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(57)【要約】

（修正有）

【課題】メタマテリアルでなる正負誘電率媒質あるいは
正負透磁率媒質とそれらを用いた表面波を伝播する導波
路を実現する。
【解決手段】負透磁率媒質を構成する単位セルは、誘電
体基板の表面に金属パッチを周囲に誘電体を残して形成
し、誘電体基板の裏面には全面に接地導体を持つ構造と
なっている。正透磁率媒質は既存のマイクロストリップ
線路であり、単位セルは金属ストリップを四方に接続し
た二次元構造で、誘電体基板の裏面には全面にわたって
接地導体が配置される。この負透磁率媒質と、正透磁率
媒質とを左右に隣接・対向した構造とし、該両媒質の境
界に表面波を伝播する導波路を形成する。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘電体基板の表面に方形の金属パッチを周囲に誘電体を残して形成し、該誘電体基板の
裏面には全面に接地導体を有する構造の単位セルを形成し、該単位セルの集合体により構
成されるメタマテリアルでなる負透磁率媒質。
【請求項２】
方形の金属パッチまたは単位セル自体の縦と横の辺の長さの比を変化させることで異な
る方向に対して異なる透磁率を持たせることにより、異方性をコントロール可能にしたこ
とを特徴とする請求項１記載のメタマテリアルでなる負透磁率媒質。
【請求項３】
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六角形形状の誘電体基板の表面に六角形形状の金属パッチを周囲に誘電体を残して形成
し、該誘電体基板の裏面には全面に接地導体を有する構造単位セルを形成し、該単位セル
の集合体により構成されるメタマテリアルでなる負透磁率媒質。
【請求項４】
誘電体基板の表面に金属ストリップを形成し、該誘電体基板の裏面には全面に接地導体
を有する構造とし、該金属ストリップと、それを真ん中あるいは真ん中以外から誘電体基
板裏側の接地導体に結ぶ金属のビアで構成される単位セルを形成し、該単位セルを集合し
て負誘電率媒質を構成する際、該基板表面の金属ストリップは隣接するセル間の金属スト
リップと接続されることを特徴とするメタマテリアルでなる負誘電率媒質。
【請求項５】
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六角形形状の誘電体基板の表面に、六角形の辺の中間を結ぶ六角形形状の金属ストリッ
プを形成し、該誘電体基板の裏面には全面に接地導体５を持つ構造とし、該誘電体基板の
表面の金属ストリップと、それを真ん中あるいは真ん中以外から基板裏側の接地導体に結
ぶ金属のビアで構成される単位セルを形成し、該単位セルを集合して負誘電率媒質を構成
する際、該基板表面の金属ストリップは隣接するセル間の金属ストリップと接続されるこ
とを特徴とするメタマテリアルでなる負誘電率媒質。
【請求項６】
金属ストリップの形状の対称性、単位セルの対称性、ビアの位置を変化させることで異
なる方向に対して異なる誘電率を持たせることにより、異方性をコントロール可能にした
ことを特徴とする請求項４または請求項５記載のメタマテリアルでなる負誘電率媒質。
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【請求項７】
誘電体基板の表面に金属ストリップを四方に接続した二次元構造とし、誘電体基板の裏
面には全面にわたって接地導体が配置される単位セルを構成し、該単位セルの複数個を集
合体として構成してなることを特徴とするメタマテリアルでなる正透磁率および正誘電率
をもつ媒質。
【請求項８】
請求項１乃至請求項３に記載のいずれかのメタマテリアルでなる負透磁率媒質と、請求
項７に記載のメタマテリアルでなる正透磁率媒質とを隣接・対向した構造とし、該両媒質
の境界に表面波を伝播可能にした導波路。
【請求項９】
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請求項４乃至請求項６に記載のいずれかのメタマテリアルでなる負誘電率媒質と、請求
項７に記載のメタマテリアルでなる正誘電率媒質とを隣接・対向した構造とし、該両媒質
の境界に表面波を伝播可能にした導波路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はメタマテリアルでなる正負誘電率媒質あるいは正負透磁率媒質と、それらを用
いた表面波を伝播する導波路に関する。
【背景技術】
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【０００２】
金属、誘電体、磁性体、超伝導体などの小片を、波長に対して十分短い間隔（波長の２
０分の１程度以下）で並べることで自然にはない性質を待った媒質を人工的に構成するこ
とができる。この媒質を自然にある媒質を超えると言う意味でメタマテリアル（ｍｅｔａ
ｍａｔｅｒｉａｌｓ）と呼んでいる。メタマテリアルの性質は、単位粒子の形状、材質お
よびそれらの配置により様々に変化するが、中でも、等価的な誘電率εと透磁率μとが同
時に負となるメタマテリアルは、その電界と磁界と波数ベクトルが左手系をなすことから
「左手系媒質」（Ｌｅｆｔ−Ｈａｎｄｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）と名づけられた。これ

に対して、等価的な誘電率εと透磁率μとが同時に正となる通常の媒質は「右手系媒質（
Ｌｅｆｔ−Ｈａｎｄｅｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ」と呼ばれる。これら誘電率ε、透磁率μ
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と媒質との関係領域は、図１に示すように、誘電率εの正負及び透磁率μの正負に応じた
第１象限〜第４象限の媒質に分類できる。
【０００３】
特に、「左手系媒質」は、バックワード波と呼ばれる、波の群速度（エネルギーの伝播
する速度）と位相速度（位相の進む速度）の符号が逆転している波の存在や、また、非伝
播領域で指数関数的に減衰する波であるエバネセント波の増幅、等の特異な性質を持つも
のである。
【０００４】
メタマテリアルではない媒質（自然連続媒質）であるが、誘電率εの符号が負の媒質（
負誘電率媒質）と、誘電率εの符号が正の媒質（正誘電率媒質）との境界面においては表
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面波が伝播することが知られている。例えば、光の領域における金属の誘電率は負となり
、これと誘電率が正である空気や誘電体との境界面では表面プラズモンと呼ばれる表面波
が存在することは知られている（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００５】
これと対称的に、透磁率μの符号が負の媒質（負透磁率媒質）と透磁率μの符号が正の
媒質（正透磁率媒質）との境界面においても表面波は存在する。例えば、磁化されたフェ
ライトの等価透磁率は高周波域において負となり、これと透磁率が正なる空気や誘電体と
の境界において表面波は伝播することも知られている（例えば、非特許文献２参照。）。
【０００６】
このように、誘電率εまたは透磁率μのどちらか一方が負である媒質と、誘電率εおよ
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び透磁率μが共に正である媒質との境界には表面波が伝播する。特に、透磁率μが負であ
る媒質と、透磁率μが正である媒質との境界に表面波が伝播する状態を図２に示している
。
【非特許文献１】Ｈ．Ｒａｅｔｈｅｒ，
ｍｏｏｔｈ
，

ａｎｄ

ｒｏｕｇｈ

Ｓｕｒｆａｃｅ

ｓｕｒｆａｃｅｓ

ｐｌａｓｍｏｎｓ

ａｎｄ

ｏｎ

ｏｎ

ｓ

ｇｒａｔｉｎｇｓ

Ｓｐｒｉｎｇｅｒ−Ｖｅｒｌａｎｇ，１９８８．

【非特許文献２】Ｂ．Ｌａｘ
ｅｒｒｉｔｅ

ａｎｄ

ａｎｄ

ＫＪ

Ｂｕｔｔｏｎ，

Ｆｅｒｒｉｍａｇｎｅｔｉｃｓ，

Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ

Ｆ

ＭｃＧｒａｗ−Ｈｉｌｌ，１

９６２．
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
光の領域における金属の負誘電率特性や、磁化されたフェライトの負透磁率特性は、自
然に存在する材料そのものの持つ性質であり、誘電率εや透磁率μの値を自由に設計する
ことはできない。従って、その値で決まる表面波伝播周波数帯域を自由に決定あるいは設
計することはできない。例えば、金属の負誘プラズモンよる表面プラズモンは光の領域の
現象であり、また、フェライトの表面波静磁波の伝送帯域は、印加する直流磁界の方向や
大きさによって決定されるが、現実的な数Ｔ（テスラ）の直流磁界を加えてもマイクロ波
領域が上限となる。また、これらの表面プラズモンや表面静磁波を励振する方法も容易で
はなかった。そこで、本発明は、金属、誘電体、磁性体、超伝導体、半導体等を、使用す
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る波長に比べて短い間隔で並べることで実効的に必要な性質を持つ媒質を構成するという
メタマテリアルの概念を用いて、正負誘電体媒質あるいは正負透磁率媒質を構成し、その
表面波を伝送する導波路を構成することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記目的を達成するために、この発明の請求項１に係るメタマテリアルでなる負透磁率
媒質は、誘電体基板の表面に方形の金属パッチを周囲に誘電体を残して形成し、該誘電体
基板の裏面には全面に接地導体を有する構造の単位セルを形成し、該単位セルの集合体に
より構成した。
【０００９】
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これにより、メタマテリアルでなる負透磁率媒質であるので、透磁率μの値を自由に設
計することはできるので、導波路に適用した場合、その値で決まる表面波伝播周波数帯域
を自由に決定あるいは設計することができる。
【００１０】
この発明の請求項２に係るメタマテリアルでなる負透磁率媒質は、誘電体基板の表面に
方形の金属パッチを周囲に誘電体を残して形成し、該誘電体基板の裏面には全面に接地導
体を有する構造の単位セルを形成し、該単位セルの集合体により構成した負透磁率媒質に
おいて、方形の金属パッチまたは単位セル自体の縦と横の辺の長さの比を変化させること
で異なる方向に対して異なる透磁率を持たせることにより、異方性をコントロール可能に
した。

20

【００１１】
これにより、単位セルを設計することで異方性のコントロールも可能となる。異方性の
コントロールにより、異なる方向に対して異なる透磁率持たせることが可能となり、この
媒質を使ったより自由度の高いデバイス設計が可能となる。
【００１２】
この発明の請求項３に係るメタマテリアルでなる負透磁率媒質は、六角形形状の誘電体
基板の表面に六角形形状の金属パッチを周囲に誘電体を残して形成し、該誘電体基板の裏
面には全面に接地導体を有する構造単位セルを形成し、該単位セルの集合体により構成し
た。
【００１３】
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これにより、異方性の小さいメタマテリアルでなる負透磁率媒質を得ることができ、透
磁率μの値を自由に設計することはできるので、導波路に適用した場合、その値で決まる
表面波伝播周波数帯域を自由に決定あるいは設計することができる。
【００１４】
この発明の請求項４に係るメタマテリアルでなる負誘電率媒質は、誘電体基板の表面に
金属ストリップを形成し、該誘電体基板の裏面には全面に接地導体を有する構造とし、該
金属ストリップと、それを真ん中あるいは真ん中以外から誘電体基板裏側の接地導体に結
ぶ金属のビアで構成される単位セルを形成し、該単位セルを集合して負誘電率媒質を構成
する際、該基板表面の金属ストリップは隣接するセル間の金属ストリップと接続して構成
した。
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【００１５】
これにより、メタマテリアルでなる負誘電率媒質であるので、誘電率εの値を自由に設
計することはできるので、導波路に適用した場合、その値で決まる表面波伝播周波数帯域
を自由に決定あるいは設計することができる。
【００１６】
この発明の請求項５に係るメタマテリアルでなる負誘電率媒質は、六角形形状の誘電体
基板の表面に、六角形の辺の中間を結ぶ六角形形状の金属ストリップを形成し、該誘電体
基板の裏面には全面に接地導体５を持つ構造とし、該誘電体基板の表面の金属ストリップ
と、それを真ん中あるいは真ん中以外から基板裏側の接地導体に結ぶ金属のビアで構成さ
れる単位セルを形成し、該単位セルを集合して負誘電率媒質を構成する際、該基板表面の
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金属ストリップは隣接するセル間の金属ストリップと接続して構成した。
【００１７】
これにより、正方形のものに比して異方性の小さいメタマテリアルでなる負誘電率媒質
を得ることができ、誘電率εの値を自由に設計することはできるので、導波路に適用した
場合、その値で決まる表面波伝播周波数帯域を自由に決定あるいは設計することができる
。
【００１８】
この発明の請求項６に係るメタマテリアルでなる負誘電率媒質は、上記請求項４または
請求項５記載のメタマテリアルでなる負誘電率媒質において、金属ストリップの形状の対
称性、単位セルの対称性、ビアの位置を変化させることで異なる方向に対して異なる誘電
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率を持たせることにより、異方性をコントロール可能に構成した。
【００１９】
これにより、単位セルを設計することで異方性のコントロールも可能となる。異方性の
コントロールにより、異なる方向に対して異なる誘電率持たせることが可能となり、この
媒質を使ったより自由度の高いデバイス設計が可能となる。
【００２０】
この発明の請求項７に係るメタマテリアルでなる正透磁率および正誘電率をもつ媒質は
、誘電体基板の表面に金属ストリップを四方に接続した二次元構造とし、誘電体基板の裏
面には全面にわたって接地導体が配置される単位セルを構成し、該単位セルの複数個を集
合体として構成した。
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【００２１】
これにより、メタマテリアルでなる正透磁率媒質あるいは正誘電率媒質であるので、透
磁率μ、誘電率εの値を自由に設計することができるので、導波路に適用した場合、その
値で決まる表面波伝播周波数帯域を自由に決定あるいは設計することができる。
【００２２】
この発明の請求項８に係る導波路は、上記請求項１乃至請求項３に記載のいずれかのメ
タマテリアルでなる負透磁率媒質と、上記請求項７に記載のメタマテリアルでなる正透磁
率媒質とを隣接・対向した構造とし、該両媒質の境界に表面波を伝播可能に構成した。
【００２３】
この発明の請求項９に係る導波路は、上記請求項４乃至請求項６に記載のいずれかのメ
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タマテリアルでなる負誘電率媒質と、上記請求項７に記載のメタマテリアルでなる正誘電
率媒質とを隣接・対向した構造とし、該両媒質の境界に表面波を伝播可能に構成した。
【００２４】
これにより、導波路中の波長はこれらの媒質の等価的な誘電率および透磁率によって決
まるが、これらの値を設計することで導波路中の波長を真空中の波長に比べて小さくする
ことができる。この波長短縮効果を利用して、小型共振器や小型遅延線を作製することが
可能である。また、単位セルを設計することで異方性のコントロールも可能となる。異方
性のコントロールにより、この媒質を使ったより自由度の高いデバイス設計が可能となる
。
【発明の効果】
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【００２５】
以上のように、本発明により、理論的に直流に近い低周波からＴＨｚ以上の様々な周波
数においても動作する表面波を伝送する導波路を作ることができる。この導波路中の波長
はこれらの媒質の等価的な誘電率および透磁率によって決まるが、これらの値を設計する
ことで導波路中の波長を真空中の波長に比べて小さくすることができる。この波長短縮効
果を利用して、小型共振器や小型遅延線を作製することが可能である。また、単位セルを
設計することで異方性のコントロールも可能となる。異方性のコントロールにより、この
媒質を使ったより自由度の高いデバイス設計が可能となる。
【００２６】
一方、光領域の表面プラズモンの励振は、誘電体プリズムやグレーティングを用いて波
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数の大きな励振波を作り出さなければならない。また、表面静磁波の励振にもトランスデ
ューサ等のマイクロ波帯の電磁波から静磁波への変換デバイスが必要であるが、本発明の
媒質の表面波モードは、平面回路との親和性がよく、マイクロストリップ線路等の通常の
平面回路から簡単に励振できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
本発明の基本構成は、図３の２次元伝送線路モデルに示すように、負透磁率媒質を対象
例とするもので、負透磁率媒質（μ−負媒質）と正透磁率媒質（μ−正媒質）との組合せ
の境界に表面波が伝播するものである。各媒質の単位セルの等価回路は右方に示し、この
等価回路の回路要素は表のような回路構成となる。以下に、負透磁率媒質、負誘電率媒質
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のそれぞれについて実施形態を説明する。
【実施例１】
【００２８】
図４は本発明の第１の実施例であり、透磁率媒質（メタマテリアル）を対象とし、負の
透磁率をもつ媒質（μ−負媒質）でなる周期構造負透磁率媒質１の概略図である。
【００２９】
図５（Ａ）は図４の負透磁率媒質１を構成する単位セル２である。これは、誘電体基板
３の表面に方形の金属パッチ４を周囲に誘電体を残して形成し、基板３の裏面には全面に
接地導体５を持つ構造となっている。
【００３０】
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図５（Ｂ）はこの単位セル２の等価回路である。この単位セル２は、隣り合う金属パッ
チ４に対して直列の容量Ｃを持ち、同時に誘電体基板３の裏面にある接地面に対して並列
の容量Ｃを有する。厳密には直列には寄生インダクタンスＬも考慮しなければならないが
、通常これは小さく無視できる。直列のインダクタンスＬが無視できる範囲でこの様な直
列容量Ｃと並列容量Ｃとを持つ媒質は、等価的に負の透磁率を持つ媒質となることが証明
されている。
【００３１】
図６は、これに対し正の透磁率および正の誘電率を合わせもつ媒質（μ−正媒質、ε−
正媒質）の単位セル６の構成を示す。これは既存のマイクロストリップ線路であり、誘電
体基板３の表面に金属ストリップ７を四方に接続した二次元構造とする。図５と同様、基
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板３の裏面には全面にわたって接地導体５が配置される。これら単位セル６の複数個を集
合体として構成することにより、図示していないが、正透磁率媒質あるいは正誘電率媒質
を得ることができる。
【００３２】
図７は、上記図４の負透磁率媒質１と、図６の単位セル６からなる正透磁率媒質７とを
左右に隣接して組合せた媒質の境界を表す概念図である。簡単のため、負透磁率媒質１お
よび正透磁率媒質７の周期は等しいとすれば、この境界自体も周期構造となる。
【００３３】
図８は、図７の１周期分の周期構造の境界に対して有限要素法に基づく三次元電磁界シ
ミュレーションを行って求めた、この境界を伝播する表面波の分散関係の計算結果である
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。 横 軸 は 、 こ の 表 面 波 の 波 数 β を π /ａ で 規 格 化 し た 値 （ ａ は 単 位 セ ル の １ 辺 の 長 さ 、 π
は円周率）であり、縦軸は伝播表面波の周波数である。この構造の場合、周波数が３．２
Ｇ Ｈ ｚ に 近 づ く に 従 っ て 、 β ａ /π が １ に 近 く な る 分 散 特 性 を も っ た 伝 播 波 が 存 在 す る こ
とがわかる。
【００３４】
図９は、図７の周期構造の８周期分の境界に対して、両端に金属壁を置き短絡して構成
した両端短絡型表面波モード共振器の基板表面上の電界分布の三次元有限要素法電磁界シ
ミュレーション結果である。図にはモード番号について、ｎ＝１，２，および３の各共振
モードに対する電磁界分布を示している。いずれの場合も、電界が境界に集中する表面波
が存在することがわかる。また、この様にして求めたｎ＝１〜７までの共振モードに対す
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る波数と周波数の関係を図８のグラフ上にプロットすると図中の点の様になる。各共振に
対応する点が表面波モードの分散関係と一致することから、確かにこれが表面波モードの
共振であることが確認できる。
【００３５】
表面パッチは正方形である必要はなく、直列の容量が付きさえすればどの様な形状であ
っても構わない。パッチ形状の対称性が崩れれば崩れるほど異方性が強くなる。例えば、
長方形パッチの場合、縦と横の辺の長さの比が大きくなればなるほど、縦方向の波の透磁
率と横方向の透磁率とがより大きく異なることになる。また、単位セル自体も同様に正方
形である必要はない。単位セル形状の対称性が崩れれば崩れるほど異方性が強くなる。こ
のようにして異方性をコントロールすることもできる。
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【実施例２】
【００３６】
次に他の実施例につき説明する。図１０は本発明の第２の実施例の負透磁率媒質概略図
を示している。図１０（Ａ）は六角形形状の負透磁率媒質の単位セル２の構造例である。
これは、六角形形状の誘電体基板５の表面に六角形形状の金属パッチ４を周囲に誘電体を
残して形成し、基板３の裏面には全面に接地導体５を持つ構造となっている。図１０（Ｂ
）は図１０（Ａ）の六角形形状の単位セル２を集合して構成された負透磁率媒質１である
。このような構成とすることにより、単位セル２と負透磁率媒質１のそれぞれの異方性を
小さくすることができる。
【００３７】
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こうして得られた図１０（Ａ）の負透磁率媒質１と、形状は六角形形状であるが、図６
と同じ構成の単位セル６からなる正透磁率媒質７とを、図７のように左右に隣接して組合
せた媒質により、該両媒質の境界に表面波を伝播する導波路を得ることができる。
【００３８】
上記実施例では負透磁率媒質の構成と負透磁率媒質と正透磁率媒質との組合せについて
説明したが、同様にして、負誘電率媒質と正誘電率媒質との組合せ構成とすることによっ
ても、両媒質により、該両媒質の境界に表面波を伝播する導波路を得ることができる。そ
こで、次に負誘電率媒質と正誘電率媒質との組合せによる実施例につき説明する。
【実施例３】
【００３９】
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図１１は本発明の第３の実施例で、負誘電率媒質１１の概略図を示し、負誘電率媒質１
１は複数の単位セル１２の集合により構成される。図１２（Ａ）は、図１１の負誘電率媒
質１１を構成する方形の単位セル１２である。誘電体基板１３の表面に金属ストリップ１
６を形成し、誘電体基板１３の裏面には全面に接地導体５を持つ構造とする。この金属ス
トリップ１６と、それを真ん中あるいは真ん中以外から基板裏側の接地導体１５に結ぶ金
属のビア（スルーホール）１４で構成される。負誘電率媒質を構成する際、基板表面の金
属ストリップ１６は隣接するセル間の金属ストリップと接続される。
【００４０】
図１２（Ｂ）はこの単位セル１２の等価回路である。表面の金属ストリップ１６は直列
のインダクタンスＬを持ち、同時にビア１４により接地導体１５に対して並列のインダク
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タンスＬを持っている。更に並列には接地導体１５に対して寄生のキャパシタンスＣが存
在するが、通常これは小さく無視してよい。並列キャパシタンスＣが小さい範囲でこの様
な直列インダクタンスＬと並列インダクタンスＬとを持つ媒質は、等価的に負の誘電率を
持つ媒質となることが証明できることも知られている。
【００４１】
この構成においても、金属ストリップ１６の形状の対称性、単位セル１２の対称性、ビ
ア１４の位置を変化させることで異方性をコントロールすることができる。即ち、異なる
方向に対して異なる誘電率を持たせることが可能である。
【００４２】
こうして得られた図１１の負誘電率媒質１１と、図６と同じ構成の単位セル６からなる
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正誘電率媒質７とを、図７のように左右に隣接して組合せた媒質により、該両媒質の境界
に表面波を伝播する導波路を得ることができる。
【実施例４】
【００４３】
次に負誘電率媒質についての他の実施例につき説明する。図１３は本発明の第４の実施
例である負誘電率媒質１１の概略図を示している。図１３（Ａ）は、六角形形状の負誘電
率媒質の単位セル１２の構造の例である。
【００４４】
これは、六角形形状の誘電体基板１３の表面に、六角形の辺の中間を結ぶ六角形形状の
金属ストリップ１６を形成し、基板１３の裏面には全面に接地導体５を持つ構造となって
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いる。誘電体基板１３の表面の金属ストリップ１６と、それを真ん中あるいは真ん中以外
から基板裏側の接地導体１５に結ぶ金属のビア（スルーホール）１４で構成される。負誘
電率媒質を構成する際、基板表面の金属ストリップ１６は隣接するセル間の金属ストリッ
プと接続される。
【００４５】
図１３（Ｂ）は図１３（Ａ）の六角形形状の単位セル１２を集合して構成された負誘電
率媒質１１である。このような構成とすることにより、単位セル１２と負誘電率媒質１１
のそれぞれの異方性を正方形のものに比べて小さくすることができる。
【００４６】
この構成においても、金属ストリップ１６の形状の対称性、単位セル１２の対称性、ビ
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ア１４の位置を変化させることで異方性をコントロールすることができる。即ち、異なる
方向に対して異なる誘電率を持たせることが可能である。
【００４７】
こうして得られた図１３の負誘電率媒質１１と、形状は六角形形状であるが、図６と同
じ構成の単位セル６からなる正誘電率媒質７とを、図７のように左右に隣接して組合せた
媒質により、該両媒質の境界に表面波を伝播する導波路を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
本発明はメタマテリアルでなる負誘電率媒体あるいは負透磁率媒体の特性を必要とする
回路要素として広く利用できると共に、それらを用いた表面波を伝播する導波路を形成で
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き、超小型通信用の共振器、フィルタ、発振器等のデバイスの構成要素として広く適用で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】誘電率ε、透磁率μと媒質との関係領域図である。
【図２】表面波の伝播状態図である。
【図３】２次元伝送線路モデル図である。
【図４】本発明の周期構造負透磁率媒質の概略図である。
【図５】本発明の負透磁率媒質を構成する単位セルと等価回路である。
【図６】正の誘電率と透磁率を持つ媒質の単位セルである。
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【図７】本発明の負透磁率媒質と正透磁率媒質の境界を表す概念図である。
【図８】本発明の媒質の表面波モードの分散関係図である。
【図９】両端短絡表面波モード共振器の基板表面上の電界強度分布図である。
【図１０】六角形形状負透磁率媒質単位セルとその媒質構成図である。
【図１１】負誘電率媒質の概略図である。
【図１２】負誘電率媒質単位セルとその等価回路である。
【図１３】六角形形状負透磁率媒質単位セルとそれによる負透磁率媒質構成図である。
【符号の説明】
【００５０】
１

負透磁率媒質
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２

負透磁率媒質の単位セル

３，１３

誘電体基板

４

金属方形パッチ

５，１５

接地導体（裏面）

６

正透磁率および正誘電率の媒質の単位セル

７，１６

金属ストリップ

１１

負誘電率媒質

１２

負誘電率媒質の単位セル

１４

金属のビア（スルーホール）

【図１】

【図２】

【図３】

JP 2006‑245926 A 2006.9.14

(10)
【図４】
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【図６】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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