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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】伝送線路の幅を拡大することなく、広帯域化を
図ることができ、回路配置の自由度が高い高周波短絡回
路を提供する。
【解決手段】伝送線路の幅を拡大するのではなく、複数
の伝送線路２，３，４を並列に接続し、入力端、出力端
をそれぞれ接続線路５，６で接続することで、広帯域化
を図ることができ、回路配置の自由度が高い高周波短絡
回路を提供することを目的とする。短絡回路１は、接続
線路５，６によって両端が電気的に接続された３つの伝
送線路２，３，４を備える。伝送線路２，３，４の一端
に端子７が接続される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端及び他端を有する２つ以上の伝送線路を備え、
　上記２つ以上の伝送線路は、上記一端及び他端同士がそれぞれ電気的に接続され、該一
端からインピーダンスを見ることを特徴とする高周波短絡回路。
【請求項２】
　上記２つ以上の伝送線路のそれぞれは、長さ方向にわたって線路インピーダンスが一様
である一様伝送線路、第１の伝送線路と、該第１の伝送線路に接続され、該第１の伝送線
路の線路インピーダンスよりも小さい線路インピーダンスを有する第２の伝送線路を有す
るステップインピーダンス伝送線路、又は長さ方向にわたって線路インピーダンスが連続
的に変化するテーパ型伝送線路のうちのいずれか１つであることを特徴とする請求項１記
載の高周波短絡回路。
【請求項３】
　上記２つ以上の伝送線路は、一様伝送線路であり、
　少なくとも１つの上記一様伝送線路は、特性インピーダンス又は線路長のうち少なくと
も１つが他の一様伝送線路と異なることを特徴とする請求項１又は２記載の高周波短絡回
路。
【請求項４】
　上記２つ以上の伝送線路は、ステップインピーダンス伝送線路であり、
　少なくとも１つの上記ステップインピーダンス伝送線路は、インピーダンス比又は線路
長のうち少なくとも１つが他のステップインピーダンス伝送線路と異なることを特徴とす
る請求項２記載の高周波短絡回路。
【請求項５】
　上記２つ以上の伝送線路は、ステップインピーダンス伝送線路であり、
　上記第２の伝送線路は、２つ以上の一様伝送線路を平行に配置することによって構成さ
れることを特徴とする請求項２記載の高周波短絡回路。
【請求項６】
　上記ステップインピーダンス伝送線路は、上記第１の伝送線路と上記第２の伝送線路と
の接続位置同士がそれぞれ電気的に接続されることを特徴とする請求項４又は５記載の高
周波短絡回路。
【請求項７】
　上記２つ以上の伝送線路は、テーパ型伝送線路であり、
　少なくとも１つの上記テーパ型伝送線路は、インピーダンス比、線路長又はテーパ形状
のうち少なくとも１つが他のテーパ型伝送線路とは異なることを特徴とする請求項２記載
の高周波短絡回路。
【請求項８】
　上記２つ以上の伝送線路は、一様伝送線路、ステップインピーダンス伝送線路又はテー
パ型伝送線路のうち少なくとも２つ以上を含むことを特徴とする請求項１記載の高周波短
絡回路。
【請求項９】
　上記２つ以上の伝送線路は、一様伝送線路、ステップインピーダンス伝送線路又はテー
パ型伝送線路のうち２つを含むことを特徴とする請求項８記載の高周波短絡回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波回路で用いられる短絡回路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マイクロ波帯、ミリ波帯等高周波回路の分布定数回路では、短絡回路が多く用いられる
。扱う周波数が低い場合には、基板にスルーホールを設け、接地導体と接続することによ
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って短絡回路を実現することが可能だが、周波数が高くなると、スルーホールのもつ寄生
インダクタンスを無視することができなくなり、短絡回路の短絡特性が劣化してしまう。
また、製造上もスルーホール加工のための工程が増えて、製造コストの上昇を招くことに
なる。このため、従来から分布定数回路の共振現象を利用して、短絡回路を構成すること
、すなわち、回路パターンの形成により高周波的な接地を実現することが行われてきた。
【０００３】
　図１９に示すように、各種伝送線路を用いて短絡回路を構成することができる。図１９
（Ａ）には、一端に端子１２２を接続し、他端を開放した一様線路からなる１／４波長伝
送線路１２１を備えた短絡回路１２０の構成を示す。
【０００４】
　１／４波長伝送線路１２１の端子１２２から見た入力インピーダンスＺｉは、以下の（
１）式で表される。
【０００５】
　　　　Ｚｉ＝－ｊＺ０／ｔａｎθ０　　　　　（１）
【０００６】
　式（１）より、線路長θ０が１／４波長（電気長が９０°）となる周波数においては、
Ｚｉ＝０となり、１／４波長伝送線路１２１は、短絡回路として機能することができる。
【０００７】
　図１９（Ｂ）には、ステップインピーダンス伝送線路を用いた短絡回路１２０ａの構成
を示す。ステップインピーダンス伝送線路を用いた短絡回路１２０ａは、端子１２３ａが
接続された第１の伝送線路１２１ａと、第１の伝送線路１２１ａの他端に接続され、第１
の伝送線路１２１ａの線路インピーダンスよりも小さい線路インピーダンスを有する一端
が開放された第２の伝送線路１２２ａとを備える。
【０００８】
　非特許文献１～３に記載されているように、伝送線路をステップインピーダンス構成と
することによって、図１９（Ａ）のような一様線路による短絡回路よりも小型化すること
が可能である。
【０００９】
　第１の伝送線路１２１ａ及び第２の伝送線路１２２ａの線路インピーダンスをそれぞれ
Ｚ１，Ｚ２とし、線路長をそれぞれθ１，θ２とすると、一端接地、他端開放の１／４波
長型ステップインピーダンス共振器ＳＩＲの場合によく知られているように、共振周波数
は以下の式（２）で表される。
【００１０】
　　　　ｔａｎθ１・ｔａｎθ２＝Ｚ２／Ｚ１＝ＲＺ　　　　　（２）
【００１１】
　ここで、ＲＺはインピーダンス比である。
【００１２】
　ＲＺ＜１で、θ１＝θ２の場合には、１／４波長型ＳＩＲの長さが最も短くなり、図１
９（Ａ）のような一様線路を用いた１／４波長伝送線路共振器の長さよりも短くできる。
なお、端子１２３ａから見た入力インピーダンスが０又は０付近となるのは、共振条件を
満足する中心周波数又はその近傍であることに変わりない。
【００１３】
　図１９（Ｃ）には、扇状の伝送線路を用いたラジアルライン型の短絡回路１２０ｂの構
成を示す。ラジアルライン型の短絡回路１２０ｂは、扇形の伝送線路１２１ｂと、扇の要
に相当する位置に接続された端子１２２ｂとを備え、扇形の伝送線路１２１ｂの円弧側は
開放される。
【００１４】
　特許文献１に記載されているように、ラジアルライン構造の伝送線路を用いることによ
って、短絡回路１２０ｂの長さを１／４波長よりも短くすることができ、図１９（Ａ）の
ような１／４波長伝送線路を用いた短絡回路１２０よりも、広帯域の短絡特性を示すこと
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が知られている。特に、扇形の伝送線路１２１ｂの中心角を大きくすることによって帯域
をより広くすることができるが、伝送線路１２１ｂの形状が大きくなり、平面回路として
の振る舞いが顕在化して、所望のＴＥＭモードとは異なるモードを誘発する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開平５－１６７３１３号公報
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Sagawa, Makimoto and Yamashita.,「Geometrical Structures and Fun
damental Characteristics of Microwave Stepped Impedance Resonators」, IEEE Trans
. MTT, vol.45, No.7, pp.1078-1085, July 1997
【非特許文献２】牧本、「マイクロ波ＳＩＲの構造とその特性」、電気情報通信学会、電
子情報通信学会技術研究報告　MW2003－221、p83－90、2003年12月
【非特許文献３】Makimoto and Yamashita, 「Microwave Resonators and Filters for W
ireless Communication」, Springer, Heiderberg, Germany, Dec. 2000
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　上述したように、短絡回路に用いる伝送線路の形状を一様線路からステップインピーダ
ンス構造にすることによって、短絡回路の小型化を図ることが可能になり、伝送線路をラ
ジアルライン型とすることによって短絡回路の長さの短縮と、広帯域化を実現することが
できる。
【００１８】
　一般的には、伝送線路の幅を拡大することによって線路インピーダンスを下げて、広帯
域化を図ることが可能であるが、ラジアルライン型を採用する場合と同様に、ＴＥＭモー
ド以外のモードを生ずるため好ましくないとの問題がある。また、伝送線路を一定の形状
に固定すると、基板への回路配置上の制約を生ずるとの問題もある。
【００１９】
　そこで、本発明は、伝送線路の幅を拡大するのではなく、複数の線路を用いることで、
広帯域化を図ることができ、回路配置の自由度が高い高周波短絡回路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】
【００２０】
　本発明に係る高周波短絡回路は、一端及び他端を有する２つ以上の伝送線路を備える。
２つ以上の伝送線路は、一端及び他端同士をそれぞれ電気的に接続し、その一端から見た
インピーダンスを低減するものである。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る高周波短絡回路によれば、両端が電気的に接続された２つ以上の伝送線路
を備え、回路配置の自由度を増しながら、線路インピーダンスを低下させることによって
広帯域化が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】（Ａ）は、本発明が適用された高周波短絡回路の基本的な構成を示す平面図であ
る。（Ｂ）は、（Ａ）図のＡ－Ａ’における断面図である。
【図２】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の動作原理を説明するための最も基本的な構
成を示す平面図である。（Ｂ）は、本発明の高周波短絡回路の動作原理を説明するための
等価回路図である。（Ｃ）は、（Ｂ）図に基づいて導出した高周波短絡回路の等価回路図
である。
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【図３】本発明の伝送線路共振器の動作原理を説明するための図である。（Ａ）は、複数
の伝送線路の開放端を未接続とした場合の入力インピーダンスの周波数特性を示すグラフ
である。（Ｂ）は、複数の伝送線路の開放端を互いに接続した場合の入力インピーダンス
の周波数特性を示すグラフである。
【図４】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他の
変形例を示す平面図である。
【図５】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他の
変形例を示す平面図である。
【図６】（（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図７】ステップインピーダンス伝送線路の場合に、インピーダンス比によって帯域が変
化することを示すグラフである。
【図８】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他の
変形例を示す平面図である。
【図９】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他の
変形例を示す平面図である。
【図１０】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１１】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１２】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１３】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１４】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１５】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１６】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図であり、（Ｃ）はさらなる他の変形例を示す平面図である。
【図１７】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１８】（Ａ）は、本発明の高周波短絡回路の変形例を示す平面図であり、（Ｂ）は他
の変形例を示す平面図である。
【図１９】従来の高周波短絡回路の構成を示す図である。（Ａ）は、一様線路を用いた高
周波短絡回路の平面図であり、（Ｂ）は、ステップインピーダンス伝送線路を用いた高周
波短絡回路の平面図であり、（Ｃ）は、ラジアルライン型伝送線路を用いた高周波短絡回
路の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明が適用された高周波短絡回路について、図面を参照して説明する。本明細
書においては、「高周波」とは、３００ＭＨｚ程度以上の周波数を言うものとする。特に
回路配置上、スルーホールの寸法が回路のインピーダンスとして影響することから、本発
明の短絡回路が好適に用いられるのは、ミリ波帯以上（３０ＧＨｚ程度以上）の周波数で
ある。
【００２４】
　なお、説明は以下の順序で行う。
　１．高周波短絡回路の構成
　２．高周波短絡回路の動作原理
　３．高周波短絡回路の変形例
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　　（１）一様線路を用いた短絡回路
　　（２）ステップインピーダンス伝送線路を用いた短絡回路
　　（３）ステップインピーダンス伝送線路の低インピーダンス部に変更を加えた短絡回
路
　　（４）テーパ型伝送線路を用いた短絡回路
　　（５）複数の種類の伝送線路を組み合わせて用いた短絡回路
　　（６）各伝送線路を非平行に配置した短絡回路
【００２５】
　１．高周波短絡回路の構成
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）は、本発明を適用した高周波短絡回路（以下、単に「短絡回
路」とも言う。）の基本的な構成例を示す図である。短絡回路１は、裏面にグランドプレ
ーンとなる裏面電極９が形成された誘電体基板８の表面に形成される。誘電体基板８上に
は、３つの伝送線路２，３，４が平行に配置されるように形成され、各伝送線路２，３，
４は、一端が接続線路５によってそれぞれ電気的に接続され、他端が接続線路６によって
それぞれ電気的に接続される。端子７は、伝送線路２，３，４が互いに接続された一端に
接続される。このように、本発明の短絡回路は、マイクロストリップ線路によって形成さ
れているが、マイクロストリップ線路に限らず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において
、ストリップ線路、スロット線路、コプレーナ線路又は同軸線路等、マイクロ波帯以上の
周波数帯域で用いられる伝送線路を用いることができ、ＬＴＣＣ（Low Temperature Co-f
ired Ceramics、低温同時焼成セラミクス）により多層化して、さらなる小型化を図るこ
とも可能である。なお、以下では、主としてマイクロストリップ線路によって形成された
伝送線路について説明するが、基板及び裏面電極を省略して説明、図示することとする。
【００２６】
　伝送線路２，３，４は、いずれも同じ線路長と、等しい線路幅、すなわち同一の特性イ
ンピーダンス（以下、線路の特性インピーダンスを単に線路インピーダンスとも言う。）
とを有する。複数の伝送線路を長さ方向に沿って平行に、配置される場合が多い。
【００２７】
　２．高周波短絡回路の動作原理
　上述したように、一様線路を用いた１／４波長伝送線路では、式（１）に示すように、
線路長θ０が１／４波長となる周波数又はその近傍の周波数で、入力インピーダンスが０
又は０近くに低下する。入力インピーダンスの値が所望の値以下に低下した状態を短絡状
態と呼ぶことにすると、短絡状態をより広い周波数帯域で実現する、すなわち広帯域化を
実現するには、式（１）から伝送線路の特性インピーダンスＺ０を下げる必要がある。伝
送線路の特性インピーダンスＺ０を下げるには、伝送線路の幅（信号の伝送方向に垂直な
方向の長さ）を広くする必要がある。ここで、線路幅を広げると、回路配置上の自由度が
妨げられ、ＴＥＭモード以外の不要モードを誘発するため好ましくない。そこで、２つの
伝送線路を用いて、これらを合成して、広帯域化を図ることを考える。
【００２８】
　簡単のために、まったく同じ一様線路からなる２つの伝送線路を平行に配置し、一方を
電気的に接続して端子として、その入力インピーダンスＺｉとすると、Ｚｉは、以下の式
（３）のように表される。
【００２９】
　　　　Ｚｉ＝－ｊＺ／（２ｔａｎθ）　　　　　　（３）
【００３０】
　式（３）より、特性インピーダンスが（１／２）Ｚと低減され、実質的に広帯域化が実
現される。平行に配置する伝送線路の数をｎ個に増やせば、原理的には、特性インピーダ
ンスを（１／ｎ）Ｚにすることができることになる。
【００３１】
　実際には、製造過程におけるばらつき等の影響でそれぞれの伝送線路の線路長をまった
く等しくすることは困難である。一方の伝送線路の線路長をθα、他方の伝送線路の線路
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長をθβとすると、θα≠θβであり、入力インピーダンスＺｉは、以下の式（４）のよ
うに表される。
【００３２】
　　　　Ｚｉ＝－ｊＺ／（ｔａｎθα＋ｔａｎθβ）　　　　　　（４）
【００３３】
　式（４）から、ｔａｎθα及びｔａｎθβがそれぞれ無限大となる周波数ｆα及びｆβ

において、Ｚｉはそれぞれ０になる。そして、ｔａｎθα＝－ｔａｎθβとなるｆαとｆ

βの間の周波数において、ｔａｎθα＋ｔａｎθβ＝０となり、Ｚｉが無限大となる。こ
のように、所望の周波数付近でインピーダンスの不連続が発生する。
【００３４】
　そこで、複数の伝送線路を合成するために、図２（Ａ）に示すように、長さ（線路長）
がほぼ等しく、幅が同じ（したがって線路インピーダンスが等しい２つの伝送線路２，３
を平行に配置して、当該周波数で線路の長さを無視できる接続線路５，６によって２つの
伝送線路２，３の両端を電気的に接続する。
【００３５】
　図２（Ａ）のような伝送線路２，３を含む回路は、図２（Ｂ）に示すように、特性イン
ピーダンスＺと線路長θαとを有する伝送線路２を含む２端子対回路Ｘαと、特性インピ
ーダンスＺと線路長θβとを有する伝送線路３を含む２端子対回路Ｘβとの並列接続と考
えることができる。
【００３６】
　図２（Ｂ）の２端子対回路Ｘα，Ｘβの並列回路の入力インピーダンスＺｉは、図２（
Ｃ）に示すように、伝送線路のＦ行列を用いて求めることができ、式（５）のように表さ
れる。
【００３７】
　　　　Ｚｉ＝－ｊＺ／（２ｔａｎθ），ここでθ＝（θα＋θβ）／２　　（５）
【００３８】
　式（４）で表されるように、先端を開放した２つの伝送線路を単に合成しただけでは、
インピーダンス不連続が発生するのに対し、先端を接続した２つの伝送線路を合成する場
合には、式（５）で表されるように、接続端から見たインピーダンスが１／２になるとと
もに、それぞれの伝送線路の線路長（電気長）に相違がある場合でも、それぞれの伝送線
路の電気長の和の１／２の長さが９０°となる周波数付近で、短絡状態となり、インピー
ダンス不連続は発生しない。また、伝送線路の数を３本あるいはそれ以上に増やしても同
様の結果を得ることができる。ここでは計算を簡単にするため、複数の伝送線路を接続す
る線路の長さを当該周波数で無視できるものとしたが、有限の長さであっても、また、線
路のインピーダンスが伝送線路と異なっても、接続点からの接続線路、伝送線路が一体に
なった系が等価的に１／４波長になる周波数付近で短絡状態となるので、接続長が有限の
場合でも、インピーダンス不連続は生じない。
【００３９】
　図３は、先端を開放した場合と、先端を接続した場合の入力インピーダンスの周波数特
性の相違をシミュレーションにより測定した結果を示すグラフである。図３（Ａ）には、
伝送線路の先端を開放した場合、図３（Ｂ）には伝送線路の先端を接続した場合の結果を
示す。
【００４０】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）のいずれも同じ一様線路を用いた伝送線路を平行に配置した
短絡回路である。伝送線路の数は９個であり、特性インピーダンスはすべて１００Ωであ
り、最も短い伝送線路の電気長は８９°であり、隣接する伝送線路との電気長の差が０．
２５°とした場合を図示している。
【００４１】
　先端を開放した図３（Ａ）では、伝送線路の電気長に対応した周波数（それぞれの伝送
線路の共振周波数）でインピーダンスの低下がみられるものの、隣接する共振周波数の間



(8) JP 2015-26940 A 2015.2.5

10

20

30

40

50

の周波数にインピーダンスのピークが発生している。
【００４２】
　一方、先端を互いに接続した図３（Ｂ）では、中心に配置された伝送線路の共振周波数
の近傍で短絡状態を示し、インピーダンスの不連続は生じていない。
【００４３】
　なお、両端を接続した伝送線路からなる短絡回路の場合、短絡状態となる周波数（以下
、短絡回路の共振周波数、又は単に共振周波数と言うこととする。）は、複数の伝送線路
と複数の伝送線路を接続する線路が一体な系となり、その一体となった系で決まる共振周
波数において短絡状態が実現される。たとえば、図３（Ｂ）のような場合においては、隣
接する伝送線路の共振周波数の積を相加平均で除した周波数として求めることができる。
ただし、複数の伝送線路を近接して配置する場合には、占有面積は小さくなるが、伝送線
路間に電磁界結合が生じ、その周波数特性が変化したり、合成インピーダンスが１／２よ
り大きくなったりするので、インピーダンス低減と専有面積のトレードオフに配慮して設
計しなければならない。
【００４４】
　３．高周波短絡回路の変形例
　本発明の高周波短絡回路では、短絡回路に用いる伝送線路は、「ほぼ同じ長さ」である
必要はなく、また、同じ幅を有している必要もない。さらに、一様線路を配置するだけで
なく、ステップインピーダンス伝送線路やテーパ型伝送線路を配置してもよく、これらを
組み合わせて配置してもよい。本発明の高周波短絡回路では、それぞれの伝送線路を「平
行に」配置する必要もない。したがって、回路配置上の自由度が非常に高い。ＬＴＣＣ技
術を適用することによって、多層化することができ、さらなる回路配置上の自由度を高め
ることができ、合わせて小型化を図ることもできる。以下では、これらの具体的な構成例
を列挙して説明するが、主に複数の伝送線路を接続する接続線路長が無視でき、複数の伝
送線路は互いに影響を及ぼさない場合の例を示す。なお、実施例は、これらに限られるも
のではなく、本発明の趣旨の下、さらなる変形が可能であることは言うまでもない。
【００４５】
　（１）一様線路を用いた短絡回路
　図４には、幅が相違する一様伝送線路を用いた短絡回路を示す。図４（Ａ）に示すよう
に、短絡回路１ａは、両端を接続線路５ａ，６ａで接続された伝送線路２ａ，３ａ，４ａ
を備える。伝送線路２ａ，３ａ，４ａは、この順番で伝送線路の長さ方向に沿って平行に
所定の距離だけ離間してそれぞれ配置される。接続線路５ａで接続された一端に端子７ａ
が接続される。伝送線路２ａ，３ａ，４ａは、すべて同一の線路長を有しており、一方で
、一部の伝送線路の幅が相違する。すなわち、伝送線路４ａの幅は、伝送線路２ａ，３ａ
に比べて広く設定され、伝送線路２ａ，３ａの線路幅は同一である。
【００４６】
　図４（Ｂ）に示す短絡回路１ｂは、上述の短絡回路１ａと同じ構成であるが、伝送線路
２ｂ，４ｂの幅が、伝送線路３ｂの幅よりも広く設定され、伝送線路２ｂ，４ｂの線路幅
が同一である。
【００４７】
　図４（Ａ）及び図４（Ｂ）のように、本発明の短絡回路では、広い線路幅の伝送線路を
含めることによって、端子７ａ，７ｂから見た入力インピーダンスＺｉを下げることがで
き、広帯域化を図ることができる。なお、本発明の短絡回路では、伝送線路の幅に変化を
もたせる上述のような構成においては、伝送線路の幅をすべて異なるようにしてもよく、
３つの伝送線路に限らず、２つでも、４つ以上であってもよいのは言うまでもない。
【００４８】
　図５（Ａ）に示すように、短絡回路１ｃは、すべて同じ幅で、線路長が異なる伝送線路
２ｃ，３ｃ，４ｃを備えるようにしてもよい。３つの伝送線路２ｃ，３ｃ，４ｃの長さは
、この順番で長くなるように設定されている。短絡回路１ｃは、両端が接続されている伝
送線路２ｃ，３ｃ，４ｃが一体となった系として動作する。短絡回路１ｃは、伝送線路２
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ｃ，３ｃ，４ｃが一体となった系において、等価的に１／４波長となる周波数の近傍で端
子７ｃから見た入力インピーダンスが急激に低くなり、短絡回路として動作する。
【００４９】
　短絡回路に用いる伝送線路については、伝送線路の長さを変えるだけでなく、図５（Ｂ
）に示すように、各伝送線路の線路幅を変えてもよい。すなわち、短絡回路１ｄは、両端
が接続線路５ｄ，６ｄによって接続された伝送線路２ｄ，３ｄ，４ｄを備え、それぞれの
伝送線路２ｄ，３ｄ，４ｄは、異なる線路幅及び線路長を有している。
【００５０】
　図６（Ａ）は、３つの一様線路からなる伝送線路２ｅ，３ｅ，４ｅを備える短絡回路１
ｅの構成例を示す図である。上述した図５（Ａ）及び図５（Ｂ）では、隣接する伝送線路
の順番に線路長が長くなるように設定されているのに対して、この変形例では、中央の伝
送線路３ｅの長さが他の伝送線路２ｅ，４ｅよりも長くなるように設定される。短い２つ
の伝送線路２ｅ，４ｅは同じ長さである。
【００５１】
　図６（Ｂ）は、３つの一様線路からなる伝送線路２ｆ，３ｆ，４ｆを備える短絡回路１
ｆの構成例を示す図であり、中央の伝送線路３ｆの長さが他の伝送線路２ｆ，４ｆよりも
短く設定される。長い２つの伝送線路２ｆ，４ｆは同じ長さである。
【００５２】
　図６（Ａ）及び図６（Ｂ）でも、伝送線路の両端が接続されているので、短絡回路１ｅ
，１ｆは、すべての伝送線路が一体になった系として動作する。図５の場合と同様に、短
絡回路１ｅ，１ｆは、一体となった系において、等価的に１／４波長となる周波数の近傍
で端子から見た入力インピーダンスＺｉが低下し、短絡回路として動作する。
【００５３】
　上述したように、本発明の短絡回路では、複数個配列された一様線路からなる伝送線路
の両端を電気的に接続することにより、これらが一体となった系として動作するようにな
るので、インピーダンス不連続が生じず、入力インピーダンスＺｉを低下させることがで
き、短絡回路の広帯域化を図ることができる。本発明の短絡回路では、このような構成を
とることによって、製造上等において生ずる線路長のばらつきを吸収することができるば
かりでなく、積極的に線路長及び線路幅を変えた伝送線路を用いることによって、広帯域
な短絡回路と高い自由度の回路配置が可能になる。
【００５４】
　　（２）ステップインピーダンス伝送線路を用いた短絡回路
　本発明の高周波短絡回路では、一様線路からなる伝送線路に限らず、ステップインピー
ダンス伝送線路を用いることもできる。
【００５５】
　上述したように、インピーダンス比ＲＺが１より小さいステップインピーダンス伝送線
路を用いることによって、一様線路からなる伝送線路を用いる場合よりも、同一周波数で
動作させる場合には、素子の長さを短くすることができる。
【００５６】
　また、ステップインピーダンス伝送線路のインピーダンス比ＲＺと線路長の関係につい
ては、上述した式（２）で示されるように周知であるが、インピーダンス比ＲＺと入力イ
ンピーダンスＺｉとの関係については、従来知られておらず、発明者らによって見出され
た。図７は、一端が開放されたステップインピーダンス伝送線路（図１９（Ｂ）の伝送線
路）の端子から見た入力インピーダンスＺｉの周波数特性を任意値で示したグラフである
。インピーダンス比ＲＺをパラメータとすると、図７に示すように、ＲＺを小さくするほ
ど入力インピーダンスＺｉの周波数に対する依存性が小さくなり、帯域が広がることが明
らかとなった。したがって、ステップインピーダンス伝送線路を用いて、本発明の短絡回
路を構成することによって、より小型（素子長が短い）で広帯域な短絡回路を実現するこ
とができる。
【００５７】
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　図８（Ａ）は、３つの同一のステップインピーダンス伝送線路３０，３１，３２を備え
る短絡回路２０の構成例を示す図である。それぞれのステップインピーダンス伝送線路３
０，３１，３２は、一端に端子２９が接続された第１の伝送線路２１，２２，２３の他端
に第２の伝送線路２４，２５，２６が接続されている。第１の伝送線路２１，２２，２３
の線路インピーダンスＺ１は、第２の伝送線路２４，２５，２６の線路インピーダンスＺ

２よりも大きい。したがって、インピーダンス比ＲＺ＝Ｚ２／Ｚ１は、１よりも小さい。
短絡回路２０の３つの伝送線路３０，３１，３２の両端は、接続線路２７，２８によって
電気的に接続される。
【００５８】
　同一形状のステップインピーダンス伝送線路３０，３１，３２を用いているので、式（
２）で与えられる共振周波数及びその近傍の周波数において、端子２９から見た入力イン
ピーダンスＺｉが低くなり、短絡回路が構成される。また、入力インピーダンスＺｉは単
一のステップインピーダンス伝送線路の場合に対して１／３にすることができ、広帯域化
に貢献することができる。なお、同一形状のステップインピーダンス伝送線路を複数個並
列接続する場合には、各部の電位分布は同じになるので、第１の伝送線路２１，２２，２
３と第２の伝送線路２４，２５，２６との接続部分同士を電気的に接続してもよい。
【００５９】
　図８（Ｂ）では、短絡回路２０ａは、３つの異なる形状のステップインピーダンス伝送
線路３０ａ，３１ａ，３２ａを備える。ステップインピーダンス伝送線路３０ａ，３１ａ
，３２ａは、第１の伝送線路２１ａ，２２ａ，２３ａの線路長と、第２の伝送線路２４ａ
，２５ａ，２６ａの線路長とをそれぞれ調整することによって、３つのステップインピー
ダンス伝送線路３０ａ，３１ａ，３２ａすべての共振周波数を同一にしている。したがっ
て、短絡回路２０ａの共振周波数は、単一のそれぞれのステップインピーダンス伝送線路
３０ａ，３１ａ，３２ａの共振周波数と等しい。また、第２の伝送線路２４ａ，２５ａ，
２６ａの線路インピーダンスＺ２を一定にして、第１の伝送線路２１ａ，２２ａ，２３ａ
の線路インピーダンスＺ１を変化させることによって、ステップインピーダンス伝送線路
３０ａ，３１ａ，３２ａのインピーダンス比ＲＺをそれぞれ変えている。このように、イ
ンピーダンス比を変化させた複数個のステップインピーダンス伝送線路を用いても、広帯
域化を実現することが可能である。
【００６０】
　なお、図８（Ａ）及び図８（Ｂ）の構成においては、それぞれのステップインピーダン
ス伝送線路の共振周波数を同一とする例を示したものであり、他のパラメータを変化させ
て、それぞれのステップインピーダンス伝送線路の共振周波数を同一にしてもよいのは言
うまでもない。
【００６１】
　図９（Ａ）は、インピーダンス比ＲＺが同一で、共振周波数が異なる３つのステップイ
ンピーダンス伝送線路３０ｂ，３１ｂ，３２ｂを用いた短絡回路２０ｂの構成例を示す図
である。短絡回路２０ｂは、両端を接続線路２７ｂ，２８ｂによって接続されたステップ
インピーダンス伝送線路３０ｂ，３１ｂ，３２ｂを備えている。ステップインピーダンス
伝送線路３０ｂ，３１ｂ，３２ｂは、第１の伝送線路２１ｂ，２２ｂ，２３ｂと、これに
接続された第２の伝送線路２４ｂ，２５ｂ，２６ｂを有する。第１の伝送線路２１ｂ，２
２ｂ，２３ｂの線路インピーダンスＺ１はすべて等しく（すなわち線路幅がすべて等しい
）、第２の伝送線路２４ｂ，２５ｂ，２６ｂの線路インピーダンスＺ２もすべて等しい（
すなわち線路幅がすべて等しい）。したがって、ステップインピーダンス伝送線路３０ｂ
，３１ｂ，３２ｂのインピーダンス比ＲＺはすべて等しい。第１の伝送線路２１ｂ，２２
ｂ，２３ｂの線路長はそれぞれ異なり、第２の伝送線路２４ｂ，２５ｂ，２６ｂの線路長
もそれぞれ異なる。
【００６２】
　図９（Ｂ）は、インピーダンス比ＲＺ及び共振周波数の両方が異なる３つのステップイ
ンピーダンス伝送線路を用いた短絡回路２０ｃの構成例を示す図である。短絡回路２０ｃ
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は、両端を接続線路２７ｃ，２８ｃによって接続されたステップインピーダンス伝送線路
３０ｃ，３１ｃ，３２ｃを備えている。第１の伝送線路２１ｃ，２２ｃ，２３ｃの線路長
、及び第２の伝送線路２４ｃ，２５ｃ，２６ｃの線路長は、それぞれ同一であり、したが
って各ステップインピーダンス伝送線路３０ｃ，３１ｃ，３２ｃの素子長さは同一である
。また、第１の伝送線路２１ｃ，２２ｃ，２３ｃの線路インピーダンスＺ１をそれぞれ異
ならせることによって各ステップインピーダンス伝送線路３０ｃ，３１ｃ，３２ｃのイン
ピーダンス比ＲＺを変えている。このような短絡回路２０ｃでは、共振周波数がそれぞれ
のステップインピーダンス伝送線路３０ｃ，３１ｃ，３２ｃで異なるため、すべての伝送
線路を含めた一体となった系において、等価的に１／４波長となる周波数の近傍で端子２
９ｂから見た入力インピーダンスＺｉが急激に低くなり、短絡回路として動作する。
【００６３】
　それぞれのステップインピーダンス伝送線路において、インピーダンス比ＲＺや共振周
波数を変化させ、あるいは一致させる手法については、上述に限らない。たとえばマイク
ロストリップ線路を用いる場合では、誘電体層の厚さや種類等を変化させる等の周知の手
法によることができるのは言うまでもない。
【００６４】
　　（３）ステップインピーダンス伝送線路の低インピーダンス部に変更を加えた短絡回
路
　上述したように、ステップインピーダンス伝送線路では、インピーダンス比を１より小
さくすると、線路長を短縮でき、結果として素子長さを短くできるとともに、短絡回路の
広帯域化に貢献できる。一方で、低インピーダンス部である第２の伝送線路の線路インピ
ーダンスＺ２を下げると線路幅が広がるので、ＴＥＭモード以外の不要モードを発生しや
すくなると言う問題が顕在化する。そこで、幅の広い１つの伝送線路に代えて幅の狭い複
数の伝送線路を平行配置して第２の伝送線路を構成するようにすることで、上述の問題を
解決することができる。
【００６５】
　図１０（Ａ）に示すように、短絡回路２０ｄは、第１の伝送線路に比して低い線路イン
ピーダンスである第２の伝送線路を有するが、第２の伝送線路は、２つの伝送線路を平行
に配置して構成している。すなわち、ステップインピーダンス伝送線路３０ｄの第２の伝
送線路は、２つの同一の伝送線路２４ｄ，２４ｄを平行配置して構成し、ステップインピ
ーダンス伝送線路３１ｄの第２の伝送線路は、２つの同一の伝送線路２５ｄ，２５ｄを平
行配置して構成し、同様にステップインピーダンス伝送線路３２ｄについても第２の伝送
線路は、２つの同一の伝送線路２６ｄ，２６ｄを平行配置して構成する。第２の伝送線路
を構成する同一の伝送線路は、第１の伝送線路２１ｄ，２２ｄ，２３ｄに接続して配置さ
れる。なお、第２の伝送線路を構成する２つの伝送線路は、第１の伝送線路と電気的に接
続されていればよく、離間距離は、第１の伝送線路の幅よりも狭くても、広くてもよいが
、狭いと両伝送線路の間で結合が生じるので、２つの伝送線路の合成インピーダンスは１
／２より大きくなる。スペースに余裕があれば、２つの伝送線路間の距離が広い方が、よ
り低い合成インピーダンスとなり、広帯域化を実現できるので、余裕スペースの状況に応
じて選択するとよい。短絡回路２０ｄは、上述のような第２の伝送線路と、第１の伝送線
路とからなる同一の３つのステップインピーダンス伝送線路３０ｄ，３１ｄ，３２ｄを備
えている。それぞれのステップインピーダンス伝送線路３０ｄ，３１ｄ，３２ｄは同一に
構成されているので、ステップインピーダンス伝送線路３０ｄ，３１ｄ，３２ｄインピー
ダンス比及び共振周波数はすべて等しい。短絡回路２０ｄは、同一形状の３つのステップ
インピーダンス伝送線路を備え、第２の伝送線路相互間の結合がないとすると、単一のス
テップインピーダンス伝送線路に対して入力インピーダンスが１／３になるため、広帯域
化を図ることができる。短絡回路２０ｄの共振周波数は、接続線路が無視できれば、単一
のステップインピーダンス伝送線路の共振周波数となる。第２の伝送線路が近接し、相互
間の結合がある場合には、１／３より若干大きくなり、ステップインピーダンス伝送線路
、伝送線路間の結合、接続線路を含んだ系で決まる共振周波数近傍で、短絡回路を形成す
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る。
【００６６】
　図１０（Ｂ）では、短絡回路２０ｅを構成する第２の伝送線路を５個の伝送線路で構成
した場合の構成例を示す。第２の伝送線路を５個の伝送線路で構成することにより、第２
の伝送線路のインピーダンスの低減を図り、低インピーダンス比の実現、すなわち広帯域
化を図るとともに、それぞれの伝送線路の線路幅を狭くすることで、不要モードの発生を
十分に抑えることができる。
【００６７】
　なお、上述した図８～図９等と同様に、第１及び第２の伝送線路の線路長及び線路イン
ピーダンスを設定することによって、ステップインピーダンス伝送線路のインピーダンス
比及び共振周波数をそれぞれ変化させて、短絡回路を構成することももちろん可能である
。
【００６８】
　　（４）テーパ型伝送線路を用いた短絡回路
　本発明の短絡回路には、伝送線路として、ステップインピーダンス伝送線路を多段化し
て、長さ方向に沿って、一端から他端へ線路幅が増加、すなわち線路インピーダンスが次
第に低下する伝送線路（以下、テーパ型伝送線路と言う。）を用いることができる。一端
から他端へ線路幅が直線的に増加するようにしてもよく、２次関数的や、指数関数的等の
曲線状に滑らかに増加するようにしてもよい。伝送線路をこのような形状とすることによ
ってインピーダンス比を１よりも小さくすることができ、ステップインピーダンス伝送線
路と同様に低入力インピーダンス化が図られ広帯域化を実現することができる。
【００６９】
　図１１（Ａ）に示すように、短絡回路４０は、３つの同一のテーパ型伝送線路４１，４
２，４３を備え、両端を接続線路４４，４５によって接続される。テーパ型伝送線路４１
，４２，４３の線路幅が広い端部が開放端となり、線路幅が狭い端部に端子４６が接続さ
れる。
【００７０】
　短絡回路４０は、３つのテーパ型伝送線路４１，４２，４３を備えているので、単一の
テーパ型伝送線路に比べ、入力インピーダンスＺｉが１／３になり、広帯域化が図られる
。
【００７１】
　図１１（Ｂ）に示すように、短絡回路４０ａは、異なる形状のテーパ型伝送線路４１ａ
，４２ａ，４３ａを備えるようにしてもよい。３つのテーパ型伝送線路４１ａ，４２ａ，
４３ａは、それぞれ異なるインピーダンス比を有しているが、線路長を調整することによ
って、それぞれの共振周波数が等しくなるように設定されている。各テーパ型伝送線路４
１ａ，４２ａ，４３ａの共振周波数は、等しいので、短絡回路４０ａの共振回路も単一の
テーパ型伝送線路の共振周波数に等しくなる。
【００７２】
　図１２（Ａ）に示すように、短絡回路４０ｂは、３つのテーパ型伝送線路４１ｂ，４２
ｂ，４３ｂを備え、各テーパ型伝送線路４１ｂ，４２ｂ，４３ｂは、インピーダンス比を
等しく設定し、線路長をそれぞれ変えて共振周波数を異ならせるようにしてもよい。
【００７３】
　また、図１２（Ｂ）に示すように、短絡回路４０ｃは、３つのテーパ型伝送線路４１ｃ
，４２ｃ，４３ｃを備え、それぞれインピーダンス比を変え、線路長を同一にすることに
よって、共振周波数も変えるようにしてもよい。
【００７４】
　このように、伝送線路をテーパ型にすることによって、広帯域化とともに、隣接する伝
送線路間に広いスペースをあけることができ、スペースに他の回路を配置するようにすれ
ば、回路配置上の自由度を高くすることができる。
【００７５】
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　　（５）複数の種類の伝送線路を組み合わせて用いた短絡回路
　本発明の短絡回路では、同一の種類の伝送線路を平行配置する場合に限らず、２種類以
上の伝送線路を組み合わせて配置するようにしてもよい。さまざまな伝送線路を組み合わ
せて短絡回路を構成することができるので、他の回路素子を含めた回路配置上の自由度を
高くすることができる。
【００７６】
　図１３（Ａ）に示すように、短絡回路６０は、一様線路からなる伝送線路６１，６３と
、伝送線路６１，６３の間にテーパ型伝送線路６２を平行配置することによって構成して
もよい。各伝送線路６１，６２，６３の両端は、接続線路６４，６５によって電気的に接
続される。各伝送線路は、一様線路からなる伝送線路６１、これに隣接するようにテーパ
型伝送線路６２、これに隣接するように一様線路からなる伝送線路６３の順序で配置され
るが、これに限定されるものではない。テーパ型伝送線路６３の低線路インピーダンス側
（線路幅の広い側）を開放端とし、高線路インピーダンス側（線路幅の狭い側）に端子６
６が接続される。一様線路からなる伝送線路６１，６３は、同一の線路長及び線路インピ
ーダンスの伝送線路であり、テーパ型伝送線路６３は、インピーダンス比と線路長を調整
して、すべての伝送線路の共振周波数が等しくなるように設定されている。
【００７７】
　図１３（Ｂ）に示すように、短絡回路６０ａは、２つのステップインピーダンス伝送線
路６９ａ，７０ａと、ステップインピーダンス伝送線路６９ａ，７０ａの間に配置された
テーパ型伝送線路６３ａを備えるようにしてもよい。それぞれの伝送線路についてインピ
ーダンス比及び線路長を調整して、同一の共振周波数となるように設定されている。
【００７８】
　図１３（Ａ）及び図１３（Ｂ）の短絡回路６０，６０ａでは、これを構成する伝送線路
の共振周波数がすべて等しいので、短絡回路６０，６０ａの共振周波数は、単一の伝送線
路の共振周波数に等しい。一方、短絡回路６０，６０ａの入力インピーダンスＺｉは、一
様線路による場合に比較して、１／３以下にすることができる。
【００７９】
　図１４（Ａ）では、図１３（Ａ）と同じ種類の伝送線路を同じ順序で配置した短絡回路
６０ｂの構成例を示しているが、短絡回路６０ｂは、すべての伝送線路が同じ線路長を有
しているので、一様線路からなる伝送線路６１ｂ，６３ｂと、テーパ型伝送線路６３ｂと
は、共振周波数が異なる。したがって、短絡回路６０ｂは、これらの伝送線路が一体とな
った系の共振周波数付近で短絡状態となる。
【００８０】
　図１４（Ｂ）は、図１３（Ｂ）と同じ種類の伝送線路を同じ順序で配置した短絡回路６
０ｃの構成例を示す図である。この場合には、すべての伝送線路の線路長が等しく設定さ
れているので、それぞれの共振周波数は異なり、伝送線路すべてが一体となった系の共振
周波数付近で、短絡回路６０ｃが短絡状態となる。
【００８１】
　このように、さまざまな種類、形状の伝送線路を組み合わせて配置することによって短
絡回路を構成することができるので、他の回路の配置条件に合わせて、有効なスペースを
確保することができ、効率的な回路配置が可能となる。
【００８２】
　　（６）各伝送線路を非平行に配置した短絡回路
　上述では、それぞれの伝送線路の長さ方向に沿って平行に配置する構成例について説明
したが、各伝送線路を平行に配置することに限定されず、さまざまな配置によって短絡回
路を構成する伝送線路の両端を電気的に接続し、一端から信号を入力するようできる。以
下説明するように、ある点に対して点対称となるように伝送線路を配置することも可能で
あるため、さらなる回路配置上の自由度がさらに向上する。
【００８３】
　図１６（Ａ）に示すように、短絡回路８０は、２４個の同一形状の一様線路を用いた伝
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送線路のそれぞれ一端を中心として、他端を等間隔に円周状に配置して構成するようにし
たものである。短絡回路８０は、円形状に配置された伝送線路８１～１０４の一端を中心
として端子１０６を接続する。伝送線路８１～１０４の他端は、接続線路１０５によって
それぞれ隣接する伝送線路同士が電気的に接続される。２４個の伝送線路８１～１０４の
両端が接続されて配置されることによって、端子１０６から見た入力インピーダンスＺｉ
は、単一の伝送線路の場合よりも１／２４だけ低くなる。一方で、伝送線路自体の線路幅
を広げたわけではないので、不要なモードの輻射を抑制することができる。また、ＬＴＣ
Ｃ等の多層回路技術を用いて、伝送線路８１～１０４の端子１０６側と、伝送線路８１～
１０４の途中を折り曲げるようにして他端側とを別の層に形成することによって、他端側
も一点で電気的に接続することができるようになり、さらなる小型化が可能になる。
【００８４】
　図１６（Ｂ）に示すように、本発明の短絡回路は、伝送線路が、伝送線路の一端を中心
として接続し、伝送線路の他端が円弧上に配置されるように構成してもよい。短絡回路８
０ａでは、３つのステップインピーダンス伝送線路８９ａ，９０ａ，９１ａを備えており
、３つのステップインピーダンス伝送線路８９ａ，９０ａ，９１ａは、端子８８ａが接続
された第１の伝送線路８１ａ，８３ａ，８５ａと、第１の伝送線路８１ａ，８３ａ，８５
ａの他方の側に接続され、第１の伝送線路８１ａ，８３ａ，８５ａの線路インピーダンス
Ｚ１よりも低い線路インピーダンスＺ２を有する第２の伝送線路８２ａ，８４ａ，８６ａ
を有する。第２の伝送線路８２ａ，８４ａ，８６ａの他方の側は、接続線路８７ａによっ
て隣接する伝送線路同士が電気的に接続される。第１及び第２の伝送線路の接続部分同士
をさらに接続線路で電気的に接続してもよい。伝送線路として、ステップインピーダンス
伝送線路を用いることによって、一様線路を用いた場合よりも、より短い素子長さ（線路
長）で低入力インピーダンスの短絡回路を構成することができる。
【００８５】
　図１６（Ｃ）に示すように、短絡回路８０ｂは、円弧状に配置されたテーパ型伝送線路
８１ｂ，８２ｂ，８３ｂを備えるようにしてもよい。
【００８６】
　図１６（Ｂ）や図１６（Ｃ）のような形状の伝送線路を用いる場合であっても、ＬＴＣ
Ｃを用いた多層化技術を用いて、一端を中心として端子を接続し、伝送線路の途中を折り
返すようにして他端を別の層に形成して互いに接続することによって、さらなる小型化を
図ることができるのは言うまでもない。また、周状（円状）、円弧状に配置する場合にお
いても、配置する伝送線路の個数に制限はない。
【００８７】
　また、周状、円弧状に配置する場合において、同一の伝送線路を配置しなければならな
いような制約もなく、以下に説明するように、複数種類の伝送線路を配置するようにして
もよい。
【００８８】
　図１７（Ａ）に示すように、短絡回路８０ｃは、異なる形状の伝送線路の一端を中心に
して端子９０ｃを形成し、他端を接続線路８９ｃで電気的に接続するようにしたものであ
る。すなわち、短絡回路８０ｃは、先端が２つに割れた一様線路８１ｃ，８２ｃ，８３ｃ
，８４ｃと、これらの間に配置されるステップインピーダンス伝送線路８５ｃ，８６ｃ，
８７ｃ，８８ｃを備え、端子９０ｃを形成する一端を中心にして、他端が等間隔に周状に
配置される。このような形状の組合せによって、図１６等のような円周状の回路配置ばか
りでなく、方形周状の回路配置とすることができる。
【００８９】
　図１７（Ｂ）に示すように、短絡回路８０ｄは、閉じた周状ではなく、円弧状に伝送線
路を配置してもよい。すなわち、短絡回路８０ｄは、ステップインピーダンス伝送線路８
９ｄ，９０ｄ，９１ｄを備え、ステップインピーダンス伝送線路８９ｄ，９０ｄ，９１ｄ
は、一端を端子８８ｄに接続された第１の伝送線路８１ｄ，８３ｄ，８５ｄと、第１の伝
送線路８１ｄ，８３ｄ，８５ｄの他端に接続された第２の伝送線路８２ｄ，８４ｄ，８６



(15) JP 2015-26940 A 2015.2.5

10

20

ｄを有している。ここで、第２の伝送線路８２ｄ，８４ｄ，８６ｄを複数のテーパ状線路
にすることによって、線路インピーダンスを下げつつ、平面回路から生ずる不要モードの
発生を抑えることができる。また、第２の伝送線路８２ｄ，８４ｄ，８６ｄをテーパ状に
形成して、円弧状に配置することによって、回路配置スペースを削減することができる。
【００９０】
　図１８（Ａ）では、短絡回路８０ｅは、第２の伝送線路８７ｅ～９２ｅをテーパ状とす
るとともに、接続線路９３ｅによって接続される側の形状を円弧上に形成するとともに、
第１の伝送線路８１ｅ～８６ｅを端子９４ｅに接続した６個のステップインピーダンス伝
送線路を配置し、全体が円状に配置されるように構成したものである。
【００９１】
　図１８（Ｂ）に示すように、短絡回路８０ｆは、ステップインピーダンス伝送線路の第
２の伝送線路の線路インピーダンスを下げつつ、不要モードの発生をさらに抑えるために
、複数の一様線路を配置して形成したものである。このようにして形成されたステップイ
ンピーダンス伝送線路を周状に配置することによって、インピーダンス比の低い伝送線路
が複数形成可能なことから、広帯域の短絡回路が形成できるとともに、回路配置上の効率
を向上させることが可能になる。
【符号の説明】
【００９２】
１～１ｆ，２０～２０ｅ，４０～４０ｃ，６０～６０ｅ，８０～８０ｆ　高周波短絡回路
、２，３，４　一様線路からなる伝送線路、５，６　接続線路、７　端子、８　誘電体基
板、９　裏面電極、３０～３２　ステップインピーダンス伝送線路、４１～４３　テーパ
型伝送線路

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】



(20) JP 2015-26940 A 2015.2.5

フロントページの続き

(72)発明者  牧本　三夫
            東京都調布市調布ケ丘一丁目５番地１　国立大学法人電気通信大学内
Ｆターム(参考) 5J014 AA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

