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あらまし 多層基板から構成された結合線路形方向性結合器では，使用する基板が薄く，信号導体と地導体の
間隔が狭いことがある．その場合，製造上の制約から，実際の終端の負荷インピーダンス ZL と，フォワード結
合量が最小となる終端の負荷インピーダンス ZC とを一致させることが困難になり，不要なフォワード結合が生
じて方向性が劣化する．このうち結合線路インピーダンスが低下した方向性結合器では，偶モードの通過位相 θe
が奇モードの通過位相 θo に対して進むことに起因して不要なフォワード結合が生じ，方向性が劣化する．その
ため，偶奇モードの通過位相差を低減させることにより，方向性の改善が期待できる．そこで，筆者らは ZL と
ZC が異なる場合において，方向性が劣化した方向性結合器に一点が短絡されたストリップ導体を装荷すること
で，偶奇モードの通過位相差を低減させ，方向性を改善する方法を提案した．本改善法をストリップ結合線路形
方向性結合器に適用して試作を行った結果，0.84GHz において方向性が 6.6dB 改善し，その有効性を確認した．
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れた領域に納める必要があることから，結合線路を折

1. ま え が き

り曲げて配置することがあり，曲折部で寄生リアクタ

結合線路形方向性結合器は，並行に近接配置して電

ンス (キャパシタンス) が生じる．このような場合，電

磁界結合させた 2 本の線路から構成された回路であり，

力検波器用方向性結合器では，検波端子と反対側の端

一方の線路の端子に入力された電力の一部が，電気的

子への結合量 (フォワード結合量) が最小となる終端の

に結合したもう一方の線路のいずれかの端子に出力さ

負荷インピーダンス ZC [1]〜[12] (以下，結合線路イ

れる [1]〜[5]．そのため，結合線路形方向性結合器は

ンピーダンスと呼ぶ) が低下する傾向にある．そのた

マイクロ波デバイスの電力検波器や電力分配器として

め，終端の負荷インピーダンスを 50Ω とするモジュー

広く用いられている．このうち，電力検波器には疎結

ルに適用された方向性結合器では，不要なフォワード

合な方向性結合器が適用される．

結合が生じて方向性が劣化する．

多層基板から構成された電力検波器用結合線路形

一方，結合線路形方向性結合器は，信号導体幅を細

方向性結合器では，使用する基板が薄く，信号導体と

線化することによって，結合線路インピーダンスの低

地導体との間隔が狭いことがある．また，小形なモ

下を抑制することができる [1]．しかしながら，多層基

ジュールへ方向性結合器を実装するに当っては，限ら

板から構成された薄く小形な方向性結合器では，製造
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により，結合線路インピーダンスの低下を抑制するこ
とができる [1]．しかし，このような方向性結合器は，
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線路間の結合が低下することから，所望のバックワー

は，主信号導体と副信号導体とが同一平面上で並行に

ド結合量を得るためには，結合線路長を長くする必要

配置され結合するエッジ結合線路形方向性結合器を考

がある．そのため，方向性結合器の占有面積が大幅に

える．また，提案する偶モード時にのみ動作する遅波構

増加し，レイアウトの関係上，モジュール内への実装

造として，本方向性結合器における信号導体と地導体

が困難となることが多い．

との間に位置し，かつ対称面 (図 1 (c) B-B’ 断面) に沿

他方で，結合線路形方向性結合器は，偶奇モードの

うように一点が短絡されたストリップ導体を装荷する．

通過位相差が生じることに起因し，方向性が劣化す

ストリップ線路のような伝送線路では，信号導体を

る [6]〜[11]．このうち，結合線路インピーダンスが低

流れる電流と地導体を流れる電流 (リターン電流，ま

下した方向性結合器では，偶モードの通過位相 θe が

たはグラウンド電流) のうち一方の状態が変化すると，

奇モードの通過位相 θo に対して進む．そのため，偶

その変化に応じて，もう一方の電流の状態も同相同大

モードの通過位相を遅らせ，偶奇モードの通過位相差

へと変化する．故に，主要なリターン電流に対し迂回

を低減させることにより，方向性の改善が期待できる．

経路を設けると，信号導体に流れる電流を遅延させる

本論文では，主に偶モード時に動作する遅波構造を

ことができる．つまり，上述のように一点が短絡され

用いることにより，偶奇モードの通過位相差を低減し，

たストリップ導体を装荷することにより，奇モード時

結合線路形方向性結合器の方向性を改善する方法を提

(電気壁) には支配的な影響を与えず，偶モード時 (磁

案する．はじめに 2. では，提案する方向性結合器の

気壁) に迂回電流経路として動作する遅波構造を構成

構成を示す．次に 3. では，結合線路形方向性結合器

できる．よって，本改善法を適用した方向性結合器で

の方向性改善原理について述べ，4. において電磁界解

は，偶奇モードの通過位相差が低減され，不要なフォ

析による設計結果を示す．5. で試作結果を用いて本提

ワード結合が抑制されることから方向性が改善する．

案構造の有効性を示し，6. でまとめとする．

2. 回 路 構 成

3. 方向性の改善原理
3. 1 フォワード結合特性

提案する方向性改善法を適用した方向性結合器の回

図 2 に示すような結合線路形方向性結合器は，結合

路構造を図 1 に示す．本方向性結合器は，波長に対して

線路断面が対称構造となる場合，図 3 に示すような 2

電気長が十分に短いストリップ線路から成る．ここで

本の線路の対称面を電気壁及び磁気壁と仮定した偶奇

Fig. 2

Fig. 1

306

図 1 改善法を適用した方向性結合器の構成
Construction of the proposed directional coupler. (a) Top perspective view, (b) A-A’ cross
section, (c) B-B’ cross section.

Fig. 3

図 2 結合線路形方向性結合器
Coupled-line shaped directional coupler
model.

図 3 偶奇モード解析
Even and odd modes analysis model.
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ZC < Z L

モード解析を行うことができる．
この偶奇モード解析時の通過振幅 |Ti |，通過位相 θi

(i = e：偶モード，o：奇モード) を用いることにより，
方向性結合器のフォワード結合特性 S41 は，次の式で
表される [1]．

となる結合線路 (以下，低インピーダンス結合線路と
呼ぶ) の場合，式 (5) を用いて展開すると，以下の関
係が成り立つ．

(ZCe YL + YCe ZL ) < (ZCo YL + YCo ZL )

|Te |ejθe − |To |ejθo
2

S41 =

(6)

(1)

(7)

また，均一媒質の場合，位相定数 βi は，偶奇モード

ここでは，図 3 に示した偶奇モード解析時の 2 ポー

にかかわらず一定であることから，β と置くことがで

ト伝送線路において，偶奇モードのインピーダンスを

き，偶奇モードの線路長が等しく (le = lo = l) なるこ

ZCi ，偶奇モードのアドミタンスを YCi ，位相定数を

とから，式 (3) は，以下のように表すことができる．

βi ，線路長 (結合線路長) を li と置き，各ポートに終端
の負荷インピーダンス ZL が接続される場合を考える．

θe = − tan−1

このとき，偶奇モードの通過特性は，F パラメータを

θo = − tan−1

介して表現することにより，以下の式で表される．

2ejθi
Ti = 
{2 cos βi li }2 +{(ZCi YL +YCi ZL )2 sin βi li }2




(ZCe YL + YCe ZL )
tan β l
2



(ZCo YL + YCo ZL )
tan β l
2

(8)

(9)

よって，式 (7)，(8)，(9) から，低インピーダンス
結合線路における偶奇モードの通過位相の関係は，

(2)
θo < θe

(10)

ただし，

θi = − tan−1



(ZCi YL + YCi ZL )
tan βi li
2

となり，偶モードの通過位相 θe が奇モードの通過位



相 θo に対して進む．このため，式 (4) に示したフォ

(3)

ワード結合特性 S41 は 0 とならず，方向性が劣化する．

(i = e, o)

3. 3 偶奇モードの通過位相と線路長

したがって，フォワード結合特性 S41 は，式 (1)，

S41

= 


ここでは，低インピーダンス結合線路における偶奇
モードの通過位相と線路長の関係と方向性の改善につ

(2)，(3) より，以下のように表される．

いて述べる．

2ejθe
{2 cos βe le }2 +{(ZCe YL +YCe ZL )2 sin βe le }2

2ejθo
− 
{2 cos βo lo }2 +{(ZCo YL +YCo ZL )2 sin βo lo }2



偶モードの通過位相 θe と奇モードの通過位相 θo
とが等しく位相差がない場合，式 (3) より以下の関係



(4)

が成り立つ．

le =



(ZCo YL +YCo ZL )
1
tan−1
tan β lo (11)
β
(ZCe YL +YCe ZL )

このとき，式 (4) に示したフォワード結合特性 S41 は

なお，結合線路インピーダンス ZC は，偶奇モード

第一項及び第二項の振幅により定まる．なお，ここで

のインピーダンス ZCi を用いることによって，以下

は均一媒質を想定していることから，位相定数を β と

の式で表される [1]〜[12]．

している．

ZC =

√

ZCe ZCo

(5)

よって，式 (6) を満たすような低インピーダンス結
合線路において，偶奇モードの通過位相差をなくすた

3. 2 偶奇モードの通過位相とインピーダンス

めには，式 (7)，(11) より，偶奇モードにおける線路

ここでは，結合線路インピーダンス ZC と終端イン

長の大小関係を以下のようにする必要がある．

ピーダンス ZL の大小関係による偶奇モード動作時の
通過位相の変化について述べる．
結合線路インピーダンス ZC と終端インピーダンス

ZL との関係が，

le > l o

(12)

つまり，低インピーダンス結合線路のフォワード結
合特性 S41 を低減させ，方向性を改善させるために
307

電子情報通信学会論文誌 2020/6 Vol. J103–C No. 6

図5

Fig. 4

図 4 不平衡線路モデル
Unbalanced line model. (a) Unbalanced line
schematic, (b) cross section of schematic.

偶奇モード動作時の電気/磁気壁におけるリターン
電流経路
Fig. 5 Main return current paths in even and odd
mode operations of Figure 1 (c). (a) Even
mode, (b) odd mode.

が配置されることになる．そのため，図 5 (b) に示す
は，奇モードの線路長 lo よりも偶モードの線路長 le

ようにリターン電流は，一点が短絡されたストリップ

を長くすることが有効となる．

導体を設けない場合と同様に電気壁となる完全導体上

3. 4 不平衡線路の特性

を主として流れる．つまり，奇モード動作時に対応す

多層基板から構成されたストリップ線路やマイクロ

る不平衡線路は，通過位相が大きく変動しない．

ストリップ線路などの平面伝送線路は，不平衡線路で

よって，本構造を適用することで方向性結合器にお

ある．不平衡線路では，図 4 に示すように高周波信号

ける奇モード動作時の通過位相に対して大きな影響を

が入力されると，信号導体を電流 I が信号伝搬方向へ

与えることなく，偶モード動作時の通過位相を遅延さ

流れ，地導体上を電流 I とは逆方向に信号導体に沿って

せることができる．

同相同大のリターン電流 I’ が流れる [5]．また，平面伝
送線路では，TEM 波 (Transverse Electromagnetic

4. 設

計

wave) に近い伝搬モードにより高周波信号の伝搬がな

本論文では，結合量 −35dB のストリップ結合線路

され，信号導体と地導体は電気的に結合している．そ

形方向性結合器について検討を行う．使用する基板の

のため，電流 I とリターン電流 I’ のうち一方の状態が

比誘電率を 4.5，誘電正接を 0.014，厚みを 0.36mm

変化すると，その変化に応じて線路の電磁界分布が変

とし，その導体厚が 0.02mm の多層基板とした．

わり，もう一方の電流が同相同大となる．よって，リ

まず，従来の方向性結合器の設計結果を図 6 に示す．

ターン電流 I’ に対し，迂回経路を設けることにより，

図 6 (b) に示すように，本方向性結合器は 2 本の線路

電流 I の経路を長く見せることができる．つまり，伝

が左右に位置するエッジ結合形の結合線路とした．設

送線路の通過位相を遅延させることが可能となる．

計した方向性結合器の寸法は，結合線路長が 4.1mm，

3. 5 偶奇モード動作時のリターン電流

各線路幅が 0.1mm，結合線路間隔が 0.1mm である．

図 1 で示した方向性結合器の B-B’ 断面 (図 1 (c))

また，終端インピーダンス ZL は 50Ω とした．

において偶奇モード動作時に主としてリターン電流が

この結果として，有限要素法にて解析する電磁界シ

流れる経路を図 5 に示す．本方向性結合器では，一点

ミュレータで求めた S パラメータを図 7 に，方向性を

が短絡されたストリップ導体を設けることにより，偶

図 8 に，偶奇モードの通過位相差を図 9 に示す．設計

モード動作時には磁気壁に沿って本ストリップ導体が

周波数 0.84GHz において，従来の方向性結合器の方向

配置されることになる [12]．そのため，図 5 (a) に示

性は 17.4dB であり，通過位相差は 0.3deg. であった．

すようにリターン電流は，主に本ストリップ導体の周

なお，主結合線路の結合線路インピーダンス ZC は

囲に沿って流れる．つまり，偶モード動作時に対応す

約 44Ω であり，終端のインピーダンス ZL (=50Ω) よ

る不平衡線路では，通過位相が遅延する．しかし，奇

りも低く，低インピーダンス結合線路であることを確

モード動作時には，電気壁に沿って本ストリップ導体

認した．

308

招待論文／一点が短絡されたストリップ導体を用いて方向性を改善した結合線路形方向性結合器

Fig. 9

Fig. 6

図 6 従来の方向性結合器
Conventional directional coupler. (a) Top perspective view, (b) diagrammatic perspective
view, (c) A-A’ cross section, (d) B-B’ cross
section

Fig. 7

Fig. 8

図 7 S パラメータ
S parameters of conventional directional
coupler.

図8 方 向 性
Directivity of conventional directional
coupler.

図 9 偶奇モードの通過位相差
Phase diﬀerence between even and odd modes
for conventional directional coupler.

Fig. 10

Fig. 11

図 10 提案する方向性結合器
Proposed directional coupler. (a) Top perspective view, (b) diagrammatic perspective
view, (c) A-A’ cross section, (d) B-B’ cross
section.

図 11 S パラメータ
S parameters of the proposed directional
coupler.

次に，一点が短絡されたストリップ導体を装荷した

と同様に，結合線路長が 4.1mm，各線路幅が 0.1mm

方向性結合器の設計結果を図 10 に示す．設計した方向

である，また，図 10 (b) に示すように，方向性結合器

性結合器の寸法は，図 6 で示した従来の方向性結合器

の対称面に沿って線路長が 3.1mm，線路幅 0.1mm の
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ストリップ導体を配置し，その中点に φ 0.3mm の接

図 12 に，偶奇モードの通過位相差を図 13 に示す．設

続用導体パターンを設けるとともに，φ 0.1mm の垂

計周波数 0.84GHz において，提案する方向性結合器

直導体柱により地導体へ短絡した．設計した方向性結

の方向性は 24.6dB であり，通過位相差は 0.13deg. で

合器の電磁界解析 S パラメータを図 11 に，方向性を

あった．よって，提案する方向性改善法を従来の方向
性結合器に適用することで，偶奇モードの通過位相差
が低減し，方向性が改善することを電磁界シミュレー
ションにて確認した．
また，一点が短絡されたストリップ導体有無の方向
性結合器における通過位相遅延を図 14 に示す．設計
周波数 0.84GHz において，本構造による通過位相遅
延は，奇モード時に比べて偶モード時の方が 4 倍程度
大きく影響を受けていることがわかる．つまり，本構
造を適用することで，方向性結合器において奇モード
時の通過位相に対しては大きな影響を与えることなく，
偶モード時の通過位相を遅延させることが適う．

Fig. 12

図 12 方 向 性
Directivity of directional couplers.

5. 試 作 評 価
4. で設計した方向性結合器をビルドアップ工法に
より試作し，測定を行った．試作した方向性結合器を
図 15 に示す．なお，本測定では GSG プローブを用い
ることから，前章での設計結果に GSG プローブパッ
ドを加え試作した．
従来の方向性結合器の S パラメータを図 16 に，従来
の方向性結合器に対し一点が短絡されたストリップ導
体を装荷して方向性の改善を図った方向性結合器の S
パラメータを図 17 に，これらの方向性の比較を図 18
に示す．この結果，一点が短絡されたストリップ導体

Fig. 13

図 13 偶奇モードの通過位相差
Phase diﬀerence between even and odd
modes for directional couplers.

一点が短絡されたストリップ導体有無での通過位
相遅延
Fig. 14 Phase Delay between directional coupler
with Short-Circuited Strip Conductor and
directional coupler without Short-Circuited
Strip Conductor.

を装荷する方向性改善法を適用する前後での方向性結
合器の 0.84GHz におけるフォワード結合量 |S41 | は，
改善法適用前が −53.3dB であったのに対し，適用後

図 14
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Fig. 15

図 15 試 作 結 果
Photograph of fabricated directional couplers. (a) Conventional directional coupler,
(b) proposed directional coupler.

招待論文／一点が短絡されたストリップ導体を用いて方向性を改善した結合線路形方向性結合器

善法をストリップ線路形式のエッジ結合形方向性結合
器に適用して試作を行った結果，方向性が適用前は

17.4dB であったのに対し，適用後には 24.0dB とな
り，6.6dB 改善したことから，本方向性改善法の有効
性を確認した．
文
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図 18 方 向 性
Directivity of fabricated directional couplers.
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