
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスが実装されるフレキシブル基板であって、
　第１のデバイスが設けられている第１の部分と、
　第２のデバイスが設けられている第２の部分と、
　前記第１の部分と前記第２の部分の間の部分であって、前記第１のデバイスと前記第２
のデバイスとを接続する複数の配線が設けられている配線部分と、
　を含み、
　前記第１のデバイスは、少なくとも第１のデータ転送制御装置を含み、
　前記第２のデバイスは、少なくとも第２のデータ転送制御装置を含み、
　前記第１及び第２のデータ転送制御装置は、差動信号（ Differential-Signals）を用い
てデータ転送を行い、
　前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続するための前記配線部分に設けられ
る複数の配線が、前記差動信号を用いたデータ転送のための少なくとも１つの差動信号線
ペアを含み、
　前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの少なくとも一方のデバイスは、
　前記差動信号線ペアの各々にそれぞれ接続され、前記差動信号線ペアの特性インピーダ
ンスに応じて、前記少なくとも一方のデバイスの入出力インピーダンスを可変にする２つ
の入出力インピーダンス可変回路と、
　前記２つの入出力インピーダンス可変回路からの各々の出力に基づいて、電流－電圧変
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換する２つの電流電圧変換回路と、
　前記２つの電流電圧変換回路からの出力を比較する比較器と、
を有し、
　前記２つの入出力インピーダンス可変回路の各々は、
　前記差動信号線ペアのうち対応する差動信号線に一端が接続された可変抵抗器と、
　ソースが前記可変抵抗器の他端に接続され、ドレインが前記電流電圧変換回路に接続さ
れたＮ型トランジスタと、
　一端が前記可変抵抗器の前記他端に接続され、他端が前記Ｎ型トランジスタのゲートに
接続されたインバータと、
を含むことを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線が延在形成されてい
る方向を第１の方向としたとき、
　前記配線部分は、前記配線部分の下層に前記第１の方向に沿って第１の導体が延在形成
され、前記第１の導体の上層に前記第１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁
体上に前記複数の配線が形成されることで構成されていることを特徴とするフレキシブル
基板。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記差動信号線ペアを構成する第１、第２の差動信号線の特性インピーダンスを決定づ
ける特性インピーダンス決定パラメータが、前記第１及び第２の差動信号線の各々の配線
幅、配線の厚さ、配線の長さ、前記絶縁体の厚み及び前記絶縁体の誘電率のパラメータを
含み、
　前記第１及び第２の差動信号線の各々の特性インピーダンスと、前記第１のデバイス及
び前記第２のデバイスの少なくとも一方の入出力インピーダンスとがインピーダンス整合
するように、前記第１、第２の差動信号線の前記特性インピーダンス決定パラメータのう
ちの少なくとも一つが設定されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、
　前記複数の差動信号ペアは前記絶縁体上に形成され、
　前記絶縁体上において、前記複数の差動信号線ペアの各々の間には、第２の導体が前記
第１の方向に沿って延在形成されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項５】
　請求項１において、
　前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線が延在形成されてい
る方向を第１の方向としたとき、
　前記配線部分は、前記配線部分の下層に前記第１の方向に沿って第３の導体が延在形成
され、前記第３の導体の上層に前記第１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁
体上に第４の導体が延在形成され、前記絶縁体の中に前記複数の配線が形成されることで
構成されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記差動信号線ペアを構成する第１、第２の差動信号線の特性インピーダンスを決定づ
ける特性インピーダンス決定パラメータが、前記第１及び第２の差動信号線の各々の配線
幅、配線の厚さ、配線の長さ、前記絶縁体の厚み及び前記絶縁体の誘電率のパラメータを
含み、
　前記第１及び第２の差動信号線の各々の特性インピーダンスと、前記第１のデバイス及
び前記第２のデバイスの少なくとも一方の入出力インピーダンスとがインピーダンス整合

10

20

30

40

50

(2) JP 3804665 B2 2006.8.2



するように、前記第１、第２の差動信号線の前記特性インピーダンス決定パラメータのう
ちの少なくとも一つが設定されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、
　前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線が延在形成されてい
る方向を第１の方向としたとき、
　前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、
　前記配線部分は、前記第１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁体上に前記
複数の配線が形成され、
　前記絶縁体上において、前記複数の差動信号線ペアの各々の間には、第２の導体が前記
第１の方向に沿って延在形成され、
　前記絶縁体の下方であって前記複数の配線が形成されていない側には、前記差動信号線
ペアを構成する第１及び第２の差動信号線以外の複数の信号線が形成されていることを特
徴とするフレキシブル基板。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記複数の信号線の各々は、前記第２の導体の下方に配置されるように前記絶縁体に配
線されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかにおいて、
　前記２つの入出力インピーダンス可変回路の各々は、インピーダンス設定情報が書き込
まれたインピーダンス設定レジスタを含み、
　前記２つの入出力インピーダンス可変回路の各々は、前記インピーダンス設定レジスタ
の前記インピーダンス設定情報に基づいて、前記少なくとも一方のデバイスの入出力イン
ピーダンスを設定することを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかにおいて、
　前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの少なくとも一方のデバイスに、データ転
送制御装置以外の他のデバイスが集積されていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれかにおいて、
　前記第１のデバイスに接続された第１デバイス信号線が接続される第１の端子と、
　前記第２のデバイスに接続された第２デバイス信号線が接続される第２の端子と、
　が設けられていることを特徴とするフレキシブル基板。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれかに記載されているフレキシブル基板を含み、
　前記フレキシブル基板の前記第１の部分が設けられる第１の機器部分と、
　前記フレキシブル基板の前記第２の部分が設けられる第２の機器部分と、
　を含むことを特徴とする電子機器。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記第１の機器部分と前記第２の機器部分とを接続する機器接続部分をさらに含み、
　前記機器接続部分には、前記フレキシブル基板の前記配線部分が設けられていることを
特徴とする電子機器。
【請求項１４】
　請求項１１に記載されているフレキシブル基板と、
　前記フレキシブル基板の前記第１の端子と接続される第１の基板と、
　前記フレキシブル基板の前記第２の端子と接続される第２の基板と、
　を含むことを特徴とする電子機器。
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【請求項１５】
　請求項１１に記載されているフレキシブル基板と、
　前記第１の端子と接続するための接続部分及び前記第２の端子と接続するための接続部
分が設けられた基板と、
　を含むことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル基板及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば表示パネル等が搭載されている小型電子機器において、表示パネルの高解像度化
に伴って、電子機器内の回路間で高周波を伝送する場合が増加している。ところが高周波
を伝送する際に高周波を転送する回路と、高周波を伝送するための伝送線路と、高周波を
受ける回路とのそれぞれの間で生じる信号反射が問題となる。この信号反射は、各回路の
インピーダンスと伝送線路のインピーダンスの相違に起因して生じ、信号劣化及び不要輻
射の発生原因になる。
【０００３】
　特許文献 1には、高周波を伝送する際に生じる不要輻射を抑えることで受信感度を高め
た携帯無線端末が記載されている。特許文献１の図８（ａ）に記載されている携帯無線端
末は、高周波回路とベースバンド回路とを接続するフレキシブル基板の表面にグランド層
を設け、グランド層のシールド効果を利用して不要輻射を抑えている。これにより、携帯
無線端末の感度の向上を図っているが、高周波回路の入出力インピーダンスとフレキシブ
ル基板上の配線の特性インピーダンスとベースバンド回路の入出力インピーダンスとが、
インピーダンス整合されていないため、より周波数の高い信号を伝送することが困難であ
る。また、特許文献１に記載されている回路において、高周波回路、フレキシブル基板及
びベースバンド回路の間に介在する多数の媒体についてインピーダンス整合をとることは
設計コストの増大を招き、インピーダンス整合をとることは事実上困難である。
【０００４】
　また、特許文献２には、差動信号を伝送するための差動信号伝送線路の両端にインピー
ダンス部品を設け、差動信号の特性を改善する信号伝送ケーブルが記載されている。しか
しながら、差動信号を送信する回路と差動信号を受信する回路の間での信号反射を抑える
ためには、差動信号を送信する回路の出力インピーダンス及び差動信号を受信する回路の
入力インピーダンスを、特許文献２に記載されている信号伝送ケーブルの終端インピーダ
ンスに整合させる必要がある。これは、差動信号を送受信する回路の設計を煩雑にし、コ
スト削減の妨げになり、コストの安いケーブルを用いても、結果として、コスト増大を引
き起こす。さらに、伝送線路に余分なインピーダンス部品を設けることは、消費電力の増
大を招き、特に携帯電子機器には不適応なケーブルである。
【０００５】
　また、特許文献３にも不要輻射を抑える方法に、インピーダンス整合を用いることが記
載されている。しかしながら、特許文献３に記載されている発明においても、高周波が伝
送される伝送線路の両端での信号反射を抑えるためには、伝送線路の両端に接続される回
路のインピーダンスの設定が必要であり、これは設計コスト削減の妨げとなる。
【特許文献１】特開平９－８３２３３号公報
【特許文献２】特開２００２－３５４０５３号公報
【特許文献３】特開平５－２７６９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするとこ
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ろは、コストパフォーマンスに優れ、高周波を伝送する際の信号反射を抑えることができ
、信号劣化が少なく高速なシリアルデータ転送が可能なフレキシブル基板及びそれを含む
電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、デバイスが実装されるフレキシブル基板であって、第１のデバイスが設けら
れている第１の部分と、第２のデバイスが設けられている第２の部分と、前記第１の部分
と前記第２の部分の間の部分であって、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接
続する複数の配線が設けられている配線部分と、を含み、前記第１のデバイスは、少なく
とも第 1のデータ転送制御装置を含み、前記第２のデバイスは、少なくとも第２のデータ
転送制御装置を含み、前記第１及び第２のデータ転送制御装置は、差動信号（ Differenti
al-Signals）を用いてデータ転送を行い、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを
接続するための前記配線部分に設けられる複数の配線が、前記差動信号を用いたデータ転
送のための少なくとも１つの差動信号線ペアを含むフレキシブル基板に関係する。
【０００８】
　本発明によれば、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスと前記配線部分が設けられ
たフレキシブル基板は、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスの間で信号反射が生じ
る部分が少いので信号劣化を抑えることができ、前記差動信号線ペアを介して差動信号を
高速に転送することができる。前記配線部分はフレキシブル基板に設けられているため、
前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを同軸ケーブル等の配線で接続する場合より
も、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する配線の製造コストを大幅に削
減できる。
【０００９】
　また、本発明では、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線
が延在形成されている方向を第１の方向としたとき、前記配線部分は、前記配線部分の下
層に前記第 1の方向に沿って第１の導体が延在形成され、前記第１の導体の上層に前記第
１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁体上に前記複数の配線が形成されるこ
とで構成されていてもよい。
【００１０】
　このように前記配線部分が形成されることで、前記差動信号を伝送する際の不要輻射に
よる他のデバイスへの影響を抑えることができる。さらに、他のデバイスからの不要輻射
等によって前記配線部分が受ける影響（例えば差動信号を伝送する際の信号劣化等）を防
ぐことができる。即ち、信号劣化の少ない高速な信号伝送が可能である。
【００１１】
　また、本発明では、前記差動信号線ペアを構成する第１、第２の差動信号線の特性イン
ピーダンスを決定づける特性インピーダンス決定パラメータが、前記第１及び第２の差動
信号線の各々の配線幅、配線の厚さ、配線の長さ、前記絶縁体の厚み及び前記絶縁体の誘
電率のパラメータを含み、前記第１及び第２の差動信号線の各々の特性インピーダンスと
、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの少なくとも一方の入出力インピーダンス
とがインピーダンス整合するように、前記第１、第２の差動信号線の前記特性インピーダ
ンス決定パラメータのうちの少なくとも一つが設定されていてもよい。
【００１２】
　本発明によれば、前記特性インピーダンス決定パラメータを調整することで前記配線部
分の特性インピーダンスを、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスとインピーダン
ス整合するように設定することができる。つまり、前記配線部分の形状を決定した後に前
記特性インピーダンス決定パラメータを調整することで、使用用途に応じて前記配線部分
の形状を自由にレイアウトすることができる。
【００１３】
　また、本発明では、前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、前記複数の
差動信号ペアは前記絶縁体上に形成され、前記絶縁体上において、前記複数の差動信号線
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ペアの各々の間には、第２の導体が前記第１の方向に沿って延在形成されていてもよい。
【００１４】
　本発明によれば、前記第２の導体がシールド効果を奏し、より高速なシリアルデータ転
送に対しても十分信号品質の保たれた信号伝送が可能である。
【００１５】
　また、本発明では、前記第１のデバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線
が延在形成されている方向を第１の方向としたとき、前記配線部分は、前記配線部分の下
層に前記第１の方向に沿って第３の導体が延在形成され、前記第３の導体の上層に前記第
１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁体上に第４の導体が延在形成され、前
記絶縁体の中に前記複数の配線が形成されることで構成されていてもよい。
【００１６】
　本発明によれば、前記第３の導体がシールド効果を奏し、さらに前記複数の配線が前記
絶縁体の中に形成されているので、前記配線部分に設けられた前記複数の配線は、信号劣
化の少ない高速な信号伝送が可能である。
【００１７】
　また、本発明では、前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、前記第１の
デバイスと前記第２のデバイスとを接続する複数の配線が延在形成されている方向を第１
の方向としたとき、前記複数の配線は、複数の前記差動信号線ペアを含み、前記配線部分
は、前記第１の方向に沿って絶縁体が延在形成され、前記絶縁体上に前記複数の配線が形
成され、前記絶縁体上において、前記複数の差動信号線ペアの各々の間には、第２の導体
が前記第１の方向に沿って延在形成され、前記絶縁体の下方であって前記複数の配線が形
成されていない側には、前記差動信号線ペアを構成する第１及び第２の差動信号線以外の
複数の信号線が形成されていてもよい。
【００１８】
　本発明によれば、前記第２の導体がシールド効果を奏し、差動信号を伝送する際の信号
劣化を防ぐことができる。さらに、前記複数の配線が形成されていない側に、前記差動信
号線ペアを構成する第１及び第２の差動信号線以外の複数の信号線を設けることで、前記
配線部分の面積を縮小することが可能である。即ち、前記配線部分のレイアウトの自由度
を拡張させることができ、製造コストの削減の効果も奏する。
【００１９】
　また、本発明では、前記複数の信号線の各々は、前記第２の導体の下方に配置されるよ
うに前記絶縁体に配線されていてもよい。これにより、前記差動信号線ペアを構成する第
１及び第２の差動信号線以外の複数の信号線と前記差動信号線ペアとの間の干渉を抑える
ことができる。
【００２０】
　また、本発明では、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの少なくとも一方のデ
バイスは、前記差動信号線ペアの特性インピーダンスに応じて、前記少なくとも一方のデ
バイスの入出力インピーダンスを可変にする入出力インピーダンス可変回路を含むように
してもよい。
【００２１】
　本発明によれば、前記第１のデバイス又は前記第２のデバイスは、前記入出力インピー
ダンス可変回路を用いることで、様々な前記配線部分の特性インピーダンスに対してイン
ピーダンス整合をとることができる。即ち、特性インピーダンスが異なる配線毎に前記第
１のデバイス又は前記第２のデバイスを製造する必要がなくなり、製造コスト削減の効果
を奏す。さらに、様々な前記配線部分の特性インピーダンスに対応できることにより、前
記配線部分のレイアウトの自由度を拡張することができる。
【００２２】
　また、本発明では、前記入出力インピーダンス可変回路は、インピーダンス設定情報が
書き込まれたインピーダンス設定レジスタを含み、前記入出力インピーダンス可変回路は
、前記インピーダンス設定レジスタの前記インピーダンス設定情報に基づいて、前記少な
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くとも一方のデバイスの入出力インピーダンスを設定するようにしもよい。このようにす
れば、前記入出力インピーダンス可変回路に制御信号等を入力することで、前記インピー
ダンス設定レジスタに格納された前記インピーダンス情報に基づいて、前記第１のデバイ
ス又は前記第２のデバイスの入出力インピーダンスを設定することができる。
【００２３】
　また、本発明では、前記第１のデバイス及び前記第２のデバイスの少なくとも一方のデ
バイスに、データ転送制御装置以外の他のデバイスが集積されていてもよい。
【００２４】
　また、本発明では、前記第１のデバイスに接続された第１デバイス信号線が接続される
第１の端子と、前記第２のデバイスに接続された第２デバイス信号線が接続される第２の
端子と、が設けられていてもよい。
【００２５】
　本発明は、上述されたフレキシブル基板を含み、前記フレキシブル基板の前記第１の部
分が設けられる第１の機器部分と、前記フレキシブル基板の前記第２の部分が設けられる
第２の機器部分と、を含む電子機器に関係する。
【００２６】
　本発明によれば、前記第１の機器部分と前記第２の機器部分との間で、前記差動信号線
ペアを介して大容量のデータを高速に転送できる。さらに、前記電子機器の製造コスト削
減が可能である。
【００２７】
　本発明は、前記第１の機器部分と前記第２の機器部分とを接続する機器接続部分をさら
に含み、前記機器接続部分には、前記フレキシブル基板の前記配線部分が設けられている
電子機器に関係する。
【００２８】
　本発明によれば、前記フレキシブル基板に設けられた前記配線部分は可撓性を有してい
るので、前記配線部分が前記機器接続部分に設けられたことにより、前記機器接続部分の
形状に対して設計自由度を拡張することができる。
【００２９】
　本発明は、前述された前記第１の端子及び前記第２の端子が設けられたフレキシブル基
板と、前記フレキシブル基板の前記第１の端子と接続される第１の基板と、前記フレキシ
ブル基板の前記第２の端子と接続される第２の基板と、を含む電子機器に関係する。
【００３０】
　本発明によれば、前記第１の基板と前記第２の基板との間で高速なデータ転送を行うこ
とができる。また、前記第１の基板と前記第２の基板とを含み、各基板間で高速なデータ
転送が可能な電子機器の製造コストの削減が可能である。
【００３１】
　本発明は、前述された前記第１の端子及び前記第２の端子が設けられたフレキシブル基
板と、前記第１の端子と接続するための接続部分及び前記第２の端子と接続するための接
続部分が設けられた基板と、を含む電子機器に関係する。
【００３２】
　本発明によれば、前記基板上又は前記基板中において、前記基板上に設けられた前記第
１の端子と接続するための接続部分及び前記第２の端子と接続するための接続部分の間に
他の配線等を設けることができる。なぜなら、前記フレキシブル基板の配線部分に前記差
動信号線ペアが設けられていることにより前記基板と前記差動信号線ペアとの間に空間が
生じる。このため、前記フレキシブル基板の配線部分が前記基板上又は前記基板中に設け
られた他の配線に対して与える干渉等は緩和される。また、同様の理由から、前記基板上
において、前記第１の端子と接続するための接続部分及び前記第２の端子と接続するため
の接続部分の間に他のデバイスやＩＣ等を設けることもできる。即ち、前記基板のレイア
ウトの自由度を拡張することができ、前記基板の面積を有効利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３３】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。なお、以下に説明する
実施の形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない
。また以下で説明される構成のすべてが本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００３４】
　１．フレキシブル基板
　図１は、フレキシブル基板１０の全体図である。フレキシブル基板１０は、第１のデバ
イスＤＶ１が設けられた第１の部分ＡＲ１と、第２のデバイスＤＶ２が設けられた第２の
部分ＡＲ２と、複数の配線が設けられた配線部分ＡＲ３を含む。第１の部分ＡＲ１、第２
の部分ＡＲ２及び配線部分ＡＲ３は、例えば一体形成されている。複数の配線は、例えば
差動信号線ペアＤＳＰ及び信号線Ｓ１を含む。差動信号線ペアＤＳＰは、第１の差動信号
線ＤＳ１及び第２の差動信号線ＤＳ２を含む。また、第１の部分ＡＲ１には、例えば他の
基板と接続するための第１の端子Ｐ１と、第１のデバイスＤＶ１と第１の端子Ｐ１とを接
続する第１デバイス信号線ＰＳ１が設けられている。また、第２の部分ＡＲ２には、例え
ば他の基板と接続するための第２の端子Ｐ２と、第２のデバイスＤＶ２と第２の端子Ｐ２
とを接続する第２デバイス信号線ＰＳ２が設けられている。図１のフレキシブル基板１０
には、第１の差動信号線ＤＳ１、第２の差動信号線ＤＳ２及び信号線Ｓ１の合計３本の信
号線が設けられているが、これに限定されない。フレキシブル基板１０には、複数の差動
信号線ペアＤＳＰや複数の信号線Ｓ１が設けられてもよい。また、説明の簡略化のため、
第１デバイス信号線ＰＳ１及び第２デバイス信号線ＰＳ２はそれぞれ１本しか図示されて
いないが、これに限定されない。第１デバイス信号線ＰＳ１及び第２デバイス信号線ＰＳ
２は、データの転送の必要に応じて複数の信号線として配線されてもよい。以下、同符号
のものは同様の意味を表す。なお、符号５－５は、図５にて図１の配線部分の断面を示す
ための断面線を示す。
【００３５】
　第 1のデバイスＤＶ１は第１のデータ転送制御装置１００を含む。第２のデバイスＤＶ
２は第２のデータ転送制御装置２００を含む。第２のデータ転送制御装置２００は、第２
の端子Ｐ２から第２デバイス信号線ＰＳ２を介して入力される信号に基づいてシリアルデ
ータを生成し、第１のデータ転送制御装置１００に差動信号線ペアＤＳＰを介してシリア
ルデータを高速転送する。第１のデータ転送制御装置１００は、差動信号線ペアＤＳＰを
介して転送されたシリアルデータを受け、シリアルデータを解析し、解析結果を第１デバ
イス信号線ＰＳ１を介して第２の端子Ｐ１に出力する。
【００３６】
　また、第２のデータ転送制御装置２００は、シリアルデータを受けることもでき、第１
のデータ転送制御装置１００は、シリアルデータを送出することもできる。この場合、前
述のシリアルデータ転送の手順が逆になる。即ち、第１のデータ転送制御装置１００は、
第１デバイス信号線ＰＳ１を介して入力された信号に基づいてシリアルデータを生成し、
差動信号線ペアＤＳＰを介してシリアルデータを第２のデータ転送制御装置２００に転送
する。シリアルデータを受けた第２のデータ転送制御装置２００は、シリアルデータを解
析し、解析結果に基づいて信号を生成し、第２デバイス信号線ＰＳ２を介して第２の端子
Ｐ２に該信号を出力する。
【００３７】
　フレキシブル基板１０の配線部分は、図１の方向ＤＲ１（広義には第１の方向）に沿っ
て形成された部分と方向ＤＲ２（広義には第１の方向）に沿って形成された部分を含むが
、これに限定されない。フレキシブル基板１０は、配線部分ＡＲ３が例えば方向ＤＲ１の
一直線上に沿って形成されてもよい。即ち、搭載する機器の形状に応じて、種々の形状に
形成可能である。なお、図１の方向ＤＲ１及びＤＲ２は、複数の配線が延在形成される方
向を示す。
【００３８】
　図２は、第２のデータ転送装置２００がホスト（データ送信側のデバイス）であり、第
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１のデータ転送装置１００がターゲット（データ受信側のデバイス）である場合の、第１
のデータ転送制御装置１００、第２のデータ転送制御装置２００及び差動信号線ペアＤＳ
Ｐの接続関係を示す図である。説明のため、図２は簡略化されているがこれに限定されな
い。
【００３９】
　図３は、図２をより簡略化し、第１のデータ転送制御装置１００、第１の差動信号線Ｄ
Ｓ１及び第２のデータ転送制御装置２００の接続関係を示す図である。
【００４０】
　図２の第１のデータ転送制御装置１００及び第２のデータ転送制御装置２００は、例え
ば電流駆動方式で差動信号を転送する。この場合、第２のデータ転送制御装置２００（ホ
スト）は図３に示される定電流源２０１を用いて差動信号の転送を行うため、ホスト２０
０の出力インピーダンスは無限大となる。図２のホスト２００から、配線部分ＡＲ３に設
けられた第１の差動信号線ＤＳ１及び第２の差動信号線ＤＳ２を介して伝送された各々の
信号は、電流電圧変換回路１１０の第１変換回路１１１及び第２変換回路１１２によって
電圧の振幅に変換される。変換された各々の信号を受けたコンパレータＣＯＭＰ１は、各
々の信号の電圧振幅の差に応じた信号を出力する。
【００４１】
　図２の第１のデータ転送制御装置１００（以下ターゲットともいう）の接続点ＩＮ１に
第１の差動信号線ＤＳ１が接続されている。シリアルデータ等を高速で転送する場合、こ
の接続点ＩＮ１、ＩＮ２における信号の反射が問題となる。そこで、接続点ＩＮ１では、
伝送された信号の反射を防ぐために、第１の差動信号線ＤＳ１の特性インピーダンスＺ１
とターゲット１００の入力インピーダンスＲ１００とがインピーダンス整合される。接続
点ＩＮ２においても同様に、第２の差動信号線ＤＳ２の特性インピーダンスＺ２とターゲ
ット１００の入力インピーダンスＲ２００とがインピーダンス整合される。なお、説明の
便宜上、抵抗器等を示す場合、その抵抗器の抵抗値やインピーダンスに用いた符号Ｒ１０
０、Ｒ２００等と同様の符号で表すこととする。
【００４２】
　本実施形態に係る第１のデータ転送制御装置１００及び第２のデータ転送制御装置２０
０は、入力インピーダンスＲ１００及びＲ２００の値を可変にできるが、これについては
後述する。なお、入力インピーダンスＲ１００、Ｒ２００の値を可変にすることで、第１
、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２の特性インピーダンスとターゲット１００の入出力イ
ンピーダンスとのインピーダンス整合が柔軟に行える。即ち、図１の配線部分ＡＲ３の形
状を自由にレイアウトすることができる。
【００４３】
　図４は、第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００が電圧駆動方式で差動信号を
転送する場合の各データ転送制御装置１００、２００と第１の差動信号線ＤＳ１との接続
を示す図である。図４のホスト２００は、定電圧源２０２を用いて信号を発生するため、
出力インピーダンスＲ３００を含む。この場合、ホスト２００の出力インピーダンスＲ３
００は、第１の差動信号線ＤＳ１の特性インピーダンスＺ１とインピーダンス整合される
。また、ホスト２００の出力インピーダンスＲ３００を可変にすることで、様々な特性イ
ンピーダンスＺ１に対して出力インピーダンスＲ３００をインピーダンス整合させること
ができる。即ち、図１の配線部分ＡＲ３の形状を自由にレイアウトすることができる。
【００４４】
　図５は、図１の配線部分の５－５断面を示す断面図である。配線部分ＡＲ３の下層に導
体（広義には第１の導体）ＣＤ１が形成されている。導体ＣＤ１の上層に絶縁体１２が形
成されている。さらに、絶縁体１２の上層に、第１の差動信号線ＤＳ１、第２の差動信号
線ＤＳ２及び信号線Ｓ１が形成されている。配線幅Ｗ、配線の厚みＨ、絶縁体の厚みＴ及
び絶縁体の誘電率は、配線の特性インピーダンスを決定するパラメータ（広義には特性イ
ンピーダンス決定パラメータ）である。さらに、ホスト２００とターゲット１００とを接
続する配線部分ＡＲ３の各配線の長さも、配線の特性インピーダンスを決定するパラメー
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タである。特性インピーダンス決定パラメータのうち、少なくともどれか一つの値を調整
することで特性インピーダンスを調整することができる。
【００４５】
　特性インピーダンス決定パラメータの各々を調整することで、ホスト２００又はターゲ
ット１００の入出力インピーダンスとインピーダンス整合させやすい特性インピーダンス
を第１の差動信号線ＤＳ１及び第２の差動信号線ＤＳ２に対して設定することができる。
【００４６】
　図６はターゲット１００の回路の一部を示す図である。ホスト２００は、複数のＮ型ト
ランジスタＱＮ１～ＱＮ４、インバータＩＮＶ１、ＩＮＶ２、定電流源２０１Ｈ、２０１
Ｌを含む。ターゲット１００は、電流電圧変換回路１１０、入出力インピーダンス可変回
路１２０を含む。入出力インピーダンス可変回路１２１は、低インピーダンス生成回路１
３１及び、可変抵抗器Ｒ１００を含む。
【００４７】
　ホスト２００において、入力点ＶＩＮに例えば電圧レベルがＨＩレベルの信号（以下、
信号Ｈともいう）が入力されると、インバータＩＮＶ１によって反転された信号、即ち電
圧レベルがＬＯＷレベルの信号（以下、信号Ｌともいう）がトランジスタＱＮ１及びＱＮ
４のゲートに入力され、トランジスタＱＮ１及びＱＮ４がオン状態となる。また、インバ
ータＩＮＶ１によって信号ＬがインバータＩＮＶ２に入力される。インバータＩＮＶ２は
信号Ｌを反転し、信号ＨをトランジスタＱＮ２及びＱＮ３のゲートに出力する。これによ
り、トランジスタＱＮ２及びＱＮ３は、オフ状態となる。
【００４８】
　上述の状態により、第１の差動信号線ＤＳ１は定電流源２０１Ｈと導通接続され、第２
の差動信号線ＤＳ２は定電流源２０１Ｌと導通接続される。このような動作により、ホス
ト２００は、差動信号を第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２に出力する。ターゲット
１００は、第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２によって伝送された差動信号を解析す
る。
【００４９】
　ターゲット１００において、電流電圧変換回路１１０の第１変換回路１１１は、例えば
Ｐ型ＭＯＳトランジスタＱＰ１を含む。Ｐ型トランジスタＱＰ１のソース・ドレイン間に
定電流ＩＨが流れると、その定電流に対応した特定の電圧ＶＨがノードＮ１に発生する。
即ち、ノードＮ１と接続点ＩＮ１との間に定電流ＩＨが流れると、ノードＮ１に電圧ＶＨ
が発生する。これは、第１の差動信号線ＤＳ１を介してホスト２００から伝送された電流
信号によって、ノードＮ１と接続点ＩＮ１との間に定電流ＩＨが流れ、定電流ＩＨが電圧
ＶＨに変換されることを示す。
【００５０】
　電流電圧変換回路１１０の第２変換回路１１２は、例えばＰ型ＭＯＳトランジスタＱＰ
２を含む。上述の第１変換回路１１１と同様の動作で、第２の差動信号線ＤＳ２を介して
伝送される電流信号によって接続点ＩＮ２とノードＮ２との間に発生する定電流ＩＬを、
電圧ＶＬに変換する。
【００５１】
　コンパレータＣＯＭＰ１は、第１、第２の変換回路１１１、１１２によって変換された
電圧ＶＨ及び電圧ＶＬを比較し、その比較結果を出力点ＶＯＵＴに出力する。
【００５２】
　入出力インピーダンス可変回路１２１の低インピーダンス生成回路１３１は、例えばイ
ンバータＩＮＶ３及びＮ型トランジスタＱＮ５を含む。インバータＩＮＶ３は、ノードＮ
３に伝送された信号を反転し、反転された信号をＮ型トランジスタＱＮ５のゲートに出力
する。Ｎ型トランジスタＱＮ５は、トランジスタＱＮ５のゲートに入力された信号に応じ
て、トランジスタＱＮ５のソース・ドレイン間に流れる電流を制御する。このような構成
で、ノードＮ１とノードＮ３との間に電流が流れる場合、ノードＮ３でのインピーダンス
は、例えば１０オーム～５０オーム程度であり、第１の差動信号線ＤＳ１の特性インピー
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ダンスＺ１よりも十分小さくなる。
【００５３】
　入出力インピーダンス可変回路１２１は、低インピーダンス生成回路１３１によって生
成されたインピーダンスに可変抵抗器Ｒ１００を用いてインピーダンスを補完することで
、第１の差動信号線ＤＳ１の特性インピーダンスＺ１とターゲット１００の入力インピー
ダンスとをインピーダンス整合させることができる。例えば、第１の差動信号線ＤＳ１の
特性インピーダンスＺ１とインピーダンス整合させたい場合は、可変抵抗器Ｒ１００の抵
抗値と、低インピーダンス生成回路１３１によって生成された抵抗値との合計の値が、特
性インピーダンスＺ１と等しくなるように、可変抵抗器Ｒ１００の値を設定すればよい。
【００５４】
　低インピーダンス生成回路１３２及び可変抵抗器Ｒ２００を含む入出力インピーダンス
可変回路１２２は、前述の入出力インピーダンス可変回路１２１と同様の動作で、第２の
差動信号線ＤＳ２の特性インピーダンスＺ２とターゲット１００の入力インピーダンスと
をインピーダンス整合させることができる。低インピーダンス生成回路１３２は、前述の
低インピーダンス生成回路１３１と同様の働きをし、Ｎ型トランジスタＱＮ６及びインバ
ータＩＮＶ４を含む。
【００５５】
　低インピーダンス生成回路１３１の生成するインピーダンスが第１の差動信号線ＤＳ１
の特性インピーダンスＺ１とインピーダンス整合する場合には、可変抵抗器Ｒ１００を設
けなくてもよい。低インピーダンス生成回路１３２についても前述と同様の場合には、可
変抵抗器Ｒ２００を設けなくてもよい。
【００５６】
　また、図示されていないが、可変抵抗器Ｒ１００、Ｒ２００は、可変抵抗器Ｒ１００、
Ｒ２００のインピーダンスを設定するためのインピーダンス設定情報が書き込まれたイン
ピーダンス設定レジスタを入出力インピーダンス可変回路１２１、１２２に設け、インピ
ーダンス設定レジスタを用いて可変抵抗器Ｒ１００、Ｒ２００のインピーダンスを設定す
るようにしてもよい。フレキシブル基板１０の設計時又は製造時に、可変抵抗器Ｒ１００
、Ｒ２００のインピーダンスを設定するインピーダンス設定情報をインピーダンス設定レ
ジスタに書き込むことで、第１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２と接続される配線の特性
インピーダンスと容易にインピーダンス整合を達成できる。
【００５７】
　図７は、図１のフレキシブル基板１０を図１の方向ＤＲ３から見た側面の概略図である
。説明の簡略化のため、図７は、第１の端子Ｐ１、第２の端子Ｐ２、導体ＣＤ１等が省略
されている。本実施形態では、第１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２は、フレキシブル基
板１０にベアチップ実装されている。そのため、本実施形態のフレキシブル基板１０では
、配線部分ＡＲ３に設けられている複数の配線は、コネクタ等の接続部品を介さずに、第
１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２のバンプＢＰ１、ＢＰ２等と直接接続されている。例
えば、第１のデバイスＤＶ１のバンプＢＰ１は、第１の差動信号線ＤＳ１と接続され、第
２のデバイスＤＶ２のバンプＢＰ２は、第１の差動信号線ＤＳ１と接続されている。第１
のデバイスＤＶ１及び第２のデバイスＤＶ２は、第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２
とインピーダンス整合されている。ところが実際は、配線と配線の接続点において、配線
各々のインピーダンスがインピーダンス整合されていても、接続点でわずかな信号反射が
生じる。
【００５８】
　しかしながら、本実施形態では、第１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２と、第１、第２
の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２との接続点が、バンプＢＰ１、ＢＰ２の２カ所である。即ち
、前述のわずかな信号反射の発生箇所が少なくなるように工夫されている。このため、高
周波を伝送する際に、信号劣化を防ぐことができ、例えば高速なシリアルデータ転送が可
能となる。
【００５９】
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　次に、図８、図９を用いて、上述の本実施形態での信号反射の発生箇所と比較例での信
号反射の発生箇所を比較する。図８は、本実施形態に係る比較例の図である。基板２１に
は第１のデバイスＤＶ１が設けられ、基板２２には第２のデバイスＤＶ２が設けられてい
る。基板２１と基板２２は、コネクタＣＮ１、ＣＮ２を介して、フレキシブル基板２０に
設けられた複数の配線（第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２、信号線Ｓ１）で互いに
接続されている。また、第１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２は、配線ＬＮ１、ＬＮ２を
介してコネクタＣＮ１、ＣＮ２と接続されている。
【００６０】
　図９は、図８の基板２１、２２及びフレキシブル基板２０を方向ＤＲ４から見た側面の
概略図である。反射点ＲＦ１は、例えば第１の差動信号線ＤＳ１とコネクタＣＮ１との接
続部分を示す。反射点ＲＦ２は、例えばコネクタＣＮ１と配線ＬＮ１との接続部分を示す
。反射点ＲＦ３は、配線ＬＮ１と第１のデバイスＤＶ１のバンプＢＰ１との接続部分を示
す。第２のデバイスＤＶ２が設けられている側でも、同様にして、反射点ＲＦ４～６は、
例えば、差動信号線ＤＳ２とコネクタＣＮ２との接続点、コネクタＣＮ２と配線ＬＮ２と
の接続点、配線ＬＮ２とバンプＢＰ２との接続点を示す。第１のデバイスＤＶ１から第２
のデバイスＤＶ２の間では、信号伝送される際に、反射点ＲＦ１～ＲＦ６の計６カ所の反
射点を経由する。また、第１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２を、ベアチップ実装させな
い場合は、図１０に示されるように、基板２３（例えば、インターポーザ）とＩＣチップ
のワイヤＷＲとの接続部分でも信号反射が生じ、この接続部分も反射点ＲＦ７となり、反
射点の数が増大する。図９や図１０に示されるような構成では、信号劣化等を考慮すると
高速にシリアルデータを転送することが難しい。しかしながら、本実施形態のフレキシブ
ル基板１０（図７参照）は、反射点が２カ所しかないため、図８に記載されているフレキ
シブル基板２０に比べて、信号劣化の少ない信号伝送が可能である。また、各反射点での
信号反射を最小限にするために、設計時においてインピーダンス整合を行う必要がある。
図８の比較例では、反射点が多いため、インピーダンス整合に伴う製造コスト増大の問題
が生じる。ところが、この点に関しても、本実施形態のフレキシブル基板１０は、反射点
の数も少なく、さらに入出力インピーダンス可変回路１２１、１２２が設けられることに
より、容易にインピーダンス整合を達成でき、製造コスト削減が可能である。
【００６１】
　２．ホスト－ターゲット
　次に図１１を参照しながら、本実施形態における第１、第２のデータ転送制御装置１０
０、２００のデータ転送処理を簡単に説明する。第１のデータ転送制御装置（ターゲット
）１００は、物理層の処理を行うトランシーバ１５０、リンク層の処理を行うリンクコン
トローラ１６０及びインターフェース回路１７０を含む。インターフェース回路１７０は
、インターフェースバスを介して表示装置（例えば、メインパネルＬＣＤ１やサブパネル
ＬＣＤ２）等と接続することができる。第２のデータ転送制御装置（ホスト）２００も同
様にトランシーバ２５０、リンクコントローラ２６０及びインターフェース回路２７０を
含む。インターフェース回路２７０は、例えばシステムバスを介してプロセッサ等と接続
することができる。ターゲット１００とホスト２００は、シリアルバスを介してシリアル
データの高速データ転送を行う。本実施形態では、シリアルバスには差動信号線ペア（第
１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２）が含まれる。
【００６２】
　ホスト２００はクロックをターゲット１００に供給することができ、ターゲット１００
は、供給されたクロックをターゲット１００のシステムクロックとして使用することがで
きる。プロセッサ等からの信号は、インターフェース回路２７０によってリンクコントロ
ーラ２６０に出力される。リンクコントローラ２６０は、インターフェース回路２７０か
らの出力に基づいて、リクエストパケット（ライトリクエストパケット、リードリクエス
トパケット）を生成し、生成したリクエストパケットの送信をトランシーバ２５０に指示
する。これにより、送信トランザクションが起動され、トランシーバ２５０は該リクエス
トパケットをシリアルバスを介してターゲット１００に送信する処理を行う。ちなみに、
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トランシーバ２５０は第１のデータ転送制御装置１００からのリクエストパケットの受信
処理を行うこともできる。この場合には、リンクコントローラ２６０が、受信したリクエ
ストパケットを解析して、リンク層（トランザクション層）の処理を行う。
【００６３】
　ターゲット１００のトランシーバ１５０は、シリアルバスを介して送信されたホスト２
００のリクエストパケットを受信処理する。リンクコントローラ１６０は、受信処理され
たリクエストパケットを解析し、リンク層（トランザクション層）の処理を行う。ちなみ
に、トランシーバ１５０は第１のデータ転送制御装置２００へのリクエストパケットの送
信処理を行うこともできる。この場合には、リンクコントローラ１６０が送信するリクエ
ストパケットを生成し、生成したリクエストパケットの送信をトランシーバ１５０に指示
する。
【００６４】
　インターフェース回路１７０、２７０は、シリアルバスとは異なるバス（パラレルバス
）を介してデータ転送を行うための回路である。例えば、メインパネルＬＣＤ１はＲＧＢ
インターフェース（広義にはストリームインターフェース）を有し、サブパネルＬＣＤ２
はＭＰＵインターフェース（広義にはコマンド／データ・インターフェース）を有する場
合、インターフェース回路１７０によって、共通なインターフェースバスに接続しながら
それぞれに対応したデータを転送することができる。即ち、メインパネルＬＣＤ１または
サブパネルＬＣＤ２に表示データを転送する場合、プロセッサ側はメインパネルＬＣＤ１
やサブパネルＬＣＤ２のインターフェースの違いをあまり意識せずに、システムバスにデ
ータを送信できる。これにより、汎用性の高いインターフェースを提供することができる
。
【００６５】
　なお、第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００の構成は図１１に限定されない
。例えば、第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００は、インターフェース回路１
７０、２７０を含まない構成でもよいし、他の回路ブロックが設けられてもよい。
【００６６】
　図１２は、本実施形態に係るフレキシブル基板１０を含むシステムの一例の概要を示す
ブロック図である。表示部１０００（広義には第１の基板）は、例えばメインパネルＬＣ
Ｄ１、サブパネルＬＣＤ２を含む。制御部２０００（広義には第２の基板）は、例えば、
撮像デバイス（例えばＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ等）２１００、メモリ２２００、ベースバ
ンドエンジン２３００及びアプリケーションプロセッサ２４００を含む。撮像デバイス（
例えばＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ等）２１００、メモリ２２００、ベースバンドエンジン２
３００及びアプリケーションプロセッサ２４００は、内部バスで接続されている。なお、
図１２に示されるシステムは、これに限定されない。例えば、制御部２０００が、ベース
バンドエンジン２３００、撮像デバイス２１００等を含まない構成でもよい。また、表示
部１０００は、メインパネルＬＣＤ１またはサブパネルＬＣＤ２のどちらかを省略するよ
うに構成されてもよい。
【００６７】
　ターゲット１００は、信号線Ｓ１によって伝送される信号をスルーさせて例えばメイン
パネルＬＣＤ１に信号線Ｓ１によって伝送される信号を送信することができる。即ち、本
実施形態のフレキシブル基板１０を用いることで、高速でないシリアルデータ転送と、差
動信号を用いた高速なシリアルデータ転送とを同時に行うことができる。例えば、ベース
バンドエンジン２３００等によって生成された例えばデータサイズが小さなデータは、高
速で転送する必要がない場合、信号線Ｓ１を介してデータ転送を行うことができる。アプ
リケーションプロセッサ２４００等によって生成された例えばデータサイズが大きなデー
タは、第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２を介して高速シリアルデータ転送を行うこ
とができる。
【００６８】
　３．配線部分の変形例
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　本実施形態のフレキシブル基板１０の配線部分ＡＲ３の複数の配線は、図５に示される
ように例えばマイクロストリップラインで形成されている。本実施形態に係る変形例は、
図１３に示されているような断面構造（例えばストリップ型構造、またはストリップライ
ン）でもよい。変形例の配線部分ＡＲ３の下層には、導体（広義には第３の導体）ＣＤ３
が形成され、図１の方向ＤＲ１又は方向ＤＲ２に沿って延在形成されている。絶縁体１２
の中に複数の配線（例えば第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２、信号線Ｓ１等）が形
成され、絶縁体１２の上層には導体（広義には第４の導体）ＣＤ４が形成されている。こ
のような構造でも、特性インピーダンス決定パラメータである配線の幅Ｗ、配線の厚さＨ
、絶縁体１２の厚みＴを調整することで、特性インピーダンスを設定することができる。
【００６９】
　図１４は、本実施形態に係る他の変形例であるフレキシブル基板３０を示す概略図であ
る。第１の部分ＡＲ１と第２の部分ＡＲ２を接続する配線部分ＡＲ３には、複数の差動信
号線ペアＤＳＰ及び複数の導体ＣＤ２（広義には第２の導体）が方向ＤＲ１に沿って延在
形成されている。差動信号線ペアＤＳＰは、第１、第２の差動信号線ＤＳ１、ＤＳ２を含
む。なお、図１４は、説明の簡略化のため、差動信号線ペアＤＳＰ以外の配線（例えば信
号線Ｓ１）が省略されているが、これに限定されない。配線部分ＡＲ３には、複数の差動
信号線ペアＤＳＰのかわりに、１ペアの差動信号線ペアＤＳＰを設けてもよいし、複数の
導体ＣＤ２の代わりに１つの導体ＣＤ２が方向ＤＲ１に沿って延在形成されてもよい。な
お、図１４の配線部分ＡＲ３の複数の配線は、例えばマイクロストリップラインで形成さ
れている。図示されていない信号線Ｓ１をマイクロストリップラインで形成せずに、差動
信号線ペアＤＳＰのみをマイクロストリップラインで形成するようにしてもよい。
【００７０】
　図１５は、図１４の１５－１５断面を示す断面図である。配線部分ＡＲ３の下層には導
体（第３の導体）ＣＤ３が形成されている。導体ＣＤ３は、図１４の方向ＤＲ１に沿って
延在形成されている。複数の差動信号線ペアＤＳＰの間に導体ＣＤ２が設けられているこ
とで、導体ＣＤ２がシールド効果を奏し、変形例のフレキシブル基板３０は、より高品質
な信号劣化の少ないデータ転送を行うことができる。
【００７１】
　図１６は、図１４のフレキシブル基板３０の変形例であるフレキシブル基板４０の断面
を示す図である。フレキシブル基板４０の配線部分ＡＲ３の複数の配線は、例えばコプレ
ーナラインで形成されている。フレキシブル基板４０の上面は、図１４と同様に示される
。フレキシブル基板３０と異なるのは配線部分ＡＲ３の断面構造である。図１６の断面図
によると、フレキシブル基板４０の配線部分ＡＲ３は、配線部分ＡＲ３の下層に信号線Ｓ
１が形成され、その上層に絶縁体１２が形成されている。また絶縁体１２の上層に差動信
号線ペアＤＳＰ及び導体ＣＤ２が形成されている。差動信号線ペアＤＳＰ、信号線Ｓ１及
び導体ＣＤ２は図１４の方向ＤＲ１に沿って延在形成されている。導体ＣＤ２は、図１５
と同様にシールド効果を奏する。このシールド効果により、フレキシブル基板４０は信号
劣化の少ないデータ転送を行うことができる。さらに、このシールド効果により、図１６
の断面図において導体ＣＤ２の下方（例えば図１６の方向ＤＲ５に沿って導体ＣＤ２と対
向する位置）に信号線Ｓ１を形成することができ、信号線Ｓ１と差動信号線ペアＤＳＰと
の干渉を抑えることができる。これにより、変形例のフレキシブル基板４０は、信号劣化
防止の効果の他に、フレキシブル基板４０の配線部分ＡＲ３の配線幅ＬＷを縮小させるこ
とができるという効果を奏する。また、この構造は特段に煩雑な製造工程を必要としない
ので、コストパフォーマンスに優れる。即ち、配線部分ＡＲ３のレイアウトの自由度が拡
張され、汎用性の高いフレキシブル基板４０を安価に提供できる。
【００７２】
　なお、図１６では、複数の差動信号線ペアＤＳＰ及び複数の信号線Ｓ１が示されている
が、これに限定されない。配線部分ＡＲ３には、複数の差動信号線ペアの代わりに１ペア
の差動信号線ペアＤＳＰが形成されていてもよいし、複数の信号線Ｓ１の代わりに１本の
信号線Ｓ１が形成されていてもよい。また、複数の信号線Ｓ１のそれぞれは、導体ＣＤ２
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の真下に形成されているが、これに限定されない。差動信号線ペアＤＳＰの下方に信号線
Ｓ１が形成されていてもよい。
【００７３】
　４．フレキシブル基板の接続形態
　図１７は、図１のフレキシブル基板１０を用いてアプリケーションプロセッサ２４００
と、メインパネルＬＣＤ１及びサブパネルＬＣＤ２とを接続する形態を示す図である。ア
プリケーションプロセッサ２４００は、フレキシブル基板１０を介してメインパネルＬＣ
Ｄ１又はサブパネルＬＣＤ２に表示データ等を送出することができる。アプリケーション
プロセッサ２４００が、メインパネルＬＣＤ１やサブパネルＬＣＤ２から情報を受け取る
際に差動信号を用いる必要がない場合では、第２のデータ転送制御装置２００（ホスト）
の差動信号を受信する機能を省略させることができる。同様に、第１のデータ転送制御装
置１００（ターゲット）の差動信号を送信する機能を省略させることができる。このよう
に、第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００の機能を省略させることで、第１、
第２のデータ転送制御装置１００、２００の製造コストを削減することができる。即ち、
フレキシブル基板１０を安価に提供できる。
【００７４】
　図１８は、図１のフレキシブル基板１０を用いてアプリケーションプロセッサ２４００
と撮像デバイス２１００とを接続する形態を示す図である。撮像デバイス２１００によっ
て取得された画像データ等がフレキシブル基板１０を介してアプリケーションプロセッサ
２４００に伝送される。アプリケーションプロセッサ２４００からフレキシブル基板１０
を介して撮像デバイス２１００にデータを送出する際、差動信号を用いる必要がない場合
には、第１のデータ転送制御装置１００の差動信号を送信する機能を省略することができ
る。同様に、第２のデータ転送制御装置２００の差動信号を受信する機能を省略すること
ができる。これも前述同様、第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００の製造コス
ト削減が可能である。即ち、フレキシブル基板１０を安価に提供できる。
【００７５】
　図１９は、図１のフレキシブル基板１０を用いてメインパネルＬＣＤ１及び撮像デバイ
ス２１００と、アプリケーションプロセッサ２４００とを接続する形態を示す図である。
第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００は、差動信号を送受信する機能を有する
ので、アプリケーションプロセッサ２４００と、メインパネルＬＣＤ１及び撮像デバイス
２１００との間で双方向のデータ通信が可能である。アプリケーションプロセッサ２４０
０からのデータは、フレキシブル基板１０の差動信号線ペアを介してメインパネルＬＣＤ
１へ伝送される。また、撮像デバイス２１００の画像データ等は、フレキシブル基板１０
の差動信号線ペアを介してアプリケーションプロセッサ２４００に伝送される。撮像デバ
イス２１００の画像データ等を差動信号を用いて高速転送できるので、撮像デバイス２１
００をアプリケーションプロセッサ２４００のそばに設けなくてもよく、設計自由度が広
がる。
【００７６】
　図１７～図１９では、一例として、フレキシブル基板１０が示されているが、フレキシ
ブル基板１０の変形例（例えばフレキシブル基板３０、４０）についても、同様の接続形
態が可能である。また、図１７～図１９では、フレキシブル基板１０に接続されるデバイ
スとして、アプリケーションプロセッサ２４００が例示されているが、これに限定されな
い。フレキシブル基板１０及びその変形例は、例えばベースバンドエンジン２３００とア
プリケーションプロセッサ２４００とを接続することも可能である。
【００７７】
　図２０は、フレキシブル基板１０の他の変形例であるフレキシブル基板５０を示す概略
図である。フレキシブル基板１０と異なる構成点は、フレキシブル基板５０の第１のデー
タ転送制御装置１００が設けられている側に電源回路ＰＣ、コンデンサＣＣ及び抵抗ＲＲ
が設けられている点である。なお、フレキシブル基板５０は、電源回路ＰＣ、コンデンサ
ＣＣ、抵抗ＲＲのいずれかを省略する構成も可能である。フレキシブル基板５０の配線部
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分ＡＲ３の構造は、前述のフレキシブル基板３０、４０に示されている配線部分ＡＲ３の
構造と同様な構造でもよい。
【００７８】
　基板（例えばガラス基板）２５には表示パネルＬＣＤ３及び表示ドライバＤＲＶが設け
られている。図２１は、基板２５とフレキシブル基板５０の第１のデータ転送制御装置１
００が設けられている部分の方向ＤＲ６から見た部分側面図である。図２１によるとフレ
キシブル基板５０は、基板２５に直接接続されているが、コネクタ等の接続部品を介して
接続されてもよい。フレキシブル基板５０を用いれば、表示パネルＬＣＤ３や表示ドライ
バＤＲＶのための電源回路を別途に設ける必要がなくなり、アプリケーションプロセッサ
２４００等と、表示パネルＬＣＤ３が設けられた基板２５とを用いた表示システムを容易
に製造できる。即ち、設計時間の短縮などにより表示システムの製造コストを削減できる
。
【００７９】
　図２２は、フレキシブル基板１０の他の変形例であるフレキシブル基板６０を示す概略
図である。フレキシブル基板１０と異なる構成点は、フレキシブル基板６０の第１のデー
タ転送制御装置１００が設けられている側に表示ドライバＤＲＶが設けられている点と、
フレキシブル基板６０の第２のデータ転送制御装置２００が設けられている側にアプリケ
ーションプロセッサ２４００が設けられている点である。フレキシブル基板６０は、表示
パネルＬＣＤ４にコネクタ等の接続部品を介して接続されてもよいし、コネクタ等の接続
部品を介さずに接続されてもよい。このような構成にすることで、フレキシブル基板６０
は、表示ドライバＤＲＶが設けられていない表示パネルＬＣＤ４に接続することができる
。また、フレキシブル基板６０にアプリケーションプロセッサ２４００が設けられている
ので、表示パネルＬＣＤ４とフレキシブル基板６０を用いて容易に表示システム等を構成
できる。前述と同様に、フレキシブル基板６０の表示ドライバＤＲＶが設けられている側
には、電源回路ＰＣ、コンデンサＣＣ、抵抗ＲＲ等が設けられてもよい。上記のように、
フレキシブル基板６０の第１、第２のデータ転送制御装置１００、２００の付近に他のデ
バイス（例えば、アプリケーションプロセッサ２４００、表示ドライバＤＲＶ、電源回路
ＰＣ、コンデンサＣＣ、抵抗ＲＲ等）を設けることで、表示システム等のフレキシブル基
板６０を用いたシステムの設計時間を短縮させることができ、製造コスト削減が可能とな
る。なお、フレキシブル基板６０の配線部分ＡＲ３の構造は、フレキシブル基板３０、４
０に示されている構造と同様な構造でもよい。加えて、フレキシブル基板６０は、アプリ
ケーションプロセッサ２４００を省略した構成でもよい。
【００８０】
　また、フレキシブル基板１０、３０、４０、５０にアプリケーションプロセッサ２４０
０等のプロセッサを設けるような構成も可能である。
【００８１】
　なお、図１７～図１９及び図２２では、説明の簡略化のため、複数の配線が省略されて
いる。
【００８２】
　５．電子機器
　本実施形態のフレキシブル基板１０は様々な電子機器に適用することができる。図２３
は、フレキシブル基板７０を接続した基板２８を示す概略図である。フレキシブル基板７
０は、図１のフレキシブル基板１０の配線部分ＡＲ３が屈曲されずに方向ＤＲ７に沿って
延在形成されたフレキシブル基板である。説明の簡略化のため、図２３では複数の配線は
省略されている。デバイスＤＶ３はコネクタＣＮ３と接続され、デバイスＤＶ４はコネク
タＣＮ４と接続されている。フレキシブル基板７０はコネクタＣＮ３、ＣＮ４と接続され
ている。即ち、デバイスＤＶ３とデバイスＤＶ４は、フレキシブル基板７０を介して接続
されている。フレキシブル基板７０の配線部分ＡＲ３では、第１、第２のデータ転送制御
装置１００、２００によって高周波が伝送される。
【００８３】

10

20

30

40

50

(16) JP 3804665 B2 2006.8.2



　図２４は、図２３の基板２８を方向ＤＲ８から見た概略側面図である。図２４によると
フレキシブル基板７０と基板２８の間には何も形成されていない空間が存在する。そのた
め、フレキシブル基板７０の配線部分ＡＲ３で伝送される高周波が基板２８の部分ＡＲ４
に与える影響を緩和することができる。これにより、基板２８の部分ＡＲ４において、他
の配線を形成したり、他の回路を設けたりすることが可能である。
【００８４】
　通常、多層基板の中で高周波を伝送させると、周辺の配線や回路に影響を与えるため、
高周波を伝送する基板の多層化は難しい。ところが、図２３のようにフレキシブル基板７
０を用いることで、基板２８の多層化が可能となる。これは、フレキシブル基板７０が設
けられた基板２８を含む電子機器の製造コストを削減できる。また、基板２８は多層化が
可能なため、基板２８を含む電子機器を小型に設計することができる。また、基板２８の
部分ＡＲ４に回路等を配置できるので、基板２８の面積を有効に使うことができる。
【００８５】
　図２５は、表示パネルが搭載された小型電子機器の全体を示す概略斜視図である。電子
機器３０００は、第１の機器部分３１００、第２の機器部分３２００、第１の機器部分３
１００と第２の機器部分３２００とを接続する接続部分３３００を含む。第１の機器部分
３１００は、表示パネル３４００を含む。電子機器３０００は操作ボタン等が設けられた
操作部を含むが、図２５では説明の簡略化のため操作部は省略されている。電子機器３０
００のような形態には、例えば携帯電子機器（携帯ゲーム機、個人向け携帯情報端末ＰＤ
Ａ： Personal-Digital-Assistants又は Personal-Data-Assistants、電子手帳、携帯型パ
ソコン、ノート型パソコン等）、携帯無線端末（携帯電話、ＰＨＳ、無線内蔵型ＰＤＡ、
無線内蔵型小型コンピュータ等）がある。第１の機器部分３１００には図示されないが、
第１の基板が設けられ、第２の機器部分３２００には図示されないが第２の基板が設けら
れている。
【００８６】
　例えば、第１の機器部分３１００の第１の基板と第２の機器部分３２００の第２の基板
との間で信号伝送が必要な場合、電子機器３０００のような形態の機器では、その信号を
伝送するための伝送線路は接続部分３３００を経由する。接続部分３３００の形状によっ
ては、接続部分３３００に伝送線路を設けるためのスペースが十分確保できない場合があ
る。例えば接続部分３３００が可動部品で構成されている場合は、特に顕著である。さら
に、第１の機器部分３１００と第２の機器部分３２００との間で伝送される情報量が増大
すると、前述のスペースの問題がより顕著となる。ところが、本実施形態に係るフレキシ
ブル基板１０等は、配線部分ＡＲ３の形状を自在に設計できるので、例えば電子機器３０
００に搭載することが容易である。そこで、電子機器３０００に例えばフレキシブル基板
１０を搭載する場合を以下に説明する。
【００８７】
　図２６は、図２５の電子機器３０００を方向ＤＲ９から見た概略側面図である。例えば
フレキシブル基板１０を電子機器３０００に設ける場合、フレキシブル基板１０の第１の
部分ＡＲ１（第１のデバイスＤＶ１が設けられている部分）を例えば電子機器３０００の
第１の機器部分３１００に設けることができる。さらに、フレキシブル基板１０の第２の
部分ＡＲ２（第２のデバイスＤＶ２が設けられている部分）を例えば電子機器３０００の
第２の機器部分３２００に設けることができる。また、配線部分ＡＲ３を接続部分３３０
０に設けることができる。
【００８８】
　次にフレキシブル基板１０が設けられた電子機器３０００の部分切欠側面図を図２７に
示す。第１の機器部分３１００には第１の基板３００１が設けられ、第１の基板３００１
はフレキシブル基板１０の第１の端子Ｐ１と接続されている。同様に、第２の機器部分３
２００には第２の基板３００２が設けられ、第２の基板３００２はフレキシブル基板１０
の第２の端子Ｐ２と接続されている。図２７のように、配線部分ＡＲ３を例えば１巻きさ
せて接続部分３３００に設けることができる。配線部分ＡＲ３は、フレキシブル基板であ
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るため可撓性を有し、図２７のような搭載方法や、配線部分ＡＲ３に捻れを加えたりする
ことが可能である。配線部分ＡＲ３を巻き付けたり、捻れを加えたりすること等を行わず
にフレキシブル基板１０を電子機器３０００に搭載することも可能である。
【００８９】
　なお、図２５に示されている電子機器３０００は接続部分３３００を軸にして折り畳み
可能にするため、接続部分３３００が可動部品で構成されているが、これに限定されない
。また、第１の機器部分３１００には表示パネル３４００が設けられているが、第１の機
器部分３１００に表示パネル３４００を設けない構成も可能である。
【００９０】
　電子機器３０００は、接続部分３３００で折り畳み可能な形状であるが、接続部分３３
００の形状が異なる電子機器に対しても本実施形態に係るフレキシブル基板１０及びその
変形例のフレキシブル基板３０～７０等が適用できるので、以下にその例を示す。なお、
以下に示す図２８、図２９では、各電子機器の概略が示されており、操作ボタン等は省略
されている。
【００９１】
　図２８に示される電子機器４０００は、第１の機器部分４１００、第２の機器部分４２
００及び接続部分４３００を含む。第１の機器部分４１００または第２の機器部分４２０
０は、接続部分４３００の中心点ＭＰを中心にして、方向ＤＲ１０に示されるように回転
可能である。このような形態の電子機器の接続部分４３００では、配線部分ＡＲ３等を設
けるためのスペースが極度に制限される。ところが、本実施形態に係るフレキシブル基板
１０及びその変形例のフレキシブル基板３０～７０なら、電子機器４０００にも設けるこ
とができる。この場合、電子機器４０００の第１の機器部分４１００には、例えばフレキ
シブル基板１０の第１の部分ＡＲ１が設けられ、電子機器４０００の第２の機器部分４２
００には、例えばフレキシブル基板１０の第２の部分ＡＲ２が設けられる。そして、電子
機器４０００の接続部分４３００に、例えばフレキシブル基板１０の配線部分ＡＲ３が設
けられる。
【００９２】
　また、図２９に示される電子機器５０００は、第１の機器部分５１００、第２の機器部
分５２００、接続部分５３００及び接続部分５４００を含む。第１の機器部分５１００ま
たは第２の機器部分５２００は、図２５の電子機器３０００と同様に接続部分５３００で
折り畳みが可能である。具体的には、第１、第２の機器部分５１００、５２００は、接続
部分５３００の中心軸ＣＡ１を中心軸として折り畳みが可能である。さらに、第１の機器
部分５１００は、接続部分５４００にて中心軸ＣＡ２を中心軸として方向ＤＲ１１に示さ
れるように回転可能である。このような形態の電子機器は、接続部分が接続部分５３００
、５４００と複数あるため、配線部分ＡＲ３等を設けるためのスペースが極度に制限され
る。ところが、本実施形態に係るフレキシブル基板１０及びその変形例のフレキシブル基
板３０～７０なら、電子機器５０００にも設けることができる。この場合、電子機器５０
００の第１の機器部分５１００には、例えばフレキシブル基板１０の第１の部分ＡＲ１が
設けられ、電子機器５０００の第２の機器部分５２００には、例えばフレキシブル基板１
０の第２の部分ＡＲ２が設けられる。そして、電子機器５０００の接続部分５３００、５
４００に、例えばフレキシブル基板１０の配線部分ＡＲ３が設けられる。
【００９３】
　以上のように、様々な電子機器において、本実施形態に係るフレキシブル基板１０及び
その変形例のフレキシブル基板３０～７０の配線部分ＡＲ３は、可動部を含む接続部分に
設けることができる。
【００９４】
　なお、本実施形態に係るフレキシブル基板１０及びその変形例では、差動信号を用いて
データ転送が行われているが、他の変形例として、シリアルデータ転送をシングルエンド
（シングルエンデッド）方式で行ってもよい。具体的には、例えばデータ送信側の機器は
定電流源を用いて信号を生成し、例えば１本の信号線を介してデータ受信側の機器へ信号
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を伝送する。データ受信側の機器は伝送された信号を受け、信号を電圧に変換し基準電圧
と比較して、その結果を論理レベルの信号として出力する。このような、シングルエンデ
ッド型のデータ転送制御装置の生成する信号を伝送する場合にも本実施形態に係るフレキ
シブル基板を応用できる。この場合には、フレキシブル基板の第１、２の部分ＡＲ１の第
１、第２のデバイスＤＶ１、ＤＶ２に、シングルエンデッド型のデータ転送制御装置を設
ければよい。シングルエンデッド型のデータ転送制御装置を設けた場合にも、本実施形態
のフレキシブル基板の効果である信号劣化の緩和が可能である。また、信号線の本数を削
減できるので配線部分ＡＲ３の設計自由度も拡張できる。
【００９５】
　なお、本発明は、上記実施形態で説明されたものに限らず、種々の変形実施が可能であ
る。例えば、明細書又は図面中の記載において広義や同義な用語として引用された用語は
、明細書又は図面中の他の記載においても広義や同義な用語に置き換えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本実施形態に係るフレキシブル基板の全体図。
【図２】本実施形態の第１のデータ転送装置、第２のデータ転送制御装置１、配線部分の
概略を示すブロック図。
【図３】本実施形態の第１のデータ転送制御装置、第１の差動信号線及び第２のデータ転
送制御装置の接続関係を示す図。
【図４】第１、第２のデータ転送制御装置が電圧駆動方式で差動信号を転送する場合の各
データ転送制御装置と第１の差動信号線との接続を示す図。
【図５】図１の配線部分の断面を示す断面図。
【図６】ターゲットの回路の一部を示す図。
【図７】図１のフレキシブル基板の概略側面図。
【図８】本実施形態に係る比較例の図。
【図９】図８の基板及びフレキシブル基板の概略側面図。
【図１０】本実施形態に係る比較例を示す図。
【図１１】本実施形態における第１、第２のデータ転送制御装置のデータ転送処理を説明
するブロック図。
【図１２】本実施形態に係るフレキシブル基板を含むシステムの一例の概要を示すブロッ
ク図。
【図１３】本実施形態に係る変形例の断面構造を示す図。
【図１４】本実施形態に係る他の変形例であるフレキシブル基板を示す概略図。
【図１５】図１４の断面を示す断面図。
【図１６】図１４のフレキシブル基板の変形例であるフレキシブル基板の断面図。
【図１７】図１のフレキシブル基板を用いてアプリケーションプロセッサと、メインパネ
ル及びサブパネルとを接続する形態を示す図。
【図１８】図１のフレキシブル基板を用いてアプリケーションプロセッサと撮像デバイス
とを接続する形態を示す図。
【図１９】図１のフレキシブル基板を用いてメインパネル及び撮像デバイスと、アプリケ
ーションプロセッサとを接続する形態を示す図である。
【図２０】フレキシブル基板の他の変形例であるフレキシブル基板を示す概略図。
【図２１】基板とフレキシブル基板の第１のデータ転送制御装置が設けられている部分の
部分側面図。
【図２２】フレキシブル基板の他の変形例であるフレキシブル基板を示す概略図。
【図２３】フレキシブル基板を接続した基板を示す概略図。
【図２４】図２３の基板の概略側面図。
【図２５】表示パネルが搭載された小型電子機器の全体を示す概略斜視図。
【図２６】図２５の電子機器の概略側面図。
【図２７】フレキシブル基板が設けられた電子機器の部分切欠側面図。
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【図２８】表示パネルが搭載された他の小型電子機器を示す概略全体図。
【図２９】表示パネルが搭載された他の小型電子機器を示す概略全体図。
【符号の説明】
【００９７】
１０　フレキシブル基板、１２　絶縁体、２０　フレキシブル基板、２８　基板、
３０　フレキシブル基板、４０　フレキシブル基板、５０　フレキシブル基板、
６０　フレキシブル基板、７０　フレキシブル基板、
１００　第１のデータ転送制御装置、１２１　入出力インピーダンス可変回路、
１２２　入出力インピーダンス可変回路、２００　第２のデータ転送制御装置、
３０００　電子機器、３００１　第１の基板、３００２　第２の基板、
３１００　第１の機器部分、３２００　第２の機器部分、３３００　接続部分、
４０００　電子機器、４１００　第１の機器部分、４２００　第２の機器部分、
４３００　接続部分、５０００　電子機器、５１００　第１の機器部分、
５２００　第２の機器部分、５３００　接続部分、５４００　接続部分
ＡＲ１　第１の部分、ＡＲ２　第２の部分、ＡＲ３　配線部分、ＣＤ１　第１の導体、
ＣＤ２　第２の導体、ＣＤ３　第３の導体、ＣＤ４　第４の導体、
ＣＮ３　第１の端子と接続するための接続部分、
ＣＮ４　第２の端子と接続するための接続部分、ＤＲ１　第１の方向、
ＤＳ１　第１の差動信号線、ＤＳ２　第２の差動信号線、ＤＳＰ　差動信号線ペア、
ＤＶ１　第１のデバイス、ＤＶ２　第２のデバイス、Ｈ　配線の厚さ、
Ｐ１　第１の端子、Ｐ２　第２の端子、ＰＳ１　第１デバイス信号線、
ＰＳ２　第２デバイス信号線、Ｓ１　信号線、Ｔ　絶縁体の厚み、Ｗ　配線幅、
Ｚ１　特性インピーダンス、Ｚ２　特性インピーダンス
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】
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