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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対の並行する差動伝送用の信号線が形成された信号層と、前記信号線に対
向して設けられた導体層と、前記信号層と前記導体層とで挟まれる絶縁樹脂層と、を備え
、
　一対の前記信号線は、前記信号層の面内で湾曲または屈曲する曲げ部を有するとともに
、前記曲げ部の外周側に位置する第１の前記信号線と、前記曲げ部の内周側に位置し第１
の信号線よりも線路長が短い第２の前記信号線と、を含み、
　前記絶縁樹脂層は、第１の信号線に対向する位置に、前記絶縁樹脂層よりも誘電率が低
い低誘電領域が設けられており、
　前記低誘電領域が、前記絶縁樹脂層に設けられた空隙部であり外部と連通する通気孔を
備えることを特徴とするプリント配線板。
【請求項２】
　第１の信号線と第２の信号線とで、一端から他端まで信号が通過するまでの下式（１）
で表される信号伝搬時間が互いに等しいことを特徴とする請求項１に記載のプリント配線
板；
　　　Ｔ＝（Ｌ１・√（ε１）＋Ｌ２・√（ε２））／Ｃ０　　　・・・（１）
ただし、Ｔは第１の信号線または第２の信号線の前記信号伝搬時間、
Ｌ１は第１の信号線または第２の信号線の線路長のうち前記絶縁樹脂層に対向している長
さ、
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Ｌ２は第１の信号線または第２の信号線の線路長のうち前記低誘電領域に対向している長
さ、
ε１は前記絶縁樹脂層の形成領域の実効比誘電率、
ε２は前記低誘電領域の形成領域の実効比誘電率、
Ｃ０は光速、である。
【請求項３】
　第１の信号線のうち前記低誘電領域に対向している長さが、第２の信号線のうち前記低
誘電領域に対向している長さよりも大きい請求項１または２に記載のプリント配線板。
【請求項４】
　第１の信号線の前記曲げ部に対向して前記低誘電領域が設けられているとともに、当該
低誘電領域が第２の信号線に対向していないことを特徴とする請求項３に記載のプリント
配線板。
【請求項５】
　前記低誘電領域に対向している第１の信号線の長さと、前記低誘電領域に対向している
第２の信号線の長さとの差が、前記曲げ部の長さよりも小さい請求項３または４に記載の
プリント配線板。
【請求項６】
　前記低誘電領域が、第１の信号線における前記曲げ部に対向する位置および直線部に対
向する位置の両方に設けられている請求項１から５のいずれか一項に記載のプリント配線
板。
【請求項７】
　第１の信号線の前記曲げ部に対向する位置に設けられた前記低誘電領域の平面視形状が
、前記曲げ部の外周側に向かって幅広となるテーパー状である請求項６に記載のプリント
配線板。
【請求項８】
　一対の前記信号線が互いに同方向に湾曲または屈曲する複数の前記曲げ部を有しており
、前記低誘電領域が複数の前記曲げ部ごとに対向して設けられている請求項１から７のい
ずれか一項に記載のプリント配線板。
【請求項９】
　第１の信号線の線幅が、前記絶縁樹脂層に対向する領域から、前記低誘電領域に対向す
る領域に亘って連続的に増大している請求項１から８のいずれか一項に記載のプリント配
線板。
【請求項１０】
　前記空隙部が前記絶縁樹脂層における厚み方向の側端面に形成されて外部と連通してい
る請求項１から９のいずれか一項に記載のプリント配線板。
【請求項１１】
　側端面に形成されて外部と連通している前記空隙部が、前記絶縁樹脂層のうち第１の信
号線における前記曲げ部に対向する位置に設けられている請求項１０に記載のプリント配
線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、差動伝送用のプリント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント配線板で行われる信号伝送には、大別してシングルエンド伝送と差動伝送があ
る。図１１（ａ）に示すように、差動伝送は２本１組の伝送線路から構成され、信号１、
信号２からそれぞれ正（Ｐ：Positive）と負（Ｎ：Negative）の論理信号を同時にドライ
バーから出力し、レシーバーへ入力する。図１１（ｂ）は、信号１および信号２の電圧振
幅の時間変化を表している。縦軸は電圧振幅を示し、横軸は時間を示す。正論理の信号１
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は、Ｈｉレベル信号を１、Ｌｏｗレベル信号を０としている。負論理の信号２は、Ｈｉレ
ベル信号を０、Ｌｏｗレベル信号を１とする。信号１および信号２をドライバーから同時
に出力し、レシーバーでこれら２つの信号を同じタイミングで差分を取るように処理する
。レシーバーで取得される電圧振幅の差分を、図１１（ｃ）に示すＶＳＩＧＮＡＬ（Ｐ）
－ＶＳＩＧＮＡＬ（Ｎ）で表す。同図に示すように、レシーバーでは個々の電圧振幅の２
倍の振幅を、同じ立ち上がり速度で得ることが可能となる。このため、差動信号の回路は
１つの信号に対して、各２本の出力および入力配線があり、その２本の信号は常にＨｉレ
ベルとＬｏｗレベルの異なるレベルになっている。
【０００３】
　直線的な差動伝送線路の場合、図１１（ｄ）に示すようにノイズを受けた場合でも、信
号１側と信号２側の線路構造が略等しくノイズの影響も略同じであるため、レシーバーで
差分として取得する電圧の読み値には影響しない（図１１（ｅ）参照）。このようにノイ
ズに対するメリットがあることから、多くの高速シリアル伝送規格に差動伝送方式が広く
採用されている。
【０００４】
　近年は多種多様な配線パターンの差動伝送線路が提供され、図１２（ａ）に示すように
湾曲した配線経路の差動伝送線路が求められることも多くなっている。上述のように、論
理信号が変化するとＨｉレベル信号がＬｏｗレベル信号に、そしてＬｏｗレベル信号がＨ
ｉレベル信号に、同時に変化する。２本の信号線の配線長が同じであれば、タイミングの
ズレなくドライバーからレシーバーに信号伝送することが可能である。しかしながら、図
１２（ａ）のように曲げ部が存在する伝送路においては、曲げの外周側に位置する信号線
と内周側に位置する信号線の長さが異なるため、信号の伝搬時間が相違することになる。
このため、図１２（ｂ）に示すように信号がレシーバーに到達するタイミングにズレが発
生する。信号の到達タイミングにズレが発生すると、図１２（ｃ）のように、レシーバー
で差分取得された電圧波形が崩れ、読み取りエラーを起こすおそれがある。
【０００５】
　そこで、差動伝送線路における対になる信号線の線路長を揃えるため、特許文献１の図
９に示すように、内周側に位置する信号線に対し、ジグザグのミアンダ配線を適用するこ
とが提案されている。ミアンダ配線を適用することで曲げ部の内周側と外周側の信号線の
線路長が均等になるため、これらの信号線の一端から他端までの信号伝搬時間が等しくな
る。このため、ドライバーから出力される信号（入力信号）にノイズが混入したとしても
、このノイズがレシーバーに到達するタイミングが一致する。よって、Ｈｉレベル信号と
Ｌｏｗレベル信号との電圧振幅の差分をレシーバーで取得することで、このノイズを除去
することができる。
【０００６】
　しかし、ミアンダ配線は信号線の幅方向にジグザグに突出する領域を用意する必要があ
るため、信号線の幅方向に多くの配線スペースを要するという問題がある。また、ミアン
ダ配線はジグザグの部分で信号の反射が発生して新たなノイズを発生させるほか、信号線
同士の間隔がジグザグの部分で大小に変化するため特性インピーダンスが変動してインピ
ーダンス不整合を招くという問題がある。
【０００７】
　これに対し、特許文献１では、複数本の信号線が形成された配線層を挟むように第１お
よび第２の誘電体層を積層し、線路長が短い信号線の領域ほど、当該信号線の直上におけ
る第２の誘電体層の実効誘電率を高くしている（特許文献１：図２参照）。これにより、
線路長が短い信号線を伝送される信号の波長短縮率が大きくなって信号の遅延時間が大き
くなるため、差動信号線対を伝送される信号の伝搬時間が等しくなるとされている。
【０００８】
　また、特許文献２には、複数本の信号線が形成された配線層に対向するグランド層に多
数の開口をパターン状に形成した配線基板が記載されている。線路長が短い信号線が形成
された領域において開口パターンの開口率を大きくすることで、信号線を通過する信号の
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伝送速度が低下するため、線路長が異なる複数本の信号線における信号の遅延時間（伝搬
時間）が等しくなるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－１７５０７８号公報
【特許文献２】特開２０００－７７８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の発明では、第２の誘電体層を配線層の上方に形成する必要
があるため、プリント配線基板の厚み寸法の増大を招来するという問題がある。また、グ
ランド導体と信号線とに挟まれた第１の誘電体層は信号の波長短縮率を増大させることに
大きく寄与するものの、信号線からみてグランド導体と反対側に形成された第２の誘電体
層は信号の波長短縮率を増大させる効果がきわめて僅かである。このため、信号線の線路
長の差が大きい配線パターンの場合、特許文献１の方法では対になる信号線における遅延
時間を十分に等しくすることはできない。
【００１１】
　特許文献２の発明では、複数対の差動配線対同士で信号の遅延時間を均等化することは
図られるものの、一対の差動配線における信号伝搬時間を互いに等しくすることはできな
い。なぜならば、グランド層に形成する開口のスケールが差動配線対の配線間隔よりも遙
かに大きいため、差動配線対の線路構造は略等しくなるからである。このため、内周側と
外周側の信号線の線路長の差異に起因する信号の到達タイミングのズレを解消することは
できない。また、特許文献２の発明ではグランド層に多数の開口を形成するため、グラン
ド層によるシールド効果が低下する。さらに、グランド層は信号線を伝送される信号のリ
ターン信号が流れる導体層の機能を有するところ、グランド層に開口が形成されることで
リターン信号の伝達経路が複雑になるため、信号線ごとにリターン信号の経路長がばらつ
くことになる。このため、リターン信号の伝送速度を制御することが困難になる。
【００１２】
　本発明は上述のような課題に鑑みてなされたものであり、差動伝送用の信号線を湾曲ま
たは屈曲した配線パターンで形成した場合でも、信号の到達タイミングにズレが生じるこ
とを抑制して安定した信号伝送が可能なプリント配線板を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によれば、少なくとも一対の並行する差動伝送用の信号線が形成された信号層と
、前記信号線に対向して設けられた導体層と、前記信号層と前記導体層とで挟まれる絶縁
樹脂層と、を備え、一対の前記信号線は、前記信号層の面内で湾曲または屈曲する曲げ部
を有するとともに、前記曲げ部の外周側に位置する第１の前記信号線と、前記曲げ部の内
周側に位置し第１の信号線よりも線路長が短い第２の前記信号線と、を含み、前記絶縁樹
脂層は、第１の信号線に対向する位置に、前記絶縁樹脂層よりも誘電率が低い低誘電領域
が設けられており、前記低誘電領域が、前記絶縁樹脂層に設けられた空隙部であり外部と
連通する通気孔を備えることを特徴とするプリント配線板が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明のプリント配線板によれば、曲げ部の外周側に位置する第１の信号線に対向する
位置に低誘電領域が設けられている。ここで、信号の伝搬速度は信号層と導体層とで挟ま
れる絶縁樹脂層の比誘電率と負の相関があるため、低誘電領域に対向する第１の信号線に
おける伝搬速度が向上する。よって、内周側の第２の信号線と外周側の第１の信号線とで
信号の伝搬時間を均等化することができ、差動伝送用の信号線を湾曲または屈曲した配線
パターンで形成した場合でも、信号の到達タイミングにズレが生じることを抑制できる。
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このため、本発明のプリント配線板によれば安定した信号伝送が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第一実施態様にかかるプリント配線板の平面図である。
【図２】（ａ）は図１に示す領域Ｘの拡大図である。（ｂ）は図１に示す領域Ｙの拡大図
である。
【図３】図２（ａ）に示すＡ－Ａ線断面図である。
【図４】図２（ａ）に示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図５】図２（ａ）に示すＣ－Ｃ線断面図である。
【図６】図２（ｂ）に示すＤ－Ｄ線断面図である。
【図７】第一実施形態のプリント配線板の変形例を示す断面図である。
【図８】第一実施形態の信号線の拡大平面図である。
【図９】（ａ）から（ｆ）は第一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す断面図であ
る。
【図１０】（ａ）から（ｆ）は本発明の第二実施形態にかかるプリント配線板の製造方法
を示す断面図である。
【図１１】（ａ）から（ｅ）は差動伝送の原理を説明する図である。（ａ）は差動伝送線
路の概念図、（ｂ）は正負の論理信号の電圧振幅の時間変化を示すグラフ、（ｃ）は（ｂ
）の電圧振幅の差分を示すグラフ、（ｄ）はノイズを含む論理信号の電圧振幅の時間変化
を示すグラフ、（ｅ）は（ｄ）の電圧振幅の差分を示すグラフである。
【図１２】（ａ）は曲げ部を有する差動伝送線路の概念図、（ｂ）は正負の論理信号の電
圧振幅の時間変化を示すグラフ、（ｃ）は（ｂ）の電圧振幅の差分を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、すべての図面において、同様
の構成要素には同様の符号を付し、重複する説明は適宜省略する。以下の説明において積
層方向に関して上下方向と呼称する場合があるが、これは各層の相対的な位置関係を説明
するものであり、本実施形態にかかるプリント配線板１００を製造または使用する際の方
向を限定するものではない。
【００１７】
＜第一実施形態＞
　図１から図６を用いて本発明の第一実施形態のプリント配線板１００を説明する。図１
はプリント配線板１００の平面図である。図１に示す領域Ｘは直線部２６であり、領域Ｙ
は曲げ部２８である。図２（ａ）は領域Ｘの拡大図であり、図２（ｂ）は領域Ｙの拡大図
である。図３から図５は、それぞれ図２（ａ）に示すＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線の断
面図である。図６は、図２（ｂ）に示すＤ－Ｄ線断面図である。なお、図２（ｂ）に示す
Ｅ－Ｅ線断面図は、図２（ａ）のＣ－Ｃ線の断面図（図５）と共通するため図示省略する
。
【００１８】
　はじめに、本実施形態の概要について説明する。本実施形態のプリント配線板１００は
、信号層２５、導体層（グランド層７０）および絶縁樹脂層６０を備えている。信号層２
５には、少なくとも一対の並行する差動伝送用の信号線２０（第一信号線２１、第二信号
線２２）が形成されている。導体層（グランド層７０）は、信号線（第一信号線２１、第
二信号線２２）に対向して設けられている。絶縁樹脂層６０は、信号層２５と導体層（グ
ランド層７０）とで挟まれている。一対の信号線２０は、信号層２５の面内で湾曲または
屈曲する曲げ部２８を有するとともに、曲げ部２８の外周側に位置する第１の信号線（第
一信号線２１）と、曲げ部２８の内周側に位置し第一信号線２１よりも線路長が短い第２
の信号線（第二信号線２２）と、を含む。本実施形態のプリント配線板１００の絶縁樹脂
層６０には、第一信号線２１に対向する位置に、この絶縁樹脂層６０よりも誘電率が低い
低誘電領域４０が設けられていることを特徴とする。
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【００１９】
　次に、本実施形態について詳細に説明する。
　本実施形態のプリント配線板１００は、たとえば可搬式の電子機器などに用いられ、各
本の信号線２０の線路長は数十ｍｍから数百ｍｍなどである。プリント配線板１００はシ
ート状をなす。なお、本明細書においてフィルムとシートとを区別しない。
【００２０】
　プリント配線板１００は、図１において図示省略する保護層８０（図３参照）に覆われ
た信号層２５が設けられている。プリント配線板１００は内層として絶縁樹脂層６０を備
える。図１においては、図示省略された保護層８０の下層に位置する信号層２５から絶縁
樹脂層６０の一部が覗いている。信号層２５は信号線２０を包含する導体層である。信号
線２０の両端近傍には、幅方向の両外側にグランドパッド３０が配置されている。図３に
示すように、グランドパッド３０と信号層２５とは同層である。
【００２１】
　本実施形態のプリント配線板１００は一層または複数層の信号層２５を有している。図
１には一対の第一信号線２１および第二信号線２２で構成される信号層２５のみを図示し
ているが、複数対の差動伝送線路を含んでもよい。信号線２０の本数は任意であり、信号
層２５は、差動伝送線路に加えて、任意でシングルエンド伝送線路を含んでもよい。図１
に示すプリント配線板１００は、２本１対となった差動伝送の第一信号線２１、第二信号
線２２の反対面に、導体層であるグランド層７０を有する、所謂、マイクロストリップラ
イン構造の差動伝送線路である。第一信号線２１と第二信号線２２とは略全長において互
いに並行する差動伝送線路であり、両者をあわせて信号線２０と呼称する。
【００２２】
　信号線２０は、曲げ部２８を備えているほか、具体的な形状および寸法は特に限定され
ない。一例として、本実施形態の信号線２０は角丸コ字状をなしており、複数の曲げ部２
８（２８ａ、２８ｂ）を有し、その間および両端に直線部２６を有している。
【００２３】
　直線部２６とは、実質的にまっすぐに形成された部位であり、僅かに湾曲していてもよ
い。曲げ部２８は、直線部２６に比して小さな曲率半径にて信号層２５の面内で湾曲また
は屈曲している部位である。曲げ部２８は、滑らかな孤状に湾曲していてもよく、または
折れ曲がるように屈曲していてもよい。以下、明示の場合を除き、湾曲と屈曲とを区別せ
ず、湾曲と総称する。プリント配線板１００（絶縁樹脂層６０）の平面視形状は任意であ
るが、本実施形態では信号線２０に沿って延在する湾曲した帯状をなしている。また、明
示の場合を除き、信号線２０の直線部・曲げ部と、プリント配線板１００（絶縁樹脂層６
０）の直線部・曲げ部と、を区別せず、直線部２６・曲げ部２８と呼称する。
【００２４】
　図１に示すように、一対の信号線２０（第一信号線２１、第二信号線２２）は互いに同
方向に湾曲または屈曲する複数の曲げ部２８ａ、２８ｂを有している。低誘電領域４０は
、これらの複数の曲げ部２８ａ、２８ｂごとに第一信号線２１に対向して設けられている
。すなわち、複数の曲げ部２８ａ、２８ｂの湾曲方向が同方向であることにより、個々の
曲げ部２８ａ、２８ｂにおける第一信号線２１と第二信号線２２との線路長の差が加算さ
れ、差動配線対における信号の遅延時間が顕著になる。これに対し、本実施形態では個々
の曲げ部２８ａ、２８ｂごとに低誘電領域４０を設けることで、外周側の第一信号線２１
における信号の遅延を抑制する。
【００２５】
　曲げ部２８の曲率半径および中心角は特に限定されず、複数の曲げ部２８ａ、２８ｂに
おける曲率半径および中心角は、共通でもよく、または互いに相違してもよい。本実施形
態では、曲げ部２８ａ、２８ｂの曲率半径Ｒおよび中心角（９０度）は共通としている。
曲率半径Ｒは、信号線２０（第一信号線２１、第二信号線２２）の線幅よりも１オーダー
（１０倍）以上大きい。
【００２６】
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　図２（ａ）に示すように、プリント配線板１００の端部に形成された直線部２６におい
て、絶縁樹脂層６０は、低誘電領域４０と絶縁樹脂部４５とから構成されており、平面視
上、信号線２０と重複する位置に低誘電領域４０を有している。低誘電領域４０と絶縁樹
脂部４５とは、プリント配線板１００の伸長方向に沿って交互に、かつ規則的に配列され
ている。
【００２７】
　本実施形態の低誘電領域４０は、絶縁樹脂層６０に設けられた空隙部である。ただし、
後述する第二実施形態のように、低誘電領域４０には絶縁樹脂部４５よりも誘電率が低い
他の樹脂材料を充填してもよい。
【００２８】
　図２（ｂ）に示す曲げ部２８では、外周側の信号ラインである第１の信号線（第一信号
線２１）に対向して低誘電領域４０が設けられている。曲げ部２８における低誘電領域４
０は第２の信号線（第二信号線２２）に対向しておらず、第一信号線２１のみに対向して
いる。
【００２９】
　これにより、曲げ部２８における第一信号線２１と第二信号線２２の伝搬速度が均等化
されている。以下、その理由を説明する。
【００３０】
　信号線２０を伝達される信号の伝搬速度τは下式（２）で表される。
　　　τ＝Ｃ０／√ε　　　・・・（２）
　ただし、τは信号の伝搬速度、Ｃ０は光速、εは信号層２５とグランド層７０とで挟ま
れる絶縁層１０（図３参照）の実効比誘電率である。実効比誘電率εは、後述するように
、絶縁樹脂部４５と低誘電領域４０とでそれぞれε１、ε２として求められる。
【００３１】
　上式（２）より、絶縁層１０の実効比誘電率εが大きいほど伝搬速度τが低下し、逆に
実効比誘電率εが小さいほど伝搬速度τが増大することが分かる。本実施形態のプリント
配線板１００では、曲げ部２８の外周側に位置し線路長が長くなる第一信号線２１に対向
する位置に低誘電領域４０を設けることで、曲げ部２８を通過する信号の伝搬速度を第二
信号線２２よりも高速化させることができる。このため、線路長が短い第二信号線２２を
通過する信号と、線路長が長い第一信号線２１を通過する信号とで信号伝搬時間が均等化
されるため、信号の到達タイミングにズレが生じることが抑制される。
【００３２】
　信号伝搬時間Ｔは、第１の信号線（第一信号線２１）または第２の信号線（第二信号線
２２）の一端２１ａ、２２ａから他端２１ｂ、２２ｂまで信号が通過するまでの時間であ
る。信号伝搬時間Ｔは、式（２）を変形して求まる下式（３）で表すことができる。本実
施形態のプリント配線板１００においては、第一信号線２１および第二信号線２２の信号
伝搬時間Ｔは互いに等しい。
【００３３】
　　　Ｔ＝（Ｌ１・√（ε１）＋Ｌ２・√（ε２））／Ｃ０　　　・・・（３）
　ただし、Ｔは、第１の信号線（第一信号線２１）または第２の信号線（第二信号線２２
）の信号伝搬時間である。Ｌ１は、第１の信号線（第一信号線２１）または第２の信号線
（第二信号線２２）の線路長のうち、絶縁樹脂層６０（絶縁樹脂部４５）に対向している
長さである。Ｌ２は、第１の信号線（第一信号線２１）または第２の信号線（第二信号線
２２）の線路長のうち、低誘電領域４０に対向している長さである。より具体的に、第一
信号線２１のうち低誘電領域４０と対向する長さＬ２１と表記し、第二信号線２２のうち
低誘電領域４０と対向する長さＬ２２と表記する場合がある。ε１は、絶縁樹脂層６０（
絶縁樹脂部４５）の形成領域の実効比誘電率である。ε２は、低誘電領域４０の形成領域
の実効比誘電率である。Ｃ０は光速である。
【００３４】
　ε１およびε２は、信号層２５とグランド層７０とで挟まれる絶縁層１０（図３参照）
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の実効比誘電率である。絶縁層１０は絶縁樹脂層６０を含む積層の総称である。本実施形
態では、絶縁樹脂層６０（絶縁樹脂部４５または低誘電領域４０）、接着層１１１・１２
１、絶縁基材１１２・１２２の個別の比誘電率に各層の厚み割合を乗じた加重平均として
ε１およびε２を求めることができる。
【００３５】
　直線部２６においては、第一信号線２１と第二信号線２２の線路長は互いに等しい。こ
のため、絶縁樹脂層６０に低誘電領域４０を設けないか、または設ける場合には第一信号
線２１のうち低誘電領域４０と対向する長さＬ２１と、第二信号線２２のうち低誘電領域
４０と対向する長さＬ２２とを等しくするとよい。これにより、直線部２６において第一
信号線２１と第二信号線２２における信号の伝搬速度が等しくなる。そして、曲げ部２８
においては上記のように実質的に第一信号線２１にのみ対向するように低誘電領域４０を
設けて第一信号線２１の伝搬速度を高速化することで、曲げ部２８においても第一信号線
２１と第二信号線２２とで信号の伝搬速度が等しくなる。
【００３６】
　すなわち、第１の信号線（第一信号線２１）のうち低誘電領域４０に対向している長さ
Ｌ２１は、第２の信号線（第二信号線２２）のうち低誘電領域４０に対向している長さＬ

２２よりも大きい。これにより、信号線２０の一端２１ａ、２２ａから他端２１ｂ、２２
ｂに到るまでのいずれの位置においても、正負の論理信号は、時間遅れなく差動配線対を
伝送されることになる。このため、信号線２０の不特定の位置に外部からノイズ信号が混
入したとしても、当該ノイズ信号がレシーバーに同時に到達することになる。よって、レ
シーバーで電圧振幅の差分を取得することで、当該ノイズ信号を除去することができる。
なお、ミアンダ配線を備える従来のプリント配線板の場合、正負の論理信号がジグザグの
ミアンダ配線を通過することで時間遅れが無くなるように調整することが可能であるもの
の、外部から混入したノイズ信号は除去することができない。ミアンダ配線に到るまでの
線路領域において配線対に外部からノイズ信号が同時に混入した場合、このミアンダ配線
を通過することでノイズ信号に時間遅れが生じてしまうからである。このため、従来のプ
リント配線板では、ドライバーから出力される信号に混入しているノイズ信号は除去でき
たとしても、信号線２０に外部から混入する電磁波ノイズを除去できないという問題があ
る。これに対し、本実施形態のプリント配線板１００によれば、ドライバーから出力され
る信号に混入しているノイズのみならず、上述のように外部から不特定の位置に混入する
電磁波ノイズをも除去することが可能である。
【００３７】
　以下、本実施形態のプリント配線板１００の構造について更に詳細に説明する。
【００３８】
　低誘電領域４０は、第１の信号線（第一信号線２１）における曲げ部２８に対向する位
置および直線部２６に対向する位置の両方に設けられている。低誘電領域４０は、第二信
号線２２の直線部２６にも対向している。
【００３９】
　これにより、信号線２０（第一信号線２１、第二信号線２２）に対して絶縁樹脂層６０
の誘電率が全体的に低減するため、信号伝搬時間Ｔが短くなり、言い換えると信号の高速
伝送が可能になる。
【００４０】
　図２（ａ）に示すように、直線部２６における低誘電領域４０は、信号線２０の幅方向
に亘って形成されている。本実施形態の低誘電領域４０は平面視矩形状であるが、形状お
よび寸法は任意である。低誘電領域４０は、プリント配線板１００の全幅寸法で形成され
ていてもよく、またはプリント配線板１００の幅寸法の一部に形成されていてもよい。
【００４１】
　本実施形態のプリント配線板１００は、曲げ部２８ａ、２８ｂの間および両端の複数箇
所（３箇所）に直線部２６が設けられている。低誘電領域４０は、すべての直線部２６に
形成されていてもよく、または複数箇所のうちの一部の直線部２６のみに形成されていて
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もよい。
【００４２】
　一方、図２（ｂ）に示すように、第１の信号線（第一信号線２１）の曲げ部２８に対向
する位置に設けられた低誘電領域４０の平面視形状は、曲げ部２８の外周側に向かって幅
広となるテーパー状である。具体的には、扇形または三角形とすることができる。曲げ部
２８の外周側に向かって低誘電領域４０を幅広とすることで、低誘電領域４０の形成領域
の実効比誘電率ε２を好適に低減し、上式（２）で表される第一信号線２１の伝搬速度τ
を増大することができる。
【００４３】
　本実施形態の低誘電領域４０は絶縁樹脂層６０に形成された空隙部であり、プリント配
線板１００の外部と連通する通気孔を備えている。これにより、プリント配線板１００に
電子部品を実装する工程等での加熱や、プリント配線板１００の輸送時等の気圧変化によ
ってプリント配線板１００が膨れたり、変形したりすることを防止できる。
【００４４】
　低誘電領域４０は、信号線２０の延在方向に沿って、複数箇所に離散配置されている。
個々の低誘電領域４０は互いに非連通であり、個々に開口５０を備えている。
【００４５】
　低誘電領域４０を区画する絶縁樹脂部４５は、絶縁樹脂層６０の厚み方向に亘って存在
する。絶縁樹脂層６０の厚み寸法は、絶縁樹脂部４５によって一定に維持され得る。即ち
、絶縁樹脂部４５は絶縁樹脂層６０の厚み方向のスペーサとしての機能も発揮し得る。一
例として、低誘電領域４０の幅寸法（図２（ａ）の上下寸法）は０．１ｍｍ以上１０ｍｍ
以下とすることができる。また、絶縁樹脂部４５の幅寸法（同、上下寸法）は１ｍｍ以上
１０ｍｍ以下とすることができる。かかる絶縁樹脂層６０により、プリント配線板１００
の厚み方向の剛性が確保される。またプリント配線板１００は、デバイス内に組み込まれ
る際に折り曲げられ、あるいは製造工程中に厚み方向において外力を受ける場合がある。
その場合でも、かかる絶縁樹脂層６０の存在により、プリント配線板１００が潰れ、ある
いは低誘電領域４０の厚みが変化することが防止される。
【００４６】
　低誘電領域４０は、図４に示すように開口５０を有することにより、プリント配線板１
００の外部と連通させることができる。開口５０は信号線２０と異なる位置に設けられる
ことが好ましく、これにより開口５０の存在が信号線２０の伝送状態を乱されることを回
避することができる。具体的には、図４に示すように絶縁樹脂層６０における厚み方向の
側端面に開口５０を形成することができる。このほか、開口５０の面積を十分に小さくし
て保護層８０の表面（図４における上面）に開口形成するとともに、絶縁基材１１２およ
び保護層８０を貫通して低誘電領域４０と連通するベントホールを設けてもよい。また、
本実施形態の変形例として、開口５０を設ける代わりに、低誘電領域４０を囲む上面、底
面または側面のいずれかをガス透過性の部材とすることにより、低誘電領域４０をプリン
ト配線板１００の外部とを連通させてもよい。
【００４７】
　本実施形態のように開口５０を絶縁樹脂層６０の側端面に形成することで、プリント配
線板１００の表面または裏面に他の電子部材が実装される場合に、実装箇所の選択を狭め
ることがない。また、後述するように製造工程の後段において外縁周囲の不要部分を裁断
する外形処理において、低誘電領域４０の端部を同時に切断することによりプリント配線
板１００の外縁に開口５０を設けることができる。
【００４８】
　プリント配線板１００の積層構成の概要について説明する。
　図３から図６に示すように、プリント配線板１００は、信号線２０を有する絶縁基材１
１２と、絶縁樹脂層６０（絶縁樹脂部４５）とが接着層１１１により貼り合わされている
。絶縁樹脂層６０の反対側の面には、銅箔層１２３を備える絶縁基材１２２が接着層１２
１により貼りあわされている。銅箔層１２３と、この表面（下面）に設けられためっき層
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１１４とによりグランド層７０が構成されている。本実施形態のプリント配線板１００は
、信号線２０が絶縁樹脂層６０を介してグランド層７０と対向する、所謂、マイクロスト
リップライン構造である。
【００４９】
　図３に示すように、プリント配線板１００の層構成としては、信号面（信号線２０）側
から、保護層８０、導体層（信号層２５）、絶縁基材１１２、接着層１１１、絶縁樹脂層
６０（絶縁樹脂部４５）、接着層１２１、絶縁基材１２２、導体層（グランド層７０）、
保護層８０が積層されている。すなわち、プリント配線板１００は絶縁樹脂層６０を中心
に対称な構造である。
【００５０】
　図４は低誘電領域４０を含む断面構造を示している。図３と異なり、絶縁樹脂部４５の
ほか、接着層１１１・１２１がなく、この部分が低誘電領域（空隙部）４０となる。低誘
電領域４０の形成に際しては、絶縁樹脂部４５に接着層１１１・１２１を予め仮付けし、
金型などで一括して打ち抜くことで形成できる。これにより、絶縁樹脂層６０が接着層１
１１・１２１や絶縁樹脂部４５で充填されている構造に比べ、誘電率、誘電正接とも小さ
くなり、信号の伝搬速度τが向上し、伝送損失が低減できる。
【００５１】
　図５は伝送線路のうち、低誘電領域（空隙部）４０ではない箇所の積層構造を示す断面
図であり、図３に示すプリント配線板１００の端部断面と同様の材料構成である。
【００５２】
　図６は、伝送線路の曲げ部２８の積層構造を示す断面図である。曲げ部２８の外周側に
位置する第一信号線２１に対向する領域のみ低誘電領域（空隙部）４０が配置され、第二
信号線２２に対向する領域には絶縁樹脂部４５が配置されている。
【００５３】
　図３に戻り、プリント配線板１００の信号層２５にはグランドパッド３０が同層で設け
られている。信号線２０を構成する第一信号線２１および第二信号線２２は、絶縁基材１
１２の上面に銅箔層１１６およびめっき層１１７がこの順で積層されている。グランドパ
ッド３０も同様に、絶縁基材１１２の上面に銅箔層１１５およびめっき層１１４がこの順
で積層されている。信号線２０およびグランドパッド３０は個別に形成されてもよく、ま
たは絶縁基材１１２の上に形成された銅箔を所定のパターンでパターニングすることによ
り同工程において同時に形成されてもよい。尚、グランドパッド３０は、信号線２０より
も幅広の導体部である。グランドパッド３０は、信号層２５と反対側面に設けられている
グランド層７０に対し、スルーホール９０を介して電気的に接続されている。尚、グラン
ド層７０および信号線２０を構成する銅箔は導電部材の一例であり、銅箔以外の導電材を
適宜、選択して使用することができる。
【００５４】
　スルーホール９０は、絶縁樹脂部４５を貫通し、グランドパッド３０とグランド層７０
とにおけるめっき層１１４を連通させて電気的に接続している。絶縁樹脂層６０のうちス
ルーホール９０の周囲には、絶縁樹脂部４５が設けられている。スルーホール９０の形成
位置およびその周囲に絶縁樹脂部４５が存在することによって、スルーホール９０が安定
して形成される。スルーホール９０は、図１に示すようにプリント配線板１００の端部に
設けられるものに限定されず、任意の箇所において絶縁樹脂層６０を貫通して設けること
ができる。
【００５５】
　プリント配線板１００を構成する各層について詳細に説明する。
　図３から図７に示すように、プリント配線板１００の最上層および最下層には保護層８
０が設けられている。保護層８０は絶縁性樹脂などの絶縁性材料で作成することができる
。
【００５６】
　保護層８０の内部には、信号線２０を備える信号層２５が設けられている。信号線２０
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（第一信号線２１および第二信号線２２）は、下層の銅箔層１１６と、その上に積層され
ためっき層１１７とで構成されている。信号線２０の線幅は、所定の特定インピーダンス
を満たすようにデザインされる。信号線２０の線幅は特に限定されないが、たとえば５０
μｍ以上９００μｍ以下といった幅広い範囲で作成することが可能である。本実施形態の
プリント配線板１００は、絶縁樹脂層６０に低誘電領域４０を設けて実効誘電率を抑制し
ていることにより、所望の特性インピーダンスを維持しつつ、２００μｍ以上９００μｍ
以下、さらには４００μｍ以上８００μｍ以下といった比較的線幅の大きいデザインを実
現することができる。
【００５７】
　一対の信号線２０（第一信号線２１、第二信号線２２）の線幅は共通でもよく、または
相違してもよい。同様に、複数対の信号線２０を備える場合、配線対ごとの線幅は共通で
もよく、または相違してもよい。また、１本の信号線２０（第一信号線２１、第二信号線
２２）の線幅は線路長の全長に亘って一定でもよく、または後述するように任意の箇所に
おいて線幅が異なってもよい（図８参照）。
【００５８】
　銅箔層１１６は、印刷形成、フォトリソグラフィ手法による形成などによりパターン形
成することができる。銅箔層１１６に用いられる銅箔は導電性材料の一例である。銅箔の
ほか、銅含有組成物や銀含有組成物などの導電性金属材料、または銀箔やニッケル箔など
の金属箔を用いることもできる。金属箔は、単一の金属材料からなる単層の箔を用いても
よく、または複数の金属材料の薄箔を積層して用いてもよい。
【００５９】
　信号線２０を構成するめっき層１１７は、スルーホール９０を通じてグランドパッド３
０とグランド層７０とを電気的に接続するめっき層１１４と同種または異種の導電材料よ
り作成することができる。めっき層１１４および／またはめっき層１１７を構成する材料
の例としては、例えば電解銅めっきを挙げることができる。なお、めっき層１１４および
／またはめっき層１１７に代えて、銅箔層１１６や銅箔層１２３の表面に導電ペーストを
塗布してもよい。
【００６０】
　絶縁樹脂層６０を挟んで信号層２５の反対側には、導体層（グランド層７０）が設けら
れている。グランド層７０は、銅箔層１２３とめっき層１１４とで積層構成されている。
導体層は導電性材料で構成される層であり、グランド層７０のほか、シールド層や電源層
などの導電層を包含する。導体層は信号層２５と同様の材料および手法により形成するこ
とができる。
【００６１】
　信号層２５の内側には絶縁基材１１２が設けられ、絶縁基材１１２は接着層１１１によ
り絶縁樹脂層６０の上面に接合されている。また、グランド層７０の内側には絶縁基材１
２２が設けられ、絶縁基材１２２は接着層１２１により絶縁樹脂層６０の下面に接合され
ている。絶縁基材１１２・１２２は、ガラスエポキシ、テフロンガラス、アルミナなどで
構成することができる。絶縁基材１１２・１２２は互いに同種の材料を用いてもよく、ま
たは異種の材料でもよい。絶縁基材１１２・１２２としてフレキシブル性の高い材質を選
択することで、プリント配線板１００に柔軟性を付与し、所謂、フレキシブルプリント配
線板とすることが可能である。フレキシブル性の高い材質としては、ポリイミド樹脂、ポ
リアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂などのポリアミド樹脂；エポキシ樹脂などの熱硬化
性樹脂；液晶ポリマーなどの熱可塑性樹脂を挙げることができる。このほか、ガラス織布
などの絶縁性の繊維基材を用いることもできる。特に、信号の伝送損失を低減するという
観点からは、誘電率の低い誘電体としてポリイミド樹脂や液晶ポリマーを選択することが
できる。より具体的には、例えば、主として液晶ポリマーから構成される厚さ２０μｍ以
上３０μｍ以下程度の絶縁性フィルムを絶縁基材１１２・１２２として用い、且つ、絶縁
樹脂層６０と組み合わせることができる。これにより、伝送損失が有意に低減されたフレ
キシブル性の示されるプリント配線板１００を提供することが可能である。
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【００６２】
　接着層１１１・１２１には、同種または異種の絶縁性の接着材を選択することができる
。例えば、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、液晶ポリマー、ガラス
エポキシなどを用いることができる。これらの接着材を印刷法で塗工するか、またはフィ
ルム状に成形した接着材を貼り付ける方法で接着層１１１・１２１を形成することができ
る。具体的には、例えば、ガラスエポキシ樹脂、ポリイミド系樹脂、またはポリエチレン
レテフタレート系樹脂を接着材の主成分とするローフロータイプのボンディングシートに
より接着層１１１を構成することができる。接着層１１１の厚みは特に限定されないがた
とえば１０μｍ以上２０μｍ以下程度の厚さとすることができる。
【００６３】
　絶縁樹脂層６０は、上述のとおり低誘電領域４０と絶縁樹脂部４５とを備え、本実施形
態の低誘電領域４０は空隙部である。低誘電領域４０は、プリント配線板１００の平面視
上、長辺の一方または両方において開口５０を有する。絶縁樹脂部４５には、上述した絶
縁基材１１２・１２２と同様の材料を用いることができる。伝送損失の低減という観点か
ら、絶縁樹脂部４５はポリイミド樹脂、あるいは液晶ポリマーから構成されることが好ま
しい。絶縁樹脂部４５は、絶縁基材１１２・１２２と異種の材料でもよい。
【００６４】
　低誘電領域４０は、絶縁樹脂層６０の全厚みに亘って設けられていてもよく、または絶
縁樹脂層６０の一部厚みのみに設けられていてもよい。言い換えると、低誘電領域４０は
絶縁樹脂層６０を厚み方向に貫通して設けられていてもよく、または絶縁樹脂層６０（絶
縁樹脂部４５）の表面または内部の一部を凹形状に形成することにより低誘電領域４０を
形成してもよい。
【００６５】
　絶縁層１０は、信号層２５とグランド層７０とで挟まれる絶縁性の積層の総称である。
ここで、絶縁樹脂層６０から信号層２５までの距離を「距離Ｉ」といい、絶縁樹脂層６０
からグランド層７０までの距離を「距離ＩＩ」と呼称する。距離Ｉと距離ＩＩとが略同等
の場合は、距離Ｉと距離ＩＩとが異なる場合に比べて、信号線２０とグランド層７０との
間のキャパシタンスをより小さくすることができる。また、距離Ｉが距離ＩＩより小さい
場合は、距離Ｉと距離ＩＩとが略同等の場合または距離Ｉより距離ＩＩの方が大きい場合
に比べて、実効非誘電率をより小さくすることができる。距離Ｉを距離ＩＩより小さくす
るには、例えば、プリント配線板１００において絶縁基材１１２を省略するか、または絶
縁基材１１２の層厚を絶縁基材１２２の層厚よりも小さくすればよい。
【００６６】
　図７は、第一実施形態のプリント配線板１００の変形例を示す断面図であり、図４に対
応している。第一実施形態では、図４に示したように絶縁層１０は絶縁基材１１２・１２
２のみで構成され、絶縁樹脂部４５および接着層１１１・１２１（図５参照）が設けられ
ていない。これに対し、変形例の絶縁層１０では、絶縁樹脂部４５のみを除いて低誘電領
域（空隙部）４０とし、接着層１１１・１２１を絶縁基材１１２・１２２の内面側にそれ
ぞれ設けている。これは、後述する製造方法において、接着層１１１・１２１を予め絶縁
樹脂部４５に対して仮付けしている場合に作成される構造である。本変形例によれば、絶
縁層１０の実効誘電率をより小さくすることができ、伝送損失の低減に貢献することがで
きる。
【００６７】
　本実施形態のプリント配線板１００はマイクロストリップライン構造を採用したもので
あるが、本発明はストリップライン構造のプリント配線板にも適用することができる。ま
た本発明は、絶縁樹脂層６０を介して信号層２５と導体層（グランド層７０）とが対向す
る層構成を複合または多層に積層した配線基板にも適用することができる。
【００６８】
　図８は本実施形態の信号線２０の拡大平面図である。第１の信号線（第一信号線２１）
の線幅は、絶縁樹脂層６０（絶縁樹脂部４５）に対向する領域から、低誘電領域４０に対
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向する領域に亘って連続的に増大している。即ち、プリント配線板１００は、低誘電領域
４０が亘る領域における信号線２０の幅寸法が、上記領域以外の他領域（絶縁樹脂部４５
）における信号線２０の幅寸法より大きくなるよう構成されている。これは、信号線２０
とグランド層７０との間において、低誘電領域４０が設けられた箇所における実効比誘電
率が、絶縁樹脂部４５が設けられた箇所における実効比誘電率より小さくなる傾向にある
ことに起因する。信号線２０の線幅の調整により、高精度のインピーダンス整合の要求に
応じ、且つ、高速伝送下における伝送損失の低減をより良好に図ることが可能である。
　一例として、信号線間隔１００μｍの差動伝送配線対の場合、低誘電領域４０と対向す
る配線領域２４ａにおいて第一信号線２１および第二信号線２２の線幅を１６０μｍとし
、絶縁樹脂部４５と対向する配線領域２４ｃにおいて各線幅を１１０μｍとすることがで
きる。そして、配線領域２４ａと配線領域２４ｃとの中間領域２４ｂにおいて、線幅が連
続的に変化するように信号線２０を作成することができる。これにより、所定の特性イン
ピーダンス（例えば、１００Ω）を高精度に実現することができる。
【００６９】
＜製造方法＞
　以下、本実施形態のプリント配線板１００の製造方法について説明する。本製造方法を
、順番に記載された複数の工程を用いて説明する場合があるが、その記載の順番は複数の
工程を実行する順番やタイミングを限定するものではない。本製造方法を実施するときに
は、その複数の工程の順番は内容的に支障のない範囲で変更することができ、また複数の
工程の実行タイミングの一部または全部が互いに重複していてもよい。
【００７０】
　図９（ａ）から図９（ｆ）は本実施形態のプリント配線板１００の製造方法を示す工程
断面図であり、図６に示した曲げ部２８の断面を表している。
【００７１】
　はじめに、図９（ａ）に示すように、絶縁樹脂層６０の表裏面に接着層１１１・１２１
を形成して絶縁樹脂フィルム１７０を作成する。絶縁樹脂層６０には、厚さ２５μｍ程度
のポリイミドなどの樹脂シートを用いることができる。接着層１１１・１２１の形成方法
にはダイコーティング等の塗布手法や、接着材シートをラミネートする手法等が選択でき
る。接着材シートには、厚さ５μｍ程度のローフローボンディングシートを用いることが
できる。
【００７２】
　その後、図９（ｂ）に示すように、この絶縁樹脂フィルム１７０を所定の寸法および位
置において、金型での打ち抜く等の手法により低誘電領域（空隙部）４０を形成する。低
誘電領域（空隙部）４０を形成する手法としては、金型による打ち抜きのほか、レーザ加
工、プラズマ照射、ドリル加工、ウエットエッチング等の手法も単独または組み合わせで
適用可能である。
【００７３】
　本製造方法は、信号層２５やグランド層７０などの導体層を積層形成する前に低誘電領
域４０を形成する。そのため、空隙部の形成が容易であるとともに、空隙部を形成する際
に他の層に損傷を与える虞がない。
【００７４】
　曲げ部２８においては、絶縁樹脂フィルム１７０の幅寸法のうち、第一信号線２１の形
成予定領域を含む一部を打ち抜いて空隙部とする。幅方向の両端の切り落とし領域と、第
二信号線２２の予定形成領域に絶縁樹脂部４５として残す幅寸法を考慮して、本実施形態
の低誘電領域（空隙部）４０は、絶縁樹脂フィルム１７０の幅寸法の約三分の一に形成す
る。
【００７５】
　次に、図９（ｃ）に示すように、絶縁基材１１２（例えば、厚さ１２．５μｍのポリイ
ミドフィルム）の片面に銅箔層１１６が貼り付けられた片面銅張積層板を２枚用意する。
片面銅張積層板を、絶縁樹脂フィルム１７０の両面において絶縁基材１１２が内側となる
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よう位置合わせして、接着層１１１・１２１により仮付けして積層する。これにより低誘
電領域（空隙部）４０が閉止される。積層に平板プレスを用いることで、不要な接着材の
流れ出しを防ぐことができる。一方側（同図の上面側）の銅箔層１１６は、信号層２５に
用いられるほか、グランドパッド３０の下地となる銅箔層１１５に用いられる。他方側（
同図の下面側）の銅箔層１１６は、グランド層７０の下地となる銅箔層１２３に用いられ
る（図３参照）。
【００７６】
　次に両面の銅箔層１１６同士の層間接続を行うためのスルーホール９０（図３参照）を
作成する。スルーホール９０は、ＮＣドリルによる貫通スルーホールのほか、レーザ加工
等による非貫通の有底ビアホールとして作成することができる。本実施形態では、貫通ス
ルーホールに導電化処理および電気銅めっきを行うことによって、めっき層１１４・１１
７を、スルーホール９０の内周面と、銅箔層１１６（１１５および１２３を含む）の表面
に形成する。これにより、両面の銅箔層１１６同士の導通を得る。
【００７７】
　さらに、図９（ｄ）に示すように、上面側の銅箔層１１６（１１５）に対して、第一信
号線２１、第二信号線２２およびグランドパッド３０等の必要なパターンを、フォトグラ
フィ法などにより形成する。下面側の銅箔層１１６（１２３）に対しても、グランド層７
０のパターンをフォトリソグラフィ法などにより形成する。以上の工程により、両面に信
号層２５とグランド層７０がパターン形成された、低誘電領域４０を有する基板１８０を
得る。
【００７８】
　つぎに、図９（ｅ）に示すように基板１８０の両面側に保護層８０を形成したのち、図
９（ｆ）に示すように外形加工を行い、低誘電領域４０と絶縁樹脂部４５をそれぞれ通過
するカットラインで基板１８０を切断する。これにより、低誘電領域４０を有するマイク
ロストリップライン構造（差動伝送線路）のプリント配線板１００を得る。この外形加工
により、低誘電領域（空隙部）４０の端面が解放されて開口５０となる。
【００７９】
　本製造方法によれば、空隙部が外部と連通する開口５０を設ける前に信号線２０やグラ
ンド層７０を積層させるため、この間に使用される薬液や、この間に発生する粉塵が空隙
部に入り込むことを回避することができる。そして、基板１８０の外形加工によって開口
５０が形成されるため、低誘電領域（空隙部）４０を外部連通させるための特別な工程を
用意する必要がない。
【００８０】
＜第二実施形態＞
　図１０（ａ）から図１０（ｆ）は本発明の第二実施形態のプリント配線板１００の製造
方法を示す工程断面図であり、図６に示した曲げ部２８の断面を表している。
【００８１】
　本実施形態のプリント配線板１００は、低誘電領域４０に、絶縁樹脂層６０を構成する
樹脂材料（絶縁樹脂部４５）よりも誘電率が低い他の樹脂材料が充填されている点で第一
実施形態と相違する（図１０（ｆ）参照）。
【００８２】
　絶縁樹脂部４５には、第一実施形態と同様に、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ
アミドイミド樹脂などのポリアミド樹脂のほか、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂や、液
晶ポリマーなどの熱可塑性樹脂を用いることができる。絶縁樹脂部４５の比誘電率は３以
上であることが好ましい。具体的には、ポリイミド樹脂（比誘電率：３．０以上４．５以
下程度）または液晶ポリマー（比誘電率：３．０以上３．５以下程度）を好適に用いるこ
とができる。
【００８３】
　低誘電領域４０に充填される他の樹脂材料（低誘電樹脂）としては、ポリフェニレンエ
ーテル（ＰＰＥ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）な
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どの熱可塑性樹脂材料や、変性ポリフェニレンエーテル（ｍ－ＰＰＥ）を例示することが
できる。低誘電領域４０に用いる低誘電樹脂は、比誘電率が３未満であることが好ましい
。ＰＰＥやｍ－ＰＰＥの比誘電率は２．５程度、ＰＥの比誘電率は２．３程度、ＰＴＦＥ
の比誘電率は２．１程度である。
【００８４】
　本実施形態の低誘電領域４０は、絶縁樹脂層６０に形成した空隙部に低誘電樹脂を充填
することにより形成される。プリント配線板１００の製造工程として、絶縁基材１１２・
１２２や導体層（信号層２５、グランド層７０）の形成前に絶縁樹脂層６０に空隙部を形
成し、そこに低誘電領域４０を充填する先充填法を例示することができる。
【００８５】
　はじめに、図１０（ａ）に示すようにシート状の絶縁樹脂層６０を用意する。この絶縁
樹脂層６０の所定位置に、打ち抜き等の手法により空隙部を形成し、予め同形状に形成し
たシート状の低誘電樹脂を空隙部に嵌め込むか、または液状の低誘電樹脂を空隙部に塗工
することにより絶縁樹脂フィルム１７０を作成する（図１０（ｂ）参照）。本実施形態の
絶縁樹脂フィルム１７０は、比誘電率が互いに相違する複数の樹脂材料（絶縁樹脂部４５
および低誘電樹脂）が面内方向に複合した複合樹脂シートである。
【００８６】
　図１０（ｃ）に示すように、絶縁樹脂フィルム１７０の表裏面に、内側から順に接着層
１１１・１２１、絶縁基材１１２・１２２および銅箔層１１６を積層する。各層の材料は
第一実施形態と共通とすることができる。
【００８７】
　以下、第一実施形態と同様に、スルーホール９０により銅箔層１１６の層間接続を行っ
たうえで、めっき層１１４・１１７を形成する（図３参照）。次に、図１０（ｄ）に示す
ように第一信号線２１、第二信号線２２およびグランドパッド３０（図３参照）をパター
ニングして基板１８０を形成し、両面側に保護層８０を形成する（図１０（ｅ）参照）。
最後に、図１０（ｆ）に示すように外形加工を行い、基板１８０の幅方向の両側を切断す
ることによりプリント配線板１００を得る。この外形加工により、低誘電領域４０が切断
されてプリント配線板１００の端面に低誘電樹脂が露出する。
【００８８】
　上記の製造方法を用いることにより、外形加工の工程においてプリント配線板１００の
内部に空隙部が実質的に存在しないため、プリント配線板１００が厚み方向に高強度とな
る。このため、加工性と寸法安定性に優れるプリント配線板１００を得ることができる。
【００８９】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的が達成される
限りにおける種々の変形、改良等の態様も含む。
　たとえば、図１に示すプリント配線板１００は、２箇所の曲げ部２８が直線部２６で連
結された平面形状をなしているが、本発明はこれに限られない。たとえば、図１のプリン
ト配線板１００の両端部が更に内側に湾曲していてもよい。これにより、合計４箇所の曲
げ部２８が存在することになり、外周側の第一信号線２１の線路長が第二信号線２２より
も更に長くなる。
【００９０】
＜実施例＞
　以下、第一実施形態および第二実施形態に関し、一般的な寸法のプリント配線板１００
によって曲げ部２８の外周側の第一信号線２１と内周側の第二信号線２２との信号伝搬時
間Ｔを均等化できることを説明する。
【００９１】
　プリント配線板１００の形状として、図１に示すように平面的な曲げ部２８が２箇所（
２８ａおよび２８ｂ）存在する角丸コ字状の信号ラインを例示する。第二信号線２２はミ
アンダ配線を有していない。曲げ部２８ａ、２８ｂの合計の中心角は１８０度である。
　外周側に位置する第一信号線２１の曲率半径Ｒを３０ｍｍ、内周側に位置する第二信号
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線２２の曲率半径Ｒを２９．５ｍｍとする。直線部２６の長さは第一信号線２１と第二信
号線２２とで共通とする。これにより、第一信号線２１の一端２１ａから他端２１ｂまで
の長さは、第二信号線２２の一端２２ａから他端２２ｂまでの長さよりも、π／２（≒１
．５７ｍｍ）だけ長くなる。すなわち、第二信号線２２の線路長を３００ｍｍとすると、
第一信号線２１の線路長は３０１．５７ｍｍとなる。
【００９２】
　絶縁樹脂層６０（絶縁樹脂部４５）には、比誘電率＝３．２５のポリイミド樹脂を用い
、低誘電領域４０は空気（比誘電率≒１）または低誘電樹脂を用いるものとする。低誘電
樹脂としては、ＰＰＥ（比誘電率≒２．５）、ＰＥ（比誘電率≒２．３）、ＰＴＦＥ（比
誘電率≒２．１）を用いた。
【００９３】
　実効比誘電率（見かけ誘電率）εと、上式（２）で求まる伝搬速度τを以下の表１に示
す。各ケースの実効比誘電率εは、比誘電率の物性値と、絶縁樹脂部４５の比誘電率とを
５０％ずつの重率で加重平均して算出した。
【００９４】
　表１より、信号線２０に対向する低誘電領域４０が空気である場合の伝搬速度τは０．
２１ｍｍ／ｐｓｅｃ程度であり、絶縁樹脂部４５に対向する信号線２０の伝搬速度τより
も０．０４ｍｍ／ｐｓｅｃ程度高速化されていることが分かった。同様に、低誘電領域４
０に低誘電樹脂を充填した場合も伝搬速度τが高速化されていることが分かった。
【００９５】
【表１】

【００９６】
　上記のケースについて、上式（３）で求まる信号伝搬時間Ｔが第一信号線２１と第二信
号線２２とで等しくなるために最低限必要な低誘電領域４０の長さＬ２を、以下の表２に
示す。言い換えると、曲げ部２８の外周側に位置する第一信号線２１を、第二信号線２２
と比してどれだけ長く低誘電領域４０に対向させることで、１．５７ｍｍだけ線路長が長
いことによる信号遅延をキャンセルできるかを求めた。
【００９７】
【表２】

【００９８】
　表２の結果より、低誘電領域４０が空隙部（空気）である場合、８．２１ｍｍの線路長
に亘って第一信号線２１が低誘電領域４０に対向していることで、第一信号線２１と第二
信号線２２の信号伝搬時間Ｔを等しくしうることが分かった。言い換えると、第二信号線
２２のうち低誘電領域４０と対向する長さＬ２２に比べて、第一信号線２１のうち低誘電
領域４０と対向する長さＬ２１を８．２１ｍｍだけ長くすることで信号伝搬時間Ｔが等し
くなるということである。
　また、低誘電領域４０が低誘電樹脂（ＰＰＥ、ＰＥ、ＰＴＦＥ）である場合も、それぞ
れ２６．４ｍｍ、２０．７ｍｍ、１６．９ｍｍの線路長に亘って第一信号線２１が低誘電



(17) JP 6226739 B2 2017.11.8

10

20

30

40

50

領域４０に対向していることで、第一信号線２１と第二信号線２２の信号伝搬時間Ｔを等
しくしうることが分かった。
【００９９】
　すなわち、第二信号線２２の直下に低誘電領域４０を配置しない場合について言えば、
第一信号線２１の線路長（３０１．５７ｍｍ）の僅か数パーセント（８．２１ｍｍから２
６．４ｍｍ）の線路長だけ低誘電領域４０に対向させることで、第一信号線２１と第二信
号線２２の信号伝搬時間Ｔを等しくすることが可能である。
【０１００】
　また、本実施例のプリント配線板１００の場合、曲率半径Ｒ＝３０ｍｍの２箇所の曲げ
部２８ａ、２８ｂにおける第一信号線２１の線路長は約９４ｍｍであり、これは低誘電領
域４０の必要長さＬ２を超えている。よって、低誘電領域４０を空気または低誘電樹脂の
いずれで作成するケースにおいても、曲げ部２８の長さ領域の内部のみで第一信号線２１
と第二信号線２２の信号伝搬時間Ｔを等しくすることが可能である。
【０１０１】
　すなわち、第１の信号線（第一信号線２１）のうち低誘電領域４０に対向している部分
の長さＬ２１と、第２の信号線（第二信号線２２）のうち低誘電領域４０に対向している
部分の長さＬ２２との差を、曲げ部２８の長さよりも小さくすることができる。なお、信
号線２０に沿って離散的に配置された複数箇所において第一信号線２１または第二信号線
２２が低誘電領域４０に対向している場合、上記の長さＬ２１や長さＬ２２とは当該複数
箇所の対向長さの合計である。
【０１０２】
　本実施例のプリント配線板１００によれば、曲げ部２８の長さの一部領域において低誘
電領域４０を形成して第一信号線２１と対向させることで、信号線２０の全長に亘って、
外周側の第一信号線２１に信号遅延が生じることが防止できる。このため、直線部２６の
みならず曲げ部２８も含めて信号線２０のいずれの位置に電磁波などの外部ノイズが混入
したとしても、このノイズ信号が遅延することなく第一信号線２１および第二信号線２２
で伝送されてレシーバーに入力される。このため、レシーバー（図１１（ａ）参照）で電
圧振幅の差分を取得することで、このノイズ信号を容易に除去することができる。また、
第一信号線２１と第二信号線２２の信号遅延が曲げ部２８のみで解消できるため、直線部
２６には任意の比率で低誘電領域４０を形成することができる。このため、プリント配線
板１００は全体として絶縁樹脂層６０の実効比誘電率を抑制することができ、信号の高速
伝送が可能になる。
【０１０３】
　以上、実施形態および実施例では、複数の曲げ部２８が同方向に湾曲または屈曲する場
合を例示したが、本発明はこれに限られない。プリント配線板１００は、複数箇所の曲げ
部２８が逆方向に湾曲していてもよい。また、第一信号線２１と第二信号線２２の線路長
が全体として等しくてもよい。第一信号線２１と第二信号線２２の線路長が全体として等
しい場合、信号線２０の途中に曲げ部２８が有ったとしても、ドライバーから出力された
信号はレシーバー（図１１（ａ）参照）に同時に到達する。したがって、ドライバーから
出力される入力信号に混入しているノイズはレシーバーの差分処理によって自然に除去さ
れる。しかしながら、この場合でも、曲げ部２８を通過するごとに外周側と内周側の信号
線２０で交互に信号遅延が発生している。したがって、電磁波などの外部ノイズが信号線
２０に混入した場合、その混入位置によってはレシーバーの差分処理でノイズを除去する
ことができない。
　これに対し、本実施形態および実施例のプリント配線板１００によれば、曲げ部２８に
おいて信号遅延が解消されているため、曲げ部２８の個数および湾曲や屈曲の方向によら
ず、任意の位置に外部ノイズが混入しても、レシーバーの差分処理によりこれを除去する
ことが可能である。
【０１０４】
　以上説明した本発明のプリント配線板１００の各構成要素は、個々に独立した存在であ
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る必要はない。複数の構成要素が一個の部材として形成されていること、一つの構成要素
が複数の部材で形成されていること、ある構成要素が他の構成要素の一部であること、あ
る構成要素の一部と他の構成要素の一部とが重複していること、等を許容する。
【０１０５】
　上記実施形態は、以下の技術思想を包含するものである。
（１）少なくとも一対の並行する差動伝送用の信号線が形成された信号層と、前記信号線
に対向して設けられた導体層と、前記信号層と前記導体層とで挟まれる絶縁樹脂層と、を
備え、一対の前記信号線は、前記信号層の面内で湾曲または屈曲する曲げ部を有するとと
もに、前記曲げ部の外周側に位置する第１の前記信号線と、前記曲げ部の内周側に位置し
第１の信号線よりも線路長が短い第２の前記信号線と、を含み、前記絶縁樹脂層は、第１
の信号線に対向する位置に、前記絶縁樹脂層よりも誘電率が低い低誘電領域が設けられて
いることを特徴とするプリント配線板。
（２）第１の信号線と第２の信号線とで、一端から他端まで信号が通過するまでの下式（
１）で表される信号伝搬時間が互いに等しいことを特徴とする上記（１）に記載のプリン
ト配線板；
　　　Ｔ＝（Ｌ１・√（ε１）＋Ｌ２・√（ε２））／Ｃ０　　　・・・（１）
ただし、Ｔは第１の信号線または第２の信号線の前記信号伝搬時間、Ｌ１は第１の信号線
または第２の信号線の線路長のうち前記絶縁樹脂層に対向している長さ、Ｌ２は第１の信
号線または第２の信号線の線路長のうち前記低誘電領域に対向している長さ、ε１は前記
絶縁樹脂層の形成領域の実効比誘電率、ε２は前記低誘電領域の形成領域の実効比誘電率
、Ｃ０は光速、である。
（３）第１の信号線のうち前記低誘電領域に対向している長さが、第２の信号線のうち前
記低誘電領域に対向している長さよりも大きい上記（１）または（２）に記載のプリント
配線板。
（４）第１の信号線の前記曲げ部に対向して前記低誘電領域が設けられているとともに、
当該低誘電領域が第２の信号線に対向していないことを特徴とする上記（３）に記載のプ
リント配線板。
（５）前記低誘電領域に対向している第１の信号線の長さと、前記低誘電領域に対向して
いる第２の信号線の長さとの差が、前記曲げ部の長さよりも小さい上記（３）または（４
）に記載のプリント配線板。
（６）前記低誘電領域が、第１の信号線における前記曲げ部に対向する位置および直線部
に対向する位置の両方に設けられている上記（１）から（５）のいずれか一項に記載のプ
リント配線板。
（７）第１の信号線の前記曲げ部に対向する位置に設けられた前記低誘電領域の平面視形
状が、前記曲げ部の外周側に向かって幅広となるテーパー状である上記（６）に記載のプ
リント配線板。
（８）一対の前記信号線が互いに同方向に湾曲または屈曲する複数の前記曲げ部を有して
おり、前記低誘電領域が複数の前記曲げ部ごとに対向して設けられている上記（１）から
（７）のいずれか一項に記載のプリント配線板。
（９）第１の信号線の線幅が、前記絶縁樹脂層に対向する領域から、前記低誘電領域に対
向する領域に亘って連続的に増大している上記（１）から（８）のいずれか一項に記載の
プリント配線板。
（１０）前記低誘電領域には、前記絶縁樹脂層を構成する樹脂材料よりも誘電率が低い他
の樹脂材料が充填されている上記（１）から（９）のいずれか一項に記載のプリント配線
板。
（１１）前記低誘電領域が、前記絶縁樹脂層に設けられた空隙部である上記（１）から（
９）のいずれか一項に記載のプリント配線板。
（１２）前記低誘電領域が、外部と連通する通気孔を備える上記（１１）に記載のプリン
ト配線板。
【符号の説明】
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【０１０６】
１０　　　絶縁層
２０　　　信号線
２１　　　第一信号線
２２　　　第二信号線
２１ａ、２２ａ　　一端
２１ｂ、２２ｂ　　他端
２４ａ、２４ｃ　　配線領域
２４ｂ　　中間領域
２５　　　信号層
２６　　　直線部
２８、２８ａ、２８ｂ　　曲げ部
３０　　　グランドパッド
４０　　　低誘電領域
４５　　　絶縁樹脂部
５０　　　開口
６０　　　絶縁樹脂層
７０　　　グランド層
８０　　　保護層
９０　　　スルーホール
１００　　プリント配線板
１１１・１２１　　接着層
１１２・１２２　　絶縁基材
１１４・１１７　　めっき層
１１５、１１６、１２３　　銅箔層
１７０　　絶縁樹脂フィルム
１８０　　基板
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