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 基板埋め込み型高周波導波路 

     名称： ポスト壁導波路，SIW (誘電体基板集積導波管) など 

 上下面を金属とするプリント基板 

 適度な間隔で金属柱を連続配置 

     → 低コスト,低損失,高集積化などから注目 

 

 既存の応用例 (情報通信分野) 

 マイクロ波・ミリ波回路素子 

             アンテナ 

             方向性結合器 

             フィルタ 等 

 

研究背景 (1) 

ポスト壁導波路の構造と
伝搬シミュレーション 

ポスト壁導波路による回路例 
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研究背景 (2) 

 導波管から基板埋め込み型高周波導波路へ 

                導波管と等価な特性(伝搬定数)になるよう金属柱の径・間隔を選定 

 

    例) 十字形90度3dBカプラ 

 

 

ポスト壁導波路構造 導波管構造 
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研究背景: 左手系アンテナ (1) 
●左手系媒質(e<0,m<0) 
  ・vg* vp<0 (後退波特性) 
 
 

■右手/左手系複合伝送線路(CRLH-TL) 

  ・直列容量(m<0) 

  ・並列インダクタンス(e<0) 

 

■遮断領域導波管と短絡スタブ導波管を用いた左手系線路 

  ・短絡スタブ導波管(直列装荷) 

   → l/4以上で容量性(m<0) 

  ・遮断領域導波管 

   →実効的に負の誘電率(e<0) 

特徴的な伝搬特性をマイクロ波回路へ応用 

例) 携帯電話アンテナ，無線LANアンテナ 

短絡スタブ 

導波管 

出典: A. Lai, C. Caloz, and T. Itoh, IEEE Microwave magazine pp.34-50, Sept 2004. 

出典: 多恵馬,真田,久保,2008年信学総大,C-2-74,March 2008. 
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研究背景: 左手系アンテナ (2) 
◆埋め込み基板構造による左手系線路の提案 

       ・ポスト壁導波路を遮断領域で使用 

         →擬似導波管構造 ： 実効的に負の誘電率(e<0) 

       ・誘電体基板2層構造 

         →スリット，浮遊導体による直列容量(m<0) 

■特徴 

   ・構造が簡単 (製作が容易) 

    →SIW層，浮遊導体層 ： 共に平面基板で実現可能 

   ・ミリ波帯で有効な線路 

    →10GHz～ミリ波帯での左手系線路の基本線路として期待 

■応用 

   ・漏れ波アンテナ          適用事例紹介 

    →周波数走引による指向特性の制御 

   ・受動デバイス (カプラ，分配器等) 

    →回路の小型化，広帯域化が期待 
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左手系アンテナの構造 

単位セル

ae

金属ポスト

d1

d2

af

lp

lg

2r

s

浮遊導体

誘電体フィルム

スリット (開口)

SIW (主導波路)
er1

er2

等価回路による構成原理 単位セルとその内部 

・スリット，浮遊導体による直列容量→m<0 

・主導波路を遮断周波数以下で使用→e<0 

■アンテナの単位セル構造と等価回路 
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左手系アンテナの特性 

■ポイント 

・ 周波数掃引により放射角度を制御 

・ 左手系線路領域 

               後方放射 

・ 右手系線路領域 

               前方放射 

 
前方放射後方放射

入力

前方放射後方放射

入力
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放射特性の例 

下部基板：MSL-SIW (Diclad880)

上部フィルム：メタルパッチ (AD10)

SIW型CRLH-TL (12 unit cells)

下部: SIW

上部: フィルム

SIWMSL

下部基板：MSL-SIW (Diclad880)

上部フィルム：メタルパッチ (AD10)

SIW型CRLH-TL (12 unit cells)

下部: SIW

上部: フィルム

SIWMSL
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研究背景: ミクロ加熱・化学反応器 (1) 

• マイクロ波エネルギー応用技術 

– 近年，クリーンで高効率なエネルギー源として注目 

– 通信分野に加え，工業・医療・科学分野で新しい応用 

– 設定温度までの到達時間を短縮し，均一加熱を実現 

    → 新材料の合成，化学反応の高速化，製鉄，セラミックスの高速焼結 

  

有機合成

抽出・濃縮

通信・情報

マイクロ波技術
の応用

高分子加工

環境工学

食品産業

乾燥・消毒

医療・バイオ技術

無機合成・加工

計測・分析

有機合成

抽出・濃縮

通信・情報

マイクロ波技術
の応用

高分子加工

環境工学

食品産業

乾燥・消毒

医療・バイオ技術

無機合成・加工

計測・分析
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研究背景: ミクロ加熱・化学反応器 (2) 

• 既存のマイクロ波エネルギー応用装置 

– マイクロ波源として，主に2.4GHzかそれ以下のISMバンドを利用 

– 既存の応用装置は，大型で高出力波源のもの 

マイクロ波乾燥装置 

(新日鉄) 
連続処理型マイクロ波照射装置 

(京都大学他) 

マイクロ波化学反応装置 

(グリーンモチーフ，IDX) 

※ISMバンド：産業科学医療用バンド 

出典：松村竹子, “グリーン・サステナブル産業とマイクロ波エネルギー化学,”  

             MWE2009 Microwave Workshop Digest, pp.289-294, Nov. 2009. 
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従来技術とその問題点 

■既存のマイクロ波エネルギー応用装置 

 

  大型で高出力波源のものが多い 

 

        小型化・集積化が切望されている 

 

 

◆ポスト壁導波路の金属柱間に流路を設けた構造を提案 

  ・溶媒等の連続加熱の実現 

  ・24GHz帯 (水のマイクロ波エネルギー吸収効率が高い) 

       を利用したマイクロ波照射構造の劇的な小型化 

 

導波管型マイクロ波反応装置の原型 
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ミクロ加熱・化学反応器の構造 

■ポスト壁導波路による連続マイクロ波照射構造 
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ミクロ加熱・化学反応器の特徴 

■構造の特徴，技術的独創性 

  ・ポスト壁導波路内にマイクロ波エネルギー 

  を閉じ込めて照射する構造 
 

  ・流路を金属柱の隙間に設けた構造 

        溶媒等を連続的に出し入れ可能 
 

  ・流路はプラスチック材料に溝を掘り，任意に形成可能である 
 

  ・水のマイクロ波エネルギー吸収効率が高くなる24GHz帯を利用して， 

      100円硬貨程度の照射容器が作製できる 

        マイクロ波化学反応装置の劇的な小型化 

 

                  数マイクロリットル程度の加熱に適している 
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周波数24GHzの妥当性 
■複素誘電率の分散特性               ■ISMバンド (産業科学医療バンド) 
 

                  複素誘電率 e = e- j e 周波数 主な用途 

13560kHz（13553～
13567kHz） 

RFID 

27120kHz（26957～
27283kHz） 

工業用高周波加熱装置 

40.68MHz（40.66～
40.70MHz） 

工業用高周波加熱装置 

915MHz（902～928MHz） 米国の工業用マイクロ波
加熱装置 

2450MHz（2400～2500MHz） 電子レンジ，工業用マイ
クロ波加熱装置 

5800MHz（5725～5875MHz） 宇宙太陽光発電のエネ
ルギー伝送 

24.125GHz（24～24.25GHz） マイクロマシンへのエネ
ルギー伝送 

水の誘電率・損失スペクトル 

出典：Barthel et al. Chem. Phys. Lett. 165 (1990) 369 
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水の昇温シミュレーション 

パラメータ 

金属柱の径：0.73mm 

配置間隔：1.8mm 

ポスト壁導波路幅：6.8mm 

流路：一辺1mmの溝 

入力：24.15GHz，0.7W 

結果 

中心付近で，109℃程度まで昇温 

■基板材料 比誘電率er : 2.1, 厚み : 3.0mm 

温度分布 
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試作と昇温実験 
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昇温実験結果 試作した連続マイクロ波照射構造 
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構造のバリエーション 

横断流路構造 液溜め構造 キャビティ構造 

漏洩防止構造(円形金属柱) 漏洩防止構造(方形金属柱) 
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オンチップマイクロ波化学の開拓 
マイクロ波励起化学の特長 
 
超高速：律速反応の加速 
高い収率：均一な加熱による 
高い反応経路選択性：励起の選択制による 
空間選択性：マイクロ波の集束による 

マイクロチップ化学の特長 
 
超高速：拡散律速の加速による 
高い収率：高い温度制御性による 
高い空間選択性：マイクロ空間での反応による 
極端条件の実現：超高（低）温、超高(低)圧条件の実現 
連続単位化学操作：流路回路の結合によるマイクロ光学系との統合が可能 
フルプロトコルの自動化：マイクロフロー系による全ての単位化学操作の置換 

オンチップマイクロ波化学の特長 
 
◆超高速反応 
◆新物質合成：超臨界状態，極端条件の利用 
◆きわめて高い反応収率 
◆迅速かつ局所的な反応経路の切り替え 
◆ＰＣＲ，免疫反応への適用 
◆光導波路，高周波導波路との統合集積化 
◆反応ステップ毎のモニタリング：マイクロ光学系 
◆テラヘルツ分光システムとの組み合わせ 
◆遠隔操作：ＭＷによるエネルギ輸送，無線機能 
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想定される用途 
《左手系アンテナ》 

漏洩波アンテナ，カプラ（回路基本素子）等 

 

車載用衝突防止レーダのアンテナ用途 

無線LANルータのアンテナ用途 (市販化) 

 

《ミクロ加熱・化学反応器》 

有機材料合成装置，無機材料合成装置，マイクロ波無溶媒有機合成装置， 

金属触媒を用いるマイクロ波合成装置，標識化合物の合成装置， 

金属錯体合成装置，ナノ粒子合成装置，高分子合成装置，バイオマス装
置， 

有害物質無害化装置，バイオチップへの応用 



19 

想定される業界 

• 利用者・対象 

《左手系アンテナ》 

  情報通信機器製造メーカー 

  自動車メーカー 

 
《ミクロ加熱・化学反応器》 

  有機EL等の新材料製造メーカー 

  製薬会社での薬品開発 

  研究所等での化学分析・合成 

  食品メーカー 
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実用化に向けた課題 (1) 

《左手系アンテナ》 

• 現在，試作・実験により周波数掃引により放射角度を
制御可能なところまで開発済み 

• 利得は4～5dBi程度得られるが，放射パターンが広い 

• 放射角度を制御する掃引周波数幅が広く，諸々のアプ
リケーションに対応していない． 

■狭い掃引周波数幅で放射角変化を大きくする 

   必要がある 
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実用化に向けた課題 (2) 

《ミクロ加熱・化学反応器》 

• マイクロ波エネルギーの分布計算技術、熱計算技術 

    →市販の電磁界・熱シミュレータで可能 

• プラスチック材料の加工技術 

    →微細加工技術の利用が望ましい 

• 金属ピンもしくはスルーホール作製技術 

    →プリント基板作製技術の延長 

■いずれの技術も既存の方法で容易に実施可能だが， 

   24GHz帯のマイクロ波源(2～5W)が高価 



22 

企業への期待 

《ミクロ加熱・化学反応器》 

• 未解決の24GHz帯マイクロ波源については，半導体
アンプの並列化ないし，24GHzマグネトロンの導入に
より克服できると考えている 

• マイクロ波加熱装置の技術を持つ企業との共同研究
を希望 

• マイクロ化学チップ等の技術を持つ企業との共同研
究を希望 

• 有機化学反応等の材料合成実証実験の技術を持つ
企業，研究所との共同研究を希望 
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本技術に関する知的財産権 

《左手系アンテナ》 

• 発明の名称 ：擬似導波管型伝送線路及び 

                                   それを用いたアンテナ 

• 出願番号  ：特願2009-029176, 特開2010-187141 

• 出願人  ：財団法人岡山県振興財団 

• 発明者  ：岸原充佳、大久保賢祐、山北次郎、太田勲 

《ミクロ加熱・化学反応器》 

• 発明の名称 ：ポスト壁導波路による高周波照射構造 

• 出願番号  ：特願2011-033545 

• 出願人  ：財団法人岡山県振興財団 

• 発明者  ：岸原充佳 
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問い合わせ先 

岡山県立大学 

産学官連携コーディネーター 湯浅 光行 

 

ＴＥＬ ０８６６－９４－２２０５ 

ＦＡＸ ０８６６－９４－２２０６ 

e-mail yuasa＠fhw.oka-pu.ac.jp 


