前記配線層
の積層方向において立体的に交差し、
　前記第２のジグザグ形状配線と前記第３のジグザグ形状配線との各角部は、前記配線層
の積層方向において立体的に交差する直交ハイブリッドカプラ。
【請求項４】
　請求項３に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１のジグザグ形状配線の前記第１方向に沿う配線と前記第２方向に沿う配線とは
、前記配線層の積層方向において、前記第４のジグザグ形状配線の前記第２方向に沿う配
線と前記第１方向に沿う配線とに対して立体的に交差し、
　前記第２のジグザグ形状配線の前記第２方向に沿う配線と前記第１方向に沿う配線とは
、前記配線層の積層方向において、前記第３のジグザグ形状配線の前記第１方向に沿う配
線と前記第２方向に沿う配線とに対して立体的に交差する直交ハイブリッドカプラ。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の直交ハイブリッドカプラにおいて、
　前記第１のジグザグ形状配線と前記第３のジグザグ形状配線との各角部は、前記配線層
の積層方向において、立体的に交差し、
　前記第２のジグザグ形状配線と前記第４のジグザグ形状配線との各角部は、前記配線層
の積層方向において、立体的に交差する直交ハイブリッドカプラ。
【請求項６】
　請求項５に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記配線層の積層方向において、前記第１のジグザグ形状配線と前記第３のジグザグ形
状配線との立体的に交差する部分を接続する第１のビアと、
　前記配線層の積層方向において、前記第２のジグザグ形状配線と前記第４のジグザグ形
状配線との立体的に交差する部分を接続する第２のビアと、を更に備える直交ハイブリッ
ドカプラ。
【請求項７】
　請求項１又は２に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１、前記第４のジグザグ形状配線が、前記配線層の積層方向において、立体的に
重なり、
　前記第２、前記第３のジグザグ形状配線が、前記配線層の積層方向において、立体的に
重なる直交ハイブリッドカプラ。
【請求項８】
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　請求項１～４のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記Ｋ＋１層に設けられ、前記第１のジグザグ形状配線の外周であって、前記配線層の
積層方向において前記第３のジグザグ形状配線の折れ曲がり部分に対応する位置に設けら
れた第１のフローティング配線と、
　前記Ｋ層に設けられ、第３のジグザグ形状配線の外周であって、前記配線層の積層方向
において前記第１のジグザグ形状配線の折れ曲がり部分対応する位置に設けられた第２の
フローティング配線と、
　前記第３のジグザグ形状配線と前記第１のフローティング配線とを接続する第１のビア
と、
　前記第１のジグザグ形状配線と前記第２のフローティング配線とを接続する第２のビア
と、を更に備える直交ハイブリッドカプラ。
【請求項９】
　請求項１～８のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１方向と前記第２方向との交差の角度は９０度である直交ハイブリッドカプラ。
【請求項１０】
　請求項１～９のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記誘導デバイスは対称形状に構成されている直交ハイブリッドカプラ。
【請求項１１】
　請求項１～９のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記誘導デバイスは複数の配線層を平行にスパイラル形状に構成されている直交ハイブ
リッドカプラ。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１、第２のカップリングキャパシタは長さの等しい複数の櫛形状配線を用いて構
成されている直交ハイブリッドカプラ。
【請求項１３】
　請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１、第２のカップリングキャパシタは長さの等しい複数のジグザグ形状配線で構
成されている直交ハイブリッドカプラ。
【請求項１４】
　請求項１～１３のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第１のマイクロストリップ伝送線路に信号が入力され、前記第２、第３のマイクロ
ストリップ伝送線路から同振幅であって９０度位相の異なる信号が出力される直交ハイブ
リッドカプラ。
【請求項１５】
　請求項１～１３のうちいずれか一項に記載の直交ハイブリッドカプラであって、
　前記第２、第３のマイクロストリップ伝送線路に同振幅であって９０度位相の異なる信
号が入力され、前記第１のマイクロストリップ伝送線路から信号が出力される直交ハイブ
リッドカプラ。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の直交ハイブリッドカプラと、
　前記直交ハイブリッドカプラからの一方の出力信号を増幅するメイン増幅器と、
　前記直交ハイブリッドカプラからの他方の出力信号を増幅するピーク増幅器と、
　前記メイン増幅器からの出力信号の位相を９０度遅延させる１／４波長線路と、を備え
る増幅器。
【請求項１７】
　ローカル信号を生成するローカル信号発生部と、
　前記生成されたローカル信号を基に、同振幅であって９０度の位相差を有する２つの信
号を出力する請求項１４に記載の第１、第２の直交ハイブリッドカプラと、
　前記第１の直交ハイブリッドカプラからの２つの出力信号を基に、送信信号を直交変調
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する直交変調器と、
　前記第２の直交ハイブリッドカプラからの２つの出力信号を基に、受信信号を直交復調
する直交復調器と、を備える無線通信装置。
【請求項１８】
　ローカル信号を生成するローカル信号発生部と、
　前記生成されたローカル信号を基に、９０度の位相差を有する２つの入力信号を直交変
調する直交復調器と、
　前記直交変調された９０度の位相差を有する２つの入力信号のうち、一方の入力信号の
位相を９０度進め又は遅延させる請求項１５に記載の直交ハイブリッドカプラと、
　前記直交ハイブリッドカプラからの出力信号を増幅する送信ＲＦ増幅器と、を備える無
線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に用いられる直交ハイブリッドカプラ、増幅器及び無線通信装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線通信が可能な携帯端末（例えばスマートフォン）において、大容量なデジタ
ルコンテンツを送受信することの需要が高まっている。例えば、１Ｇｂｐｓ以上の伝送レ
ートを有するミリ波帯、特に６０ＧＨｚ帯の無線通信が注目されている。近年の半導体技
術の進展により、ミリ波帯を用いた無線通信が可能となると期待されている。
【０００３】
　ミリ波帯の無線通信に用いられる回路部品の１つに、直交ハイブリッドカプラがある。
直交ハイブリッドカプラは例えば１入力及び２出力の回路部品であり、理想的には２つの
出力信号は同振幅であって９０度の位相差を有する。ミリ波帯の無線通信では、直交ハイ
ブリッドカプラは、無線通信端末のＩＣ（Integrated Circuit）に内蔵される。
【０００４】
　直交ハイブリッドカプラには、分布定数回路を用いたタイプと集中定数回路を用いたタ
イプとがある。ミリ波帯において、小型であって低損失の直交ハイブリッドカプラを実現
するには、例えばＬＣ集中定数回路が用いられることが望ましい。
【０００５】
　図１８は、ＬＣ集中定数回路を用いた直交ハイブリッドカプラの回路図を示す。図１８
（ａ）は、キャパシティブカップリング（capacitive coupling）型の直交ハイブリッド
カプラを示す。図１８（ｂ）は、マグネティックカップリング（magnetic coupling）型
の直交ハイブリッドカプラを示す。図１８（ｃ）は、波長短縮したマグネティックカップ
リング（magnetic coupling）型の直交ハイブリッドカプラを示す。図１８（ａ）～（ｃ
）に示す直交ハイブリッドカプラは、無線通信端末内の回路サイズ、及び無線通信に用い
られる信号の帯域幅に応じて使い分けられる。
【０００６】
　図１８（ａ）に示す直交ハイブリッドカプラは、信号入力端子ＴＡ１、スルー端子ＴＡ
２、カップリング端子ＴＡ３、アイソレーション端子（絶縁端子）ＴＡ４、インダクタＬ
１，Ｌ２、カップリングキャパシタＣＡ１，ＣＡ２、シャントキャパシタＣＢ１，ＣＢ２
，ＣＢ３，ＣＢ４を含む構成である。
【０００７】
　スルー端子ＴＡ２は出力Ｉ（ＯＵＴＩ）端子を表し、カップリング端子ＴＡ３は出力Ｑ
（ＯＵＴＱ）端子を表す。アイソレーション端子ＴＡ４には、終端抵抗が接続される。カ
ップリングキャパシタＣＡ１では、信号入力端子ＴＡ１とアイソレーション端子ＴＡ４と
の間の寄生容量が支配的である。シャントキャパシタＣＢ１，ＣＢ２，ＣＢ３，ＣＢ４は
、それぞれ各端子（ＴＡ１，ＴＡ２，ＴＡ３，ＴＡ４）とグランドとの間に設けられる。



(5) JP 5793089 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

キャパシティブカップリング型は、高周波信号の取り扱いに適したハイブリッドカプラで
ある。
【０００８】
　図１８（ｂ）に示す直交ハイブリッドカプラは、信号入力端子ＴＡ１０、スルー端子Ｔ
Ａ２０、カップリング端子ＴＡ３０、アイソレーション端子（絶縁端子）ＴＡ４０、イン
ダクタＬ１０，Ｌ２０、カップリングキャパシタＣＡ１０，ＣＡ２０、及びシャントキャ
パシタＣＢ１０，ＣＢ２０，ＣＢ３０，ＣＢ４０を含む構成である。アイソレーション端
子ＴＡ４０には、終端抵抗が接続される。インダクタＬ１０，Ｌ２０では、電磁誘導によ
る結合容量が支配的である。シャントキャパシタＣＢ１０，ＣＢ２０，ＣＢ３０，ＣＢ４
０は、それぞれ各端子（ＴＡ１０，ＴＡ２０，ＴＡ３０，ＴＡ４０）とグランド（交流的
なグランドを含む）との間に設けられる。
【０００９】
　図１８（ｃ）に示す直交ハイブリッドカプラは、信号入力端子としての入力ポートＴＡ
Ｐ１、ＯＵＴＩ端子としてのダイレクトポートＴＡＰ２、ＯＵＴＱ端子としての結合ポー
トＴＡＰ３、絶縁端子としてのアイソレーションポートＴＡＰ４、結合度ｋのインダクタ
、容量ＣＣ１，ＣＣ２、容量ＣＰ１，ＣＰ２，ＣＰ３，ＣＰ４及び容量ＣＭ１ａ，ＣＭ１
ｂを含む構成である。
【００１０】
　容量ＣＣ１は、入力ポートＴＡＰ１とダイレクトポートＴＡＰ２との間の容量であって
、寄生容量でもよい。容量ＣＣ２は、結合ポートＴＡＰ３とアイソレーションポートＴＡ
Ｐ４との間の容量であって、寄生容量でもよい。容量ＣＣ１，ＣＣ２は、共振回路を形成
する。
【００１１】
　容量ＣＭ１ａは、入力ポートＴＡＰ１と結合ポートＴＡＰ３との間の容量である。容量
ＣＭ１ｂは、ダイレクトポートＴＡＰ２とアイソレーションＴＡＰ４との間の容量である
。各容量ＣＰ１，ＣＰ２，ＣＰ３，ＣＰ４は、各ポート（端子）とグランドとの間のシャ
ント容量である。
【００１２】
　図１９は、特許文献１に記載の直交ハイブリッドカプラを示す図である。図１９（ａ）
は等価回路図、図１９（ｂ）はレイアウト図である。特許文献１の直交ハイブリッドカプ
ラは、変形キャパシティブカップリング（capacitive coupling）型の直交ハイブリッド
カプラである。カップリングキャパシタには、スパイラルインダクタＬ３，Ｌ４の間の寄
生容量が用いられている。
【００１３】
　図２０は、非特許文献１に記載の直交ハイブリッドカプラのレイアウト図である。図２
０には、マグネティック結合（magnetic coupling）型の直交ハイブリッドカプラが示さ
れ、中心にトランスが配置され、両側にカップリングおよびシャントのキャパシタが配置
されている。
【００１４】
　なお、特許文献２には、ハイブリッドカプラの等価回路図及びレイアウト例が示されて
いる。特許文献２に示すハイブリッドカプラは、波長短縮したマグネティックカップリン
グ（magnetic coupling）型の直交ハイブリッドカプラである。カップリングキャパシタ
、シャントキャパシタとして、トランス間の寄生容量が用いられている。
【００１５】
　なお、特許文献３、特許文献４、特許文献５には、同様のハイブリッドカプラの回路が
示されている。これらの回路については、実施形態の説明において適宜、参照することと
して、ここでは説明を省略する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
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【特許文献１】米国特許第７４５９９８９号明細書
【特許文献２】米国特許第６８０６７８９号明細書
【特許文献３】特表２００３－５３０６９９号公報
【特許文献４】特開２００８－１１２９７４号公報
【特許文献５】特開平１１－１６８１８２号公報
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】Ｒ．Ｃ．Ｆｒｙｅ，ｅｔ　ａｌ．，“Ａ　２ＧＨｚ Ｑｕａｄｒａｔｕ
ｒｅ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｄ　ｉｎ　ＣＭＯＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
．”　ＩＥＥＥ　ＪＳＳＣ，ｖｏｌ．３８，ｎｏ．３，ｐｐ．５５０－５５５，Ｍａｒｃ
ｈ　２００３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、特許文献１，２記載の直交ハイブリッドカプラは、インダクタ若しくは
トランスとキャパシタとの値を独立に設計することが困難である。なぜならばインダクタ
若しくはトランスの形状を最適に設計した場合に、キャパシタの値は２つのスパイラル（
インダクタ若しくはトランスの構成要素）の間の絶縁体の膜厚によって決まるためである
。
【００１９】
　半導体装置の製造プロセスでは、膜厚を設計者が自由に選ぶことは困難である。このた
め、無線通信に用いられる周波数によっては、直交ハイブリッドカプラからの２つの出力
信号の振幅誤差及び９０度からの位相誤差（位相偏差）を十分小さくすることが困難とな
る。
【００２０】
　また、非特許文献１に記載の直交ハイブリッドカプラは、並行平板のＭＩＭ型、即ち、
ｍｅｔａｌ－ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－ｍｅｔａｌ型（導体層、絶縁層、導体層の順に積層し
た型）のキャパシタが用いられている。無線通信において例えば６０ＧＨｚ帯の高い周波
数が用いられる場合には、キャパシタに要求される容量は小さくなる。ＭＩＭ容量の最小
サイズは予め決められており、微小容量が必要な場合はフィンガータイプの配線を用いた
ＭＯＭ（metal-on-metal）キャパシタが用いられる。
【００２１】
　しかしながら、従来のＭＯＭキャパシタを非特許文献１記載の直交ハイブリッドカプラ
のシャントキャパシタとして用いる場合、トランスとキャパシタとグランドとを接続する
配線が長くなる。配線の寄生インダクタンス及び寄生抵抗により、例えば、直交ハイブリ
ッドカプラの振幅誤差及び位相誤差が劣化する。従って、入力側と出力側とのインピーダ
ンス不整合が発生するため、インピーダンスを整合させるための対策が必要となり、設計
作業が煩雑になる。
【００２２】
　そこで、本発明は、上述した従来の事情に鑑みてなされたものであり、誘導デバイスと
グランドとの間に挿入するシャントキャパシタから誘導デバイス又はグランドへの各接続
配線の長さを低減し、入力信号に対する出力信号の振幅誤差及び位相誤差を低減する直交
ハイブリッドカプラ、増幅器及び無線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】
【００２３】
　本発明は、直交ハイブリッドカプラであって、第１、第２、第３、第４の端子を含む誘
導デバイスと、前記第１、第２、第３の端子に接続される第１、第２、第３のマイクロス
トリップ伝送線路と、前記第１、第２の端子の間、前記第３、第４の端子の間にそれぞれ
配置される第１、第２のカップリングキャパシタと、前記第１、第２、第３、第４の端子
と前記第１、第２、第３のマイクロストリップ線路のグランドとの間に挿入される第１、



(7) JP 5793089 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

第２、第３、第４のシャントキャパシタと、前記第４の端子と前記第１、第２、第３のマ
イクロストリップ伝送線路のグランドとの間に挿入される終端抵抗と、を備え、前記第１
、第２、第３、第４のシャントキャパシタは、Ｎ（Ｎは、２以上の整数）個の配線層とし
て、少なくともＫ（Ｋは、１～Ｎ－１のいずれか）番目の配線層に設けられるＫ層配線と
、Ｋ＋１番目の配線層に設けられるＫ＋１層配線と、を有し、前記Ｋ層配線は、前記誘導
デバイスに取り出し配線または引き出し配線を用いないで接続される第１のジグザグ形状
配線と、前記マイクロストリップ伝送線路のグランドに取り出し配線または引き出し配線
を用いないで接続され、前記第１のジグザグ形状配線とは長さが異なる第２のジグザグ形
状配線と、を含み、前記Ｋ＋１層配線は、前記誘導デバイスに取り出し配線または引き出
し配線を用いないで接続される第３のジグザグ形状配線と、前記マイクロストリップ伝送
線路のグランドに取り出し配線または引き出し配線を用いないで接続され、前記第３のジ
グザグ形状配線とは長さが異なる第４のジグザグ形状配線と、を含み、前記第１、第２、
第３及び第４の各ジグザグ形状配線は、第１方向に沿う配線と、前記第１方向に交差する
第２方向に沿う配線とが結合し、前記第１方向に沿う配線と前記第２方向に沿う配線とが
交互に繰り返されるジグザグ形状のパターンを有する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、誘導デバイスとグランドとの間に挿入するシャントキャパシタから誘
導デバイス又はグランドへの各接続配線の長さを低減し、入力信号に対する出力信号の振
幅誤差及び位相誤差を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】（ａ）第１の実施形態のマグネティックカップリング型の直交ハイブリッドカプ
ラのレイアウト図、（ｂ）第１の実施形態の直交ハイブリッドカプラの回路図
【図２】（ａ）第１の実施形態の直交ハイブリッドカプラにおけるシャントキャパシタの
レイアウト図、（ｂ）シャントキャパシタのレイアウトの説明図、（ｃ）配線の交差の説
明図
【図３】シャントキャパシタのレイアウトの最下層（第１層）の配線パターンを個別に示
すレイアウト図
【図４】シャントキャパシタのレイアウトの最下層の一つ上位の層（第２層）の配線パタ
ーンを個別に示すレイアウト図
【図５】シャントキャパシタのレイアウトの最下層の二つ上位の層（第３層）の配線パタ
ーンを個別に示すレイアウト図
【図６】シャントキャパシタのレイアウトの最上層（第４層）の配線パターンを個別に示
すレイアウト図
【図７】（ａ）第１の実施形態のシャントキャパシタにおいて、上層の配線層に設けられ
たジグザグ形状配線と、下層の配線層に設けられたジグザグ形状配線との関係の他の一例
を示す図、（ｂ）第１の実施形態のシャントキャパシタにおいて、上層の配線層に設けら
れたジグザグ形状配線と、下層の配線層に設けられたジグザグ形状配線との関係の更に他
の一例を示す図
【図８】（ａ）変形例１のシャントキャパシタのレイアウト図、（ｂ）上層の配線層に設
けられたジグザグ形状配線と下層の配線層に設けられたジグザグ形状配線との角部の説明
図、（ｃ）上層の配線層に設けられた別のジグザグ形状配線と下層の配線層に設けられた
別のジグザグ形状配線との角部の説明図
【図９】変形例２のシャントキャパシタのレイアウト図
【図１０】変形例３のシャントキャパシタのレイアウト図
【図１１】（ａ）変形例４のシャントキャパシタのレイアウト図、（ｂ）最下層としての
第１層に設けられたフローティング配線及びビアの位置関係を示す図、（ｃ）最下層の一
つ上位の層としての第２層に設けられたフローティング配線及びビアの位置関係を示す図
【図１２】第２の実施形態の直交ハイブリッドカプラのレイアウト図
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【図１３】直交ハイブリッドカプラを用いたドハティ増幅器のブロック図
【図１４】直交ハイブリッドカプラを用いた無線通信装置のブロック図
【図１５】直交ハイブリッドカプラを用いた無線通信装置の変形例のブロック図
【図１６】ＭＯＭキャパシタを用いたシャントキャパシタのレイアウト図の一例
【図１７】ＭＯＭキャパシタを用いたシャントキャパシタのレイアウト図の他の一例
【図１８】ＬＣ集中定数回路を用いた直交ハイブリッドカプラの回路図、（ａ）キャパシ
ティブ型の直交ハイブリッドカプラ、（ｂ）マグネティック型の直交ハイブリッドカプラ
、（ｃ）波長短縮したマグネティック型の直交ハイブリッドカプラ
【図１９】特許文献１に記載の直交ハイブリッドカプラを示す図、（ａ）等価回路図、（
ｂ）レイアウト図
【図２０】非特許文献１記載の直交ハイブリッドカプラのレイアウト図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の各実施形態について、図面を参照しながら説明する。
（第１の実施形態）
　本実施形態の直交ハイブリッドカプラは、マイクロストリップ伝送線路を介して、電磁
誘導又は相互誘導する誘導デバイス（例えば、トランス又はインダクタ）に、高周波信号
を入力する。マイクロストリップ伝送線路は、例えば、グランド（例えば共通グランド導
体であるグランドプレーン）を含む構成である。
【００２７】
　図１（ａ）は本実施形態のマグネティックカップリング型の直交ハイブリッドカプラの
レイアウトであり、図１（ｂ）は本実施形態の直交ハイブリッドカプラの回路図である。
【００２８】
　図１（ａ）又は図１（ｂ）に示す直交ハイブリッドカプラ１００は、誘導デバイスとし
てのトランス１０１、カップリングキャパシタ１０２，１０３、シャントキャパシタ１０
４～１０７、終端抵抗１０８、グランド１０９及び伝送線路１１０～１１２を含む構成で
ある。伝送線路１１０～１１２は、グランド１０９及びマイクロストリップラインを構成
する。
【００２９】
　本実施形態の直交ハイブリッドカプラ１００では、入力信号ＩＮは端子Ｐ１から伝送線
路１１０に入力される。出力信号ＯＵＴ＿Ｉは、伝送線路１１２を介して、端子Ｐ３から
出力される。出力信号ＯＵＴ＿Ｑは、伝送線路１１１を介して、端子Ｐ２から出力される
。出力信号ＯＵＴ＿Ｉの位相は、出力信号ＯＵＴ＿Ｑの位相より９０度遅れる。
【００３０】
　直交ハイブリッドカプラ１００の構成について詳細に説明する。
【００３１】
　誘導デバイスとしてのトランス１０１は、コイル１０１ａ、コイル１０１ｂ、及び各端
子Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４を含む構成である。誘導デバイスは、トランス１０１に限らず
、例えばインダクタでもよい。また、誘導デバイスは、複数の配線層が平行にスパイラル
形状に構成されていれば、図１に示すトランス１０１に限定されない。
【００３２】
　各端子Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３には、それぞれ、マイクロストリップ伝送線路１１０，１１１
，１１２が接続される。端子Ｔ１と端子Ｔ２の間にはカップリングキャパシタ１０２が配
置され、端子Ｔ３と端子Ｔ４との間にはカップリングキャパシタ１０３が配置される。
【００３３】
　各端子Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４と各マイクロストリップ伝送線路１１０，１１１，１１
２のグランド１０９との間には、それぞれ、シャントキャパシタ１０４，１０５，１０６
，１０７が配置されている。
【００３４】
　端子Ｔ４と、マイクロストリップ伝送線路１１０，１１１，１１２のグランド１０９と
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の間には、終端抵抗１０８が配置されている。
【００３５】
　カップリングキャパシタ１０２，１０３は、長さの等しい複数の櫛形状配線を用いて構
成されている。また、カップリングキャパシタ１０２，１０３は、長さの等しい複数のジ
グザグ（Zigzag）形状配線を用いて構成されていてもよい。
【００３６】
　ここで、本発明の解決しようとする課題について、より具体的に説明する。図１６，図
１７にシャントキャパシタのレイアウトの比較例を示す。図１６，図１７は、図１（ａ）
の破線により囲まれたブロックの拡大図を示す。
【００３７】
　図１６は、シャントキャパシタ１０４として特許文献３もしくは４記載のＭＯＭキャパ
シタを用いたシャントキャパシタのレイアウト図の一例である。なお、特許文献３ではＭ
ＯＭキャパシタの配線として直線配線が用いられ、特許文献４ではジグザグ（Zigzag）配
線が用いられている。
　図１６では、端子がシャントキャパシタ１０４を挟んで両側に設けられている。このた
め、例えばＭＯＭキャパシタの一端をコイル１０１ａに接続すると、ＭＯＭキャパシタの
他端をグランド１０９に接続するための配線１１３が必要となり、シャントキャパシタ１
０４を構成する場合に配線長の短縮が困難となる。
【００３８】
　図１７は、シャントキャパシタ１０４として特許文献５に記載の交差配線を用いたＭＯ
Ｍキャパシタを用いた場合のレイアウト図の他の一例である。図１６と同様に、シャント
キャパシタ１０４からトランスを形成するコイル１０１ａ及びグランド１０９にそれぞれ
接続するための配線１１３ａ、１１３ｂが必要となり、同様に配線長の短縮が困難となる
。
【００３９】
　次に、本実施形態の直交ハイブリッドカプラ１００のシャントキャパシタのレイアウト
について、図２を参照して詳細に説明する。図２（ａ）は第１の実施形態の直交ハイブリ
ッドカプラ１００におけるシャントキャパシタ１０４のレイアウト図であり、図２（ｂ）
はシャントキャパシタ１０４のレイアウトの説明図であり、同図（ｃ）は配線の交差の説
明図である。図２（ａ）～（ｃ）では、図１に示す各シャントキャパシタ１０４～１０７
のうち、一例としてシャントキャパシタ１０４を例に挙げて説明するが他のシャントキャ
パシタ１０５～１０７でも同様であり、更に以下の各実施形態においても同様とする。
【００４０】
　図２（ａ）に示す直交ハイブリッドカプラ１００のシャントキャパシタ１０４は、シャ
ントキャパシタ１０４のための配置領域ＡＲに配置されている。
【００４１】
　図２（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４は、最下層としての第１層に設けられたメ
タル配線１２１，１２２、及び、最下層の一つ上位の層としての第２層に設けられたメタ
ル配線１２３，１２４を含む構成である。メタル配線１２１とメタル配線１２４とは、ビ
ア１２５ａ，１２５ｃを介して接続されている。メタル配線１２３とメタル配線１２２と
は、ビア１２５ｂ，１２５ｄを介して接続されている。各ビア１２５ａ～１２５ｄは、第
１層のメタル配線と第２層のメタル配線とを接続し、具体的には、各ジグザグ形状のメタ
ル配線（以下、「ジグザグ形状配線」という）の各角部を接続する。ジグザグ（Zigzag）
形状配線については後述する。
【００４２】
　メタル配線１２１～１２４は、配線の直線部分が第１方向と第２方向とに交互に折れ曲
がった形状を有し、所謂ジグザグ形状を有するパターンである。第１方向は、例えばコイ
ル１０１ａ（図２（ａ）ではコイル１０１ａの直線部分）の延在方向であり、図２（ａ）
におけるＸ方向である。第２方向は、マイクロストリップ伝送線路１１０～１１２のグラ
ンド１０９、即ち共通の接地電位を提供するグランドプレーンの長手方向であり、図２（
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ａ）におけるＹ方向である。図２（ａ）においてＸ方向とＹ方向とは直角をなし、これら
の２方向と垂直な方向がＺ方向であり、Ｚ方向は、所謂紙面に垂直な方向を表す。
【００４３】
　ジグザグ形状配線について、図２（ｃ）を参照して説明する。
【００４４】
　ジグザグ形状配線は、第１方向（Ｘ方向）に沿うジグザグ配線ｈａ１～ｈａ３，ｈｂ１
～ｈｂ３と、第１方向に交差する第２方向（Ｙ方向）に沿うジグザグ配線ｖａ１～ｖａ３
，ｖｂ１～ｖｂ３とが角部において結合する構成である。従って、ジグザグ形状配線は、
第１方向に沿うジグザグ配線と、第２方向に沿うジグザグ配線とが交互に繰り返されたジ
グザグ形状のパターンを有する。
【００４５】
　ジグザグ形状配線の長さについて、図２（ａ）を参照して説明する。最下層（第１層）
に設けられたジグザグ形状配線１２１，１２２の長さについては、ジグザグ形状配線１２
１はジグザグ形状配線１２２より長い。更に、最下層の一つ上位の層（第２層）に設けら
れたジグザグ形状配線１２３，１２４の長さについては、ジグザグ形状配線１２３はジグ
ザグ形状配線１２４より長い。
【００４６】
　ジグザグ形状配線１２１，１２４は、ビア１２６ａ，１２６ｂを介して、それぞれコイ
ル１０１ａに接続される。ジグザグ形状配線１２２，１２３は、ビア１２７ｂ，１２７ａ
を介して、グランド１０９に接続される。
【００４７】
　ジグザグ形状配線１２１とジグザグ形状配線１２２とは等間隔を空けて配列され、ジグ
ザグ形状配線１２４とジグザグ形状配線１２３とは等間隔を空けて配列される。従って、
シャントキャパシタ１０４は、等間隔に配置されるジグザグ形状配線の数が増えるため、
高い容量を有する。また、シャントキャパシタ１０４は容量が高いため、小型化に適し、
例えば集積回路（ＩＣ）に内蔵し易くなる。
【００４８】
　シャントキャパシタ１０４は、具体的には、ジグザグ形状配線１２１，１２２の各側面
にて発生する容量と、ジグザグ形状配線１２３，１２４の各側面にて発生する容量と、ジ
グザグ形状配線１２１，１２３の第１層と第２層との積層方向（以下、単に「積層方向」
という）における交差部にて発生する容量と、フリンジ（角部）にて発生する容量との和
に相当する容量を有する。
【００４９】
　フリンジにて発生する容量は、例えば、一つのジグザグ形状配線の側面と、ジグザグ形
状配線に対して上層又は下層のジグザグ形状配線との間にて生じるリーク容量である。シ
ャントキャパシタ１０４は、フリンジにて発生する容量を有するため、容量密度を増やす
ことができる。
【００５０】
　また、図２（ｂ）のシャントキャパシタ１０４は、ジグザグ形状配線の積層方向を基準
にすることで、配置領域ＡＲにおいて、矢印の方向に、つまり斜めに立ち上がる配置とな
る。これにより、コイル１０１ａの直線状部分とグランド１０９とは、シャントキャパシ
タ１０４によって直接に接続され、余分な接続配線が不要となる。
【００５１】
　これにより、シャントキャパシタ１０４は、図１６又は図１７に示すシャントキャパシ
タのレイアウトに比べて、トランス（コイル）又はグランドに接続するための余計な配線
が不要となり、配線長を低減できる。従って、シャントキャパシタ１０４は、入力信号に
対する出力信号の振幅誤差及び位相誤差を低減できる。なお、他のシャントキャパシタ１
０５～１０７のトランス（コイル）又はグランドに対する接続についても同様である。
【００５２】
　次に、シャントキャパシタ１０４の各層に設けられたジグザグ形状配線について、図３
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～図６を参照して説明する。各シャントキャパシタ１０４～１０７は、複数のジグザグ形
状配線が積み上げられた構造を有している。即ち、各シャントキャパシタ１０４～１０７
では、Ｎ（Ｎは、２以上の整数）個のジグザグ形状配線が積層されている。
【００５３】
　図３は、シャントキャパシタ１０４のレイアウトの最下層（第１層）の配線パターンを
個別に示すレイアウト図である。図３に示すシャントキャパシタ１０４の配置領域ＡＲで
は、各層における配線層（配線パターン）としてのジグザグ形状配線１２１，１２２が設
けられる。また、ビア１２５ａ～１２５ｄ、ビア１２６ａ、ビア１２７ｂが設けられる。
なお、以下の説明では、各ビアは、ビアの一部をなす導体層又は不導体層を含む。
【００５４】
　図４は、シャントキャパシタ１０４のレイアウトの最下層の一つ上位の層（第２層）の
配線パターンを個別に示すレイアウト図である。図４に示すシャントキャパシタ１０４の
配置領域ＡＲでは、各層における配線層（配線パターン）としてのジグザグ形状配線１２
４，１２３が設けられる。また、ビア１２６ａ～１２６ｄ、ビア１２６ｂ、ビア１２７ａ
が設けられる。
【００５５】
　図５は、シャントキャパシタ１０４のレイアウトの最下層の二つ上位の層（第３層）の
配線パターンを個別に示すレイアウト図である。図５では、シャントキャパシタ１０４の
配置領域ＡＲの近傍には、ビア１２６ａ，１２６ｂと、ビア１２７ａ，１２７ｂと、グラ
ンド１０９が設けられる。
【００５６】
　図６は、シャントキャパシタ１０４のレイアウトの最上層（第４層）の配線パターンを
個別に示すレイアウト図である。図６では、シャントキャパシタ１０４の配置領域ＡＲの
近傍には、ビア１２６ａ，１２６ｂと、コイル１０１ａと、マイクロストリップ伝送線路
の一部（例えばマイクロストリップ伝送線路１１２）とが設けられる。
【００５７】
　以上により、本実施形態の直交ハイブリッドカプラ１００のシャントキャパシタ１０４
～１０７は、Ｋ（Ｋは、１～Ｎ－１のうちいずれか）番目の配線層に設けられるジグザグ
形状のＫ層配線と、Ｋ＋１番目の配線層に設けられるジグザグ形状の（Ｋ＋１）層配線と
を含む構成である。
【００５８】
　Ｋ層配線は、ビア１２６ａによって各端子Ｔ１～Ｔ３のうちいずれかの端子（図２の例
では端子Ｔ３）に電気的に接続されるジグザグ形状配線１２１と、ビア１２７ｂによって
マイクロストリップ伝送線路のグランド１０９に接続され、ジグザグ形状配線１２１とは
長さが異なるジグザグ形状配線１２２とを含む構成である。
【００５９】
　更に、Ｋ＋１層配線は、ビア１２６ｂによって各端子Ｔ１～Ｔ３のうちいずれかの端子
に（図２の例では端子Ｔ３）に電気的に接続されるジグザグ形状配線１２４と、ビア１２
７ａによってマイクロストリップ伝送線路のグランドに接続され、ジグザグ形状配線１２
４とは長さが異なるジグザグ形状配線１２３とを含む構成である。
【００６０】
　ジグザグ形状配線１２１～１２４のうちのいずれかのジグザグ形状配線は、第１方向に
沿うジグザグ配線と、第１方向に交差する第２方向に沿うジグザグ配線とが角部において
立体的に交差（結合）し、第１方向に沿うジグザグ配線と第２方向に沿うジグザグ配線と
が交互に繰り返されるジグザグ形状のパターンを有する（図２（ｃ）参照）。
【００６１】
　また、図２（ａ）～（ｃ）に示す直交ハイブリッドカプラ１００では、配線層の積層方
向において、ジグザグ形状配線１２１のジグザグ配線ｈａ１～ｈａ３とジグザグ配線Ｖａ
１～Ｖａ３とは、ジグザグ形状配線１２４のジグザグ配線Ｖｂ１～Ｖｂ３とジグザグ配線
ｈｂ１～ｈｂ３とに対してそれぞれ立体的に交差する。
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【００６２】
　同様に、図２（ａ）～（ｃ）に示す直交ハイブリッドカプラ１００では、配線層の積層
方向において、ジグザグ形状配線１２２の第１方向に沿うジグザグ配線と第２方向に沿う
ジグザグ配線とは、ジグザグ形状配線１２４の第２方向に沿うジグザグ配線と第１方向に
沿うジグザグ配線とに対してそれぞれ立体的に交差している。
【００６３】
　これにより、立体構造のシャントキャパシタ１０４～１０７が形成され、シャントキャ
パシタ１０４の容量密度を効率的に増やすことができる。好ましくは、第１方向と第２方
向との交差の角度は９０°である。これにより、回路設計におけるレイアウトルールに従
ったキャパシタレイアウトの設計が可能であり、直交ハイブリッドカプラの性能を向上で
きる。
【００６４】
　以上により、本実施形態の直交ハイブリッドカプラ１００のシャントキャパシタ１０４
～１０７は、取り出し配線及びビアからトランス若しくはグランドまでの引き出し配線が
不要になり、寄生インダクタンス及び寄生抵抗を低減できる。従って、直交ハイブリッド
カプラ１００は、入力信号に対する出力信号の振幅誤差及び位相誤差を低減できる。
【００６５】
　更に、直交ハイブリッドカプラ１００は、入力側と出力側とのインピーダンス整合を改
善できる。更に、図２に示すシャントキャパシタは、シャントキャパシタのキャパシタン
スとして、交差するジグザグ形状配線のフリンジキャパシタンスを用いることにより、単
位面積あたりの容量（容量密度）を増大できる。
【００６６】
　また、直交ハイブリッドカプラ１００は、配線層の積層方向において、ジグザグ形状配
線１２１とジグザグ形状配線１２３とが立体的に交差する部分を接続するビア１２５ａ，
１２５ｃと、ジグザグ形状配線１２２とジグザグ形状配線１２３とが立体的に交差する部
分を接続するビア１２５ｂ，１２５ｄとを含む。
【００６７】
　これにより、直交ハイブリッドカプラ１００は、フリンジ部分を用いたキャパシタンス
によって、直交ハイブリッドカプラ１００自身の容量を増大できる。なお、直交ハイブリ
ッドカプラ１００において、ビア１２５ａ～１２５ｄは必ずしも必要ではないが、ジグザ
グ形状配線の側面によって生じる容量を用いることにより、容量を増大できる。
【００６８】
　更に、多層のメタル配線がシャントキャパシタとして利用可能な場合、奇数番目の配線
層には最下層の配線層と同じレイアウトが用いられ、偶数番目の配線層には最下層の一つ
上位の配線層と同じレイアウトが用いられる。これにより、シャントキャパシタ１０４～
１０７は、より単位面積当たりの容量を大きくできる。
【００６９】
　また、トランス１０１の形状は上下対称であることが望ましい。これにより、直交ハイ
ブリッドカプラ１００がレイアウトの対称性を利用して、同振幅であって９０度の位相差
を有する信号を出力できる。
【００７０】
　トランス１０１は、半導体の複数のメタル配線層が平行にレイアウトされて形成され、
交差部では上層と下層に分かれていることが望ましい。つまり、直交ハイブリッドカプラ
１００において、誘導デバイスは、複数の配線層を平行にスパイラル形状に構成されるこ
とが望ましい。この構成により、トランス１０１の寄生抵抗を低減できる。
【００７１】
　また、カップリングキャパシタ１０２、１０３は、長さの同じ櫛形のキャパシタ若しく
は長さの同じジグザグ形状のキャパシタを用いてもよい。特に、櫛形のキャパシタを用い
ることにより、カップリング容量を増加できる。ジグザグ形状を用いても同様の効果が実
現できる。
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【００７２】
　なお、トランス１０１のコイル１０１ａの末端の直線部分（コイル１０１ａ）と、グラ
ンド１０９と、いずれかのシャントキャパシタ１０４～１０７により囲まれる三角形の空
間が設けられる方が望ましい（図２（ｂ）参照）。
【００７３】
　このため、ジグザグ形状配線の長さの差が大きくなり、つまり、ジグザグ形状配線１２
１とジグザグ形状配線１２２との差、及び、ジグザグ形状配線１２３とジグザグ形状配線
１２４との差が大きくなり、シャントキャパシタ１０４～１０７の自己共振周波数の低下
を低減できる。
【００７４】
　つまり、ジグザグ形状配線１２１，１２４を、コイル１０１ａに接続する場合に、より
グランド１０９側に配置できる場合であっても、また、ジグザグ形状配線１２２，１２３
を、グランド１０９に接続する場合に、よりコイル１０１ａ側に配置できる場合であって
も、ジグザグ形状配線の長さの差を考慮して、図２に示すように配置する。
【００７５】
　図７（ａ）は、第１の実施形態のシャントキャパシタ１０４において、上層の配線層に
設けられたジグザグ形状配線１２３と、下層の配線層に設けられたジグザグ形状配線１２
１，１２２との関係の他の一例を示す図である。図７（ｂ）は、第１の実施形態のシャン
トキャパシタ１０４において、上層の配線層に設けられたジグザグ形状配線１２４と、下
層の配線層に設けられたジグザグ形状配線１２１，１２２との重なりの別の一例を示す図
である。
【００７６】
　図７（ａ）では、配線層の積層方向において、ジグザグ形状配線１２２とジグザグ形状
配線１２３とは、それぞれ９０度の角度を成す角部において立体的に交差する。また、ジ
グザグ形状配線１２１とジグザグ形状配線１２３とは、各々の配線の直線部において立体
的に交差する。
【００７７】
　図７（ｂ）では、配線層の積層方向において、ジグザグ形状配線１２１とジグザグ形状
配線１２４とは、それぞれ９０度の角度を成す角部において立体的に交差する。また、ジ
グザグ形状配線１２２とジグザグ形状配線１２４とは、各々の配線の直線部において立体
的に交差する。従って、直交ハイブリッドカプラ１００は、高密度の容量形成が可能であ
り、直交ハイブリッドカプラ１００の性能を向上できる。
【００７８】
（第１の実施形態の変形例１）
　図８（ａ）は、第１の実施形態の変形例１のシャントキャパシタ１０４のレイアウト図
である。図８（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４は、最下層としての第１層に設けら
れたジグザグ形状配線１３１，１３２、及び、最下層の一つ上位の層としての第２層に設
けられたジグザグ形状配線１３３，１３４を含む構成である。ジグザグ形状配線１３１と
ジグザグ形状配線１３４とは、ビア１３５ａ～１３５ｅを介して接続されている。ビア１
３６ａ，１３６ｂは、ジグザグ形状配線１３１，１３４とコイル１０１ａの直線部分とを
接続する。
【００７９】
　また、ビア１３７ａ，１３７ｂは、ジグザグ形状配線１３２，１３３とグランド１０９
とを接続する。ジグザグ形状配線１３１はジグザグ形状配線１３２より長く、ジグザグ形
状配線１３３はジグザグ形状配線１３４より長い。図８（ａ）に示すシャントキャパシタ
１０４は、ジグザグ形状配線１３１とジグザグ形状配線１３４とが立体的に交差する部分
が、ビア１３５ａ～１３５ｅにより接続されている。即ち、図８（ａ）に示すシャントキ
ャパシタ１０４では、立体的に交差する各ジグザグ形状配線の角部において生じるフリン
ジ容量が用いられている。
【００８０】
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　また、図８（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４では、ジグザグ形状配線１３１，１
３３（図８（ｂ）参照）、ジグザグ形状配線１３２，１３４（図８（ｃ）参照）の各角部
（図８（ｂ）及び（ｃ）の各点線部）において生じるオーバーラップ容量が用いられてい
る。
【００８１】
　以上により、本実施形態のシャントキャパシタ１０４は、図２（ａ）に示すシャントキ
ャパシタ１０４と同様にシャントキャパシタからの引き出し配線が不要となり、振幅誤差
及び位相誤差を低減でき、図２（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４に比べて高い容量
を有する。
【００８２】
（第１の実施形態の変形例２）
　図９は、第１の実施形態の変形例２のシャントキャパシタ１０４のレイアウト図である
。図９に示すシャントキャパシタ１０４は、最下層としての第１層に設けられたジグザグ
形状配線１４１，１４２、及び、最下層の一つ上位の層としての第２層に設けられたジグ
ザグ形状配線１４３，１４４を含む構成である。ジグザグ形状配線１４１，１４２とジグ
ザグ形状配線１４３，１４４とは、ビア１４５，１４６（図９の点線内の各四角部分）を
介して接続されている。ジグザグ形状配線１４１，１４２とジグザグ形状配線１４３，１
４４とは、全長にわたって立体的に重なっている。
【００８３】
　ビア１４７は、ジグザグ形状配線１４２、１４４とコイル１０１ａとを接続する。ビア
１４８は、ジグザグ形状配線１４１，１４３とグランド１０９とを接続する。ジグザグ形
状配線１４１はジグザグ形状配線１４２より長く、ジグザグ形状配線１４３はジグザグ形
状配線１４４より長い。
【００８４】
　図９の点線部分では、複数のビア１４５，１４６が、ジグザグ形状配線１４１，１４２
とジグザグ形状配線１４３，１４４とを立体的に重ならせて接続している。図２（ａ）に
示すシャントキャパシタ１０４のレイアウトとの違いは、配線層の積層方向において、ジ
グザグ形状配線１４１，１４２と、ジグザグ形状配線１４３，１４４とが立体的に重なり
、且つ、両形状配線間がビア１４５，１４６にて接続されていることである。これにより
、図９に示すシャントキャパシタ１０４は、隣接するビア間の容量を更に用いることがで
き、高密度の容量を形成できる。
【００８５】
　以上により、本実施形態のシャントキャパシタ１０４は、図２（ａ）に示すシャントキ
ャパシタ１０４と同様にシャントキャパシタからの引き出し配線が不要となり、振幅誤差
及び位相誤差を低減でき、図２（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４に比べて高い容量
を有する。
【００８６】
（第１の実施形態の変形例３）
　図１０は、第１の実施形態の変形例３のシャントキャパシタ１０４のレイアウト図であ
る。図１０では、シャントキャパシタ１０４を分かり易く示すために、一部透視図が用い
られている。
【００８７】
　図１０に示すシャントキャパシタ１０４は、最下層としての第１層に設けられたジグザ
グ形状配線１５１，１５２、及び、最下層の一つ上位の層としての第２層に設けられたジ
グザグ形状配線１５３，１５４を含む構成である。ジグザグ形状配線１５２，１５３とコ
イル１０１ａとは、ビア１５５ａ，１５５ｂを介して接続されている。ジグザグ形状配線
１５１，１５４とグランド１０９とは、ビア１５６ａ，１５６ｂを介して接続されている
。
【００８８】
　ジグザグ形状配線１５１とジグザグ形状配線１５３とは、図１０のジグザグ形状配線１
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５１が表示されている以外の部分において、立体的に重なっている。つまり、ジグザグ形
状配線１５３は、グランド１０９に接続しない程度に、ジグザグ形状配線１５１と立体的
に重なっており、ジグザグ形状配線１５１は、コイル１０１ａに接続しない程度に、ジグ
ザグ形状配線１５３と立体的に重なっている。
【００８９】
　また、ジグザグ形状配線１５２とジグザグ形状配線１５４とは、図１０のジグザグ形状
配線１５２が表示されている以外の部分において、立体的に重なっている。つまり、ジグ
ザグ形状配線１５２は、グランド１０９に接続しない程度に、ジグザグ形状配線１５４と
立体的に重なっており、ジグザグ形状配線１５４は、コイル１０１ａに接続しない程度に
、ジグザグ形状配線１５２と立体的に重なっている。
【００９０】
　なお、ジグザグ形状配線１５１はジグザグ形状配線１５２より長く、ジグザグ形状配線
１５３はジグザグ形状配線１５４より長い。
【００９１】
　これにより、図１０に示すシャントキャパシタ１０４は、第１層と第２層との間に設け
られた容量を用いることができる。図２（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４のレイア
ウトとの違いは、配線層の積層方向において、ジグザグ形状配線１５１，１５２とジグザ
グ形状配線１５３，１５４とが立体的に重なっていることである。これにより、図１０に
示すシャントキャパシタ１０４は、上下に重複するジグザグ形状配線１５１，１５２とジ
グザグ形状配線１５３，１５４とによって大きな容量を得ることができ、容量を得るため
の面積的も低減できる。
【００９２】
　また、図１０に示すシャントキャパシタ１０４は、図９に示すシャントキャパシタ１０
４と異なり、第１層と第２層の各ジグザグ形状配線を接続するためのビアを不要とできる
。
【００９３】
　以上により、本実施形態のシャントキャパシタ１０４は、簡単な構成によって、図２（
ａ）に示すシャントキャパシタ１０４と同様にシャントキャパシタからの引き出し配線が
不要となり、振幅誤差及び位相誤差を低減でき、図２（ａ）に示すシャントキャパシタ１
０４に比べて高い容量を有する。
【００９４】
（第１の実施形態の変形例４）
　図１１（ａ）は、第１の実施形態のシャントキャパシタ１０４の変形例４のレイアウト
図である。図１１（ｂ）は、最下層としての第１層に設けられたフローティング配線及び
ビアの位置関係を示す図である。図１１（ｃ）は、最下層の一つ上位の層としての第２層
に設けられたフローティング配線及びビアの位置関係を示す図である。
【００９５】
　図１１（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４は、最下層としての第１層に設けられた
ジグザグ形状配線１２１，１２２、最下層の一つ上位の層としての第２層に設けられたジ
グザグ形状配線１２３，１２４、第１層に設けられたフローティング配線１６７ａ，１６
７ｃ，１６７ｅ，１６７ｇ、及び、第２層に設けられたフローティング配線１６７ｂ，１
６７ｄ，１６７ｆを含む構成である。
【００９６】
　図１１（ｂ）に示すフローティング配線１６７ａ、１６７ｃ、１６７ｅ，１６７ｇは、
ジグザグ形状配線１２１、１２２と同じ層にあり、図１１（ｃ）に示すフローティング配
線１６７ｂ、１６７ｄ、１６７ｆは、ジグザグ形状配線１２３、１２４と同じ層にある。
【００９７】
　なお、多層基板は、４層で構成されているが、フローティング配線とジグザグ形状配線
とが配置されているのは２層である。
【００９８】
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　図１１（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４の具体的な構成を、図１１（ｂ）及び（
ｃ）を参照して説明する。
【００９９】
　図１１（ｂ）に示すフローティング配線１６７ａ，１６７ｃ，１６７ｅは、配置領域Ａ
Ｒ内において、第１層のジグザグ形状配線１２１の外周であって、配線層の積層方向にお
いて第２層のジグザグ形状配線１２３の９０度の角度の折れ曲がり部分に対応する位置に
設けられる。図１１（ｂ）に示すフローティング配線１６７ｇは、配置領域ＡＲ内におい
て、第１層のジグザグ形状配線１２２の外周であって、配線層の積層方向において第２層
のジグザグ形状配線１２４の９０度の角度の折れ曲がり部分に対応する位置に設けられる
。
【０１００】
　同様に、図１１（ｃ）に示すフローティング配線１６７ｂ，１６７ｄ，１６７ｆは、配
置領域ＡＲ内において、第２層のジグザグ形状配線１２３の外周であって、配線層の積層
方向において第１層のジグザグ形状配線１２１の９０度の角度の折れ曲がり部分に対応す
る位置に設けられる。
【０１０１】
　ビア１６９ａ，１６９ｃ，１６９ｅは、フローティング配線１６７ａ，１６７ｃ，１６
７ｅと、配線層の積層方向においてフローティング配線１６７ａ，１６７ｃ，１６７ｅの
各位置に対応する第２層に設けられたジグザグ形状配線１２３の折れ曲がり部分とを接続
する。ビア１６９ｇは、フローティング配線１６７ｇと、配線層の積層方向においてフロ
ーティング配線１６７ｇの位置に対応する第２層に設けられたジグザグ形状配線１２４の
折れ曲がり部分とを接続する。
【０１０２】
　同様に、ビア１６９ｂ，１６９ｄ，１６９ｆは、フローティング配線１６７ｂ，１６７
ｄ，１６７ｆと、配線層の積層方向においてフローティング配線１６７ｂ，１６７ｄ，１
６７ｆの各位置に対応する第１層に設けられたジグザグ形状配線１２３の折れ曲がり部分
とを接続する。
【０１０３】
　図１１（ａ）に示すシャントキャパシタ１０４は、図２に示すシャントキャパシタ１０
４のレイアウトの構成に、フローティング配線と、各配線層に設けられたフローティング
配線と配線層とを接続するビアとを更に含む構成である。図１１（ａ）に示すシャントキ
ャパシタ１０４は、フローティング配線及びビアを用いることにより、図２（ａ）に示す
シャントキャパシタ１０４に比べて、単位面積当たりの容量を更に増加できる。
【０１０４】
（第２の実施形態）
　図１２は、第２の直交ハイブリッドカプラ２００のレイアウト例を示す図である。直交
ハイブリッドカプラ２００は、キャパシティブカップリング（capacitive coupling）型
のカプラである。
【０１０５】
　図１２に示す直交ハイブリッドカプラ２００は、誘導デバイスとしてのインダクタ２０
１，２０２、カップリングキャパシタ２０３，２０４、シャントキャパシタ２０５，２０
６，２０７，２０８、終端抵抗２０９及びグランド２１０，２１１を含む構成である。伝
送線路２１２，２１３，２１４と、グランド２１０，２１１とは、マイクロストリップ伝
送線路として機能する。
【０１０６】
　図１２に示すシャントキャパシタ２０５～２０８に、第１の実施形態及び各変形例にて
説明したシャントキャパシタ１０４～１０７、具体的には、長さの異なるジグザグ形状配
線を備えたレイアウト（図２、図７～図１１のうちいずれか参照）を用いることにより、
寄生インダクタ及び寄生抵抗を低減でき、振幅誤差及び位相誤差を低減できる。
【０１０７】
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（第３の実施形態）
　図１３は、上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラを用いたドハティ増幅器７０
０のブロック図である。ドハティ増幅器７００は、上述した各実施形態のうちいずれかの
直交ハイブリッドカプラ７０１、メイン増幅器７０２、１／４波長伝送線路７０３、及び
ピーク増幅器７０４を含む構成である。
【０１０８】
　ドハティ増幅器７００に入力される入力ＲＦ信号は、直交ハイブリッドカプラ７０１に
おいて、２つの出力信号に分岐される。一方の出力信号はメイン増幅器７０２に入力され
、他方の出力信号はピーク増幅器７０４に入力される。メイン増幅器７０２に入力される
信号の位相は、入力ＲＦ信号に対して９０度進んでいる。ピーク増幅器７０４に入力され
る信号の位相は、入力ＲＦ信号と同じ位相である。
【０１０９】
　メイン増幅器７０２において増幅された信号は、位相が１／４波長伝送線路７０３にお
いて９０度遅延されて出力され、ピーク増幅器７０４において増幅された信号と合成され
て、最終的な出力信号となる。
【０１１０】
　ドハティ増幅器７００では、直交ハイブリッドカプラにおいて２つの出力信号間に位相
誤差が生じると、最終的な出力信号において合成時の損失が生じる。上述した各実施形態
の直交ハイブリッドカプラ７０１を用いることにより、ドハティ増幅器７００は、出力損
失を低減でき、増幅性能を向上できる。
【０１１１】
（第４の実施形態）
　図１４は、上述した各実施形態のうちいずれかの直交ハイブリッドカプラ６０７，６０
８を用いた無線通信装置６００のブロック図である。図１４に示す無線通信装置６００は
、送信用のアンテナ６０１が接続された送信ＲＦ増幅器６０３、直交変調器６０５、上述
した各実施形態の直交ハイブリッドカプラ６０７，６０８、スイッチ６０９、発振器６１
０、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）６１１、アナログベースバンド回路６１２，６１３、
デジタルベースバンド回路６１４、直交復調器６０６、及び受信用のアンテナ６０２が接
続された受信ＲＦ増幅器６０４を含む構成である。スイッチ６０９、発振器６１０及びＰ
ＬＬ（Phase Locked Loop）６１１はローカル信号を生成するローカル信号発生部を構成
する。
【０１１２】
　図１４に示す無線通信装置６００の動作について説明する。発振器６１０及びＰＬＬ６
１１により発生したローカル信号は、スイッチ６０９を介して、送信回路側若しくは受信
回路側に出力される。無線通信装置６００の送信回路は、送信用のアンテナ６０１が接続
された送信ＲＦ増幅器６０３、直交変調器６０５、直交ハイブリッドカプラ６０７及びア
ナログベースバンド回路６１２を含む構成である。
【０１１３】
　送信回路側に出力される場合、ローカル信号は直交ハイブリッドカプラ６０７によって
同振幅であって９０度位相の異なる２つの信号に分岐され、直交変調器６０５に入力され
る。即ち、直交ハイブリッドカプラ６０７は、ローカル信号を基に、同振幅であって９０
度の位相差を有する２つの出力信号を生成して直交変調器６０５に出力する。直交変調器
６０５は、直交ハイブリッドカプラ６０７からの２つの出力信号を基に、送信信号を直交
変調して送信ＲＦ部６０３に出力する。
【０１１４】
　受信回路側に出力される場合、ローカル信号は直交ハイブリッドカプラ６０８によって
同振幅であって９０度位相の異なる２つの信号に分岐され、直交復調器６０６に入力され
る。無線通信装置６００の受信回路は、受信用のアンテナ６０２が接続された受信ＲＦ増
幅器６０４、直交復調器６０６、直交ハイブリッドカプラ６０８及びアナログベースバン
ド回路６１３を含む構成である。直交ハイブリッドカプラ６０８は、ローカル信号を基に
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、同振幅であって９０度の位相差を有する２つの出力信号を生成して直交復調器６０６に
出力する。直交復調器６０６は、直交ハイブリッドカプラ６０８からの２つの出力信号を
基に、受信信号を直交復調してアナログベースバンド回路６１３に出力する。
【０１１５】
　デジタルベースバンド回路６１４にて生成された送信ベースバンド信号はアナログベー
スバンド回路６１２によってデジタル－アナログ変換、増幅及びフィルタリングされる。
アナログベースバンド回路６１２からの出力信号は、直交変調器６０５において送信用の
ＲＦ信号に変換され、ＲＦ増幅器６０３において増幅された後、アンテナ６０１から放射
される。
【０１１６】
　アンテナ６０２にて受信された受信ＲＦ信号は、ＲＦ増幅器６０４において増幅された
後、直交復調器６０６に入力され、直交復調器６０６においてベースバンド信号に変換さ
れる。ベースバンド信号はアナログベースバンド回路６１３にてアナログ－デジタル変換
、増幅及びフィルタリングされ、デジタルベースバンド回路６１４においてデジタル復調
される。
【０１１７】
　図１４に示す無線通信装置６００に上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラを用
いることにより、直交変調器６０５の変調精度及び直交復調器６０６の復調精度を改善で
きる。これにより、無線通信装置６００は、送信信号の信号品質を向上でき、受信感度を
向上できる。
【０１１８】
（第４の実施形態の変形例）
　図１５は、上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラを用いた無線通信装置８００
の変形例のブロック図である。図１４に示す無線通信装置６００との違いは、直交ハイブ
リッドカプラ６０７の代わりに、直交ハイブリッドカプラ８０７が送信ＲＦ増幅器６０３
と直交変調器８０５の間に挿入され、直交ハイブリッドカプラ６０８の代わりに、直交ハ
イブリッドカプラ８０８が受信ＲＦ増幅器６０４と直交復調器８０６の間に挿入されてい
る点である。
【０１１９】
　図１５に示す無線通信装置８００の説明では、図１４に示す無線通信装置６００と異な
る内容について説明し、同一の内容については説明を省略する。
【０１２０】
　図１５に示す無線通信装置８００は、送信用のアンテナ６０１が接続された送信ＲＦ増
幅器６０３、直交変調器８０５、上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラ８０７，
８０８、スイッチ６０９、発振器６１０、ＰＬＬ（Phase Locked Loop）６１１、アナロ
グベースバンド回路６１２，６１３、デジタルベースバンド回路６１４、直交復調器８０
６、及び受信用のアンテナ６０２が接続された受信ＲＦ増幅器６０４を含む構成である。
スイッチ６０９、発振器６１０及びＰＬＬ（Phase Locked Loop）６１１はローカル信号
を生成するローカル信号発生部を構成する。
【０１２１】
　図１５に示す無線通信装置８００は、直交変調器８０５、直交復調器８０６がサブハー
モニックミキサ、即ち、ローカル信号入力の周波数がＲＦ周波数の整数分の１であるミキ
サである場合に有効である。
【０１２２】
　無線通信装置８００の送信回路は、送信用のアンテナ６０１が接続された送信ＲＦ増幅
器６０３、直交ハイブリッドカプラ８０７、直交変調器８０５及びアナログベースバンド
回路６１２を含む構成である。
【０１２３】
　直交変調器８０５は、ローカル信号発生部によって生成されたローカル信号を基に、９
０度の位相差を有する２つの入力信号（送信信号）を直交変調して直交ハイブリッドカプ
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ラ８０７に出力する。
【０１２４】
　直交ハイブリッドカプラ８０７は、直交変調器８０５から出力された２つの９０度の位
相差を有する入力信号を入力し、２つの入力信号のうち一方の位相を９０度進める又は遅
延させて２つの入力信号の位相差を０度に調整する。直交ハイブリッドカプラ８０７は、
位相の調整後に、２つの入力信号を合成することによって、１つの出力信号を送信ＲＦ増
幅器６０３に出力する。送信ＲＦ増幅器６０３は、直交ハイブリッドカプラ８０７からの
出力信号を増幅する。
【０１２５】
　また、無線通信装置８００の受信回路は、受信用のアンテナ６０２が接続された受信Ｒ
Ｆ増幅器６０４、直交ハイブリッドカプラ８０８、直交復調器８０６及びアナログベース
バンド回路６１３を含む構成である。直交ハイブリッドカプラ８０８は、入力された受信
信号を、同振幅であって９０度の位相差を有する２つの受信信号を生成して直交復調器８
０６に出力する。直交復調器８０６は、直交ハイブリッドカプラ８０８からの２つの受信
出力信号を基に、受信信号を直交復調してアナログベースバンド回路６１３に出力する。
【０１２６】
　図１５に示す無線通信装置８００に上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラを用
いることにより、直交変調器８０５からの２つの出力信号の合成時における出力損失を低
減でき、受信ＲＦ増幅器６０４からの出力信号の信号分岐精度を向上できる。
【０１２７】
　以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本発明はかかる例に
限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇
内において、各種実施形態の変更例又は修正例、更に各種実施の形態の組み合わせ例に想
到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術敵範囲に属するもの
と了解される。
【０１２８】
　なお、上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラの利用範囲は広く、例えば、複素
ミキサとしても利用が可能である。また、例えば、上述した各実施形態の直交ハイブリッ
ドカプラは、ＩＱ位相平面において自由に位相差を作成する回路にも利用できる。
【０１２９】
　また、上述した各実施形態の直交ハイブリッドカプラに用いられる誘導デバイスとして
は種々のものがあるが、例えば、オンチップのスパイラルインダクタを用いればＩＣに内
蔵できる。また、シャントキャパシタ等もＩＣの製造方法によって製造が可能であり、量
産化にも適する。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　本発明は、誘導デバイスとグランドとの間に挿入するシャントキャパシタから誘導デバ
イス又はグランドへの各接続配線の長さを低減し、入力信号に対する出力信号の振幅誤差
及び位相誤差を低減する直交ハイブリッドカプラ、増幅器及び無線通信装置として有用で
ある。
【符号の説明】
【０１３１】
１００　直交ハイブリッドカプラ
１０１ａ、１０１ｂ　コイル
１０１　トランス
１０２、１０３、２０３、２０４　カップリングキャパシタ
１０４～１０７、２０５～２０８　シャントキャパシタ
１０８、２０９　終端抵抗
１０９、２１０、２１１　グランド
１１０、１１１、１１２、２１２、２１３、２１４　伝送線路（マイクロストリップ伝送
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線路）
１２１～１２４、１３１～１３４、１４１～１４４　ジグザグ形状配線（メタル配線）
１２５ａ～１２５ｄ、１３５ａ～１３５ｅ、１４５、１４６、１２６ａ、１２６ｂ、１２
７ａ、１２７ｂ、１３６ａ、１３６ｂ、１３７ａ、１３７ｂ、１４７、１４８　ビア
２０１、２０２　インダクタ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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