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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板に実装された、半導体チップをそれぞれに含む複数の半導体パッケー
ジを有するモジュールであって、
　前記複数の半導体パッケージ間において、信号の送受信を無線通信で行えるように、前
記複数の半導体パッケージ内には、それぞれ前記半導体チップとは独立して設けられた第
１無線通信素子を有し、
　前記第１無線通信素子は、アンテナとＲＦ回路を有し、
　前記複数の半導体パッケージのそれぞれの前記第１無線通信素子の表面の一部には、シ
ールド層が設けられていない箇所を有し、前記シールド層が設けられていない箇所のみを
経由して電磁波が入出力され、信号の送受信が行われることを特徴とするモジュール。
【請求項２】
　前記複数の半導体パッケージのそれぞれは、前記半導体チップを封止する樹脂部を更に
含む請求項１に記載のモジュール。
【請求項３】
　前記複数の半導体パッケージのそれぞれは、前記半導体チップを封止する樹脂部を更に
含み、
　前記第１無線通信素子は、前記樹脂部の内部又は表面に設けられている請求項１に記載
のモジュール。
【請求項４】
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　前記複数の半導体パッケージのそれぞれは、前記半導体チップが載置されるインターポ
ーザを更に含む請求項１に記載のモジュール。
【請求項５】
　前記複数の半導体パッケージのそれぞれは、前記半導体チップが載置されるインターポ
ーザを更に含み、
　前記第１無線通信素子は、前記インターポーザの内部又は表面に設けられている請求項
１に記載のモジュール。
【請求項６】
　前記基板は、基材の一主面のみに導体パターンが形成された片面基板又は基材の両主面
のみに導体パターンが形成された両面基板であり、
　前記複数の半導体パッケージのそれぞれは、前記導体パターン上に実装されている請求
項１に記載のモジュール。
【請求項７】
　前記導体パターンは、電源端子及びグランド端子からなる群から選択される少なくとも
１つの端子から構成されている請求項６に記載のモジュール。
【請求項８】
　前記基板上に、前記複数の半導体パッケージのそれぞれに含まれる前記第１無線通信素
子の少なくとも１つと信号の送受信を無線通信で行う第２無線通信素子と、前記第２無線
通信素子と電気的に接続された電子部品とが更に実装されている請求項１に記載のモジュ
ール。
【請求項９】
　請求項１に記載のモジュールを含む実装構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の半導体パッケージを含むモジュール及びこれを用いた実装構造体に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電子機器の小型化、高機能化に伴って、電子機器に含まれる半導体チップの多ピ
ン化や、電子機器を構成する各種電子部品の小型化が進み、それらを搭載する基板の配線
数及び配線密度は飛躍的に増大している。特に、半導体チップの端子数や半導体チップか
ら引き出されるリード数が急速に増加したことによって、半導体チップの端子の狭ピッチ
化や、半導体チップが実装される基板（プリント基板）の配線の狭ピッチ化が進んでいる
。そのため、半導体チップの半田付けが技術的に困難になりつつある。また、半導体チッ
プが実装される基板の多層化や微細化が進んでいるため、基板の高コスト化が顕在化しつ
つある。
【０００３】
　また、電子部品の高密度実装化、及び電子部品が実装された基板の高機能化への要求に
応えるために、１チップの半導体デバイスに数多くの機能を搭載させたシステムＬＳＩ（
Large Scale Integrated Circuit）を用いたシステム・オン・チップ（ＳＯＣ）技術や、
１つ以上の半導体チップと複数の能動部品や受動部品とによって１つのパッケージ品を構
成したシステム・イン・パッケージ（ＳＩＰ）技術が盛んに研究・開発されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、１つのＩＣ（Integrated Circuit）チップに駆動素子と制御
回路とを内蔵した半導体装置が提案されている。
【０００５】
　図１１に、特許文献１に提案された半導体装置の構成図を示す。図１１に示すように、
半導体装置２００は、基板２０１と、基板２０１上に分離して設けられた駆動用ＩＣチッ
プ２０２及び制御用ＩＣチップ２０３とを有する。
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【０００６】
　駆動用ＩＣチップ２０２には、送受信用アンテナ２０２ａと、送受信用アンテナ２０２
ａに接続されたＲＦ（Radio Frequency）回路２０２ｂと、駆動素子２０２ｃと、ＲＦ回
路２０２ｂによって復調された信号により駆動素子２０２ｃを駆動させるための信号を検
出する制御信号検出回路２０２ｄと、駆動素子２０２ｃに異常が発生した際にその異常を
検出する異常検出回路２０２ｅとが内蔵されている。一方、制御用ＩＣチップ２０３には
、送受信用アンテナ２０３ａと、送受信用アンテナ２０３ａに接続されたＲＦ回路２０３
ｂと、駆動用ＩＣチップ２０２に内蔵された駆動素子２０２ｃを制御する制御回路２０３
ｃとが内蔵されている。
【０００７】
　半導体装置２００は、送受信用アンテナ２０２ａ，２０３ａを介して、駆動用ＩＣチッ
プ２０２と制御用ＩＣチップ２０３との間の信号の伝送を行うため、ＩＣチップ間におい
て信号の伝送を無線により行うことができる。これにより、ＩＣチップ間の信号の伝送経
路を形成するための配線等を省略できるため、半導体装置全体を小型化することができる
。更に、駆動素子２０２ｃと制御回路２０３ｃとを異なるＩＣチップに内蔵することによ
り、駆動素子２０２ｃから発生した熱が制御回路２０３ｃに伝搬してしまうことを防止す
ることができるため、制御回路２０３ｃの性能の低下を防止することができる。
【特許文献１】特開２００３－２１８３１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に提案された半導体装置２００では、各ＩＣチップ２０２，２０３
において、半導体本来の機能である演算、記憶等の機能を司るブロックに加え、信号伝送
のための回路ブロックが必要となるため、製造コストが高くなる。また既存の半導体チッ
プを用いることができず汎用性に欠ける。
【０００９】
　更に、ＩＣチップ２０２，２０３内に、それぞれＲＦ回路２０２ｂ，２０３ｂを設けて
いるので、駆動素子２０２ｃや制御回路２０３ｃへの電磁波ノイズの影響が大きくなる。
また、仮に、電磁波ノイズに起因する異常を異常検出回路２０２ｅで検知できたとしても
、異常が発生している間、半導体装置２００が正常な動作を実行できないことにかわりは
ない。
【００１０】
　本発明は、小型化及び製造コストの低減が可能な上、電磁波ノイズの影響を受け難いモ
ジュールとこれを用いた実装構造体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のモジュールは、基板と、前記基板に実装された、半導体チップをそれぞれに含
む複数の半導体パッケージを有するモジュールであって、前記複数の半導体パッケージ間
において、信号の送受信を無線通信で行えるように、前記複数の半導体パッケージ内には
、それぞれ前記半導体チップとは独立して設けられた第１無線通信素子を有し、前記第１
無線通信素子は、アンテナとＲＦ回路を有し、前記複数の半導体パッケージのそれぞれの
前記第１無線通信素子の表面の一部には、シールド層が設けられていない箇所を有し、前
記シールド層が設けられていない箇所のみを経由して電磁波が入出力され、信号の送受信
が行われることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の実装構造体は、上述した本発明のモジュールを含む実装構造体である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のモジュールによれば、複数の半導体パッケージのそれぞれが、複数の半導体パ
ッケージ間における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う第１無線通信素子
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を含むため、配線の数を少なくすることができる。これにより、小型化が可能なモジュー
ルを提供できる。また、第１無線通信素子が半導体チップと独立して構成されているため
、第１無線通信素子及び半導体チップの双方とも既存の製品が使用できる。これにより、
モジュールの製造コストの低減が可能となる。また、第１無線通信素子が半導体チップと
独立して構成されているため、半導体チップへの電磁波ノイズの影響を低減することがで
きる。また、本発明の実装構造体は、上述した本発明のモジュールを含むため、上述と同
様に、小型化及び製造コストの低減が可能な上、電磁波ノイズの影響を受け難い実装構造
体を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明のモジュールは、基板と、当該基板に実装された、半導体チップをそれぞれ含む
複数の半導体パッケージとを有する。
【００１５】
　基板を構成する基材については特に限定されず、例えば、厚みが１００～５００μｍ程
度のガラス・エポキシ基材等が使用できる。半導体チップについても特に限定されず、例
えば既存のＩＣチップやＬＳＩチップ等が使用できる。半導体パッケージの個数について
は、２個以上であればよく、モジュールが使用される電子機器の性能等を考慮して適宜設
定すればよい。
【００１６】
　そして、本発明のモジュールは、複数の半導体パッケージのそれぞれが、複数の半導体
パッケージ間における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う第１無線通信素
子を含む。これにより、配線の数を少なくすることができるため、モジュールの小型化が
可能となる。
【００１７】
　第１無線通信素子は特に限定されず、例えば既存のＲＦ（Radio Frequency）素子等が
使用できる。第１無線通信素子の形状についても特に限定されず、平板状、棒状、球状等
の様々な形状のものが使用できる。モジュールの小型化をより容易にするためには、第１
無線通信素子として、例えば１～２０ｍｍの範囲内で到達できる程度の出力（例えば１～
１００ｍＷ）で電磁波を送受信できる無線通信素子を使用するのが好ましい。また、第１
無線通信素子としてＲＦ素子を使用する場合、信号の伝送速度を向上させるためには、周
波数が２～２０ＧＨｚのＲＦ信号を送受信できるものを使用するのが好ましい。
【００１８】
　また、本発明のモジュールは、第１無線通信素子が半導体チップと独立して構成されて
いる。これにより、第１無線通信素子及び半導体チップの双方とも既存の製品が使用でき
るため、モジュールの製造コストの低減が可能となる。更に、半導体チップへの電磁波ノ
イズの影響を低減することもできる。なお、「独立して構成されている」とは、第１無線
通信素子及び半導体チップが、それぞれ個別に作製されていることをいう。
【００１９】
　また、第１無線通信素子及び半導体チップの双方とも既存の製品を使用する場合は、こ
れらを規格標準として共通化することにより、製品コストの低下が実現できる。
【００２０】
　また、第１無線通信素子が半導体チップと独立して構成されているため、従来の半導体
装置（図１１参照）では困難であったリペアを、第１無線通信素子又は半導体チップを個
々に交換するだけで簡易に行うことができる。
【００２１】
　なお、本発明のモジュールにおける第１無線通信素子により行われる無線通信と、情報
通信機器（例えば、ノートパソコン、デスクトップパソコン、携帯電話等）で行われる無
線通信（例えば、無線ＬＡＮ、Bluetooth等）とは本質的に異なる。そのような情報通信
機器で行われる無線通信は、単に、機器外部からの情報を受信し、又は、機器内部からの
情報を発信するものであり、本発明のように、モジュール内の各半導体パッケージに含ま
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れる半導体チップ同士の信号の送受信を行う無線通信ではないからである。
【００２２】
　勿論、本発明のモジュールを複数組み合わせて、モジュール内における半導体チップ同
士の信号の送受信を行うための無線通信と、モジュール間における半導体チップ同士の信
号の送受信を行うための無線通信とを併用できるように構成することも可能である。その
ような例については後述する。
【００２３】
　本発明のモジュールは、複数の半導体パッケージのそれぞれが、半導体チップを封止す
る樹脂部を更に含むモジュールであってもよい。半導体チップの劣化を防止できるからで
ある。また、この場合は、第１無線通信素子が樹脂部の内部又は表面に設けられていても
よい。第１無線通信素子と半導体チップとが近接するため、半導体チップ同士の信号の送
受信をより確実に行うことができるからである。特に、第１無線通信素子が樹脂部の内部
に設けられていると、第１無線通信素子の劣化を防止できるため好ましい。なお、樹脂部
に使用される樹脂材料は、特に限定されないが、例えばエポキシ樹脂やフェノール樹脂等
が使用できる。また、樹脂部の厚みは、例えば０．２～２ｍｍの範囲である。
【００２４】
　本発明のモジュールは、複数の半導体パッケージのそれぞれが、電磁波を遮断するシー
ルド層を更に含むモジュールであってもよい。電磁波ノイズを低減することができるから
である。シールド層は、電磁波を遮断する材料を含む層であれば特に限定されず、例えば
、銅、アルミニウム、ニッケル等の金属材料からなる金属層（金属箔、めっき層等）、フ
ェライト等からなる磁性材料層、金属や磁性材料等を樹脂に分散させた複合材料層等を使
用することができる。シールド層の厚みは、例えば５～５０μｍ程度の範囲である。
【００２５】
　上記シールド層は、第１無線通信素子の表面の一部に設けられていてもよい。これによ
り、第１無線通信素子において、シールド層が設けられていない箇所のみを経由して電磁
波が入出力されるため、必要な電磁波のみを送受信することができる。
【００２６】
　本発明のモジュールは、複数の半導体パッケージのそれぞれが、半導体チップを載置す
るためのインターポーザを更に含むモジュールであってもよい。この構成によれば、半導
体チップをインターポーザに載置した状態で半導体チップの性能を検査することができる
ため、半導体パッケージを基板に実装する前に半導体チップの性能の良否を判断すること
ができる。これにより、モジュールの製造工程における歩留まりを向上させることができ
る。また、この場合は、第１無線通信素子が、インターポーザの内部又は表面に設けられ
ていてもよい。半導体パッケージを基板に実装する前に、半導体チップの性能だけでなく
第１無線通信素子の性能も検査できるからである。特に、第１無線通信素子がインターポ
ーザの内部に設けられていると、インターポーザ上の実装面積を有効に利用することがで
きるため好ましい。なお、インターポーザとしては、ガラス・エポキシ基板、アラミド・
エポキシ基板等のリジッド基板や、ポリイミドフィルム等を用いたフレキシブル基板、更
には、保護回路、検査回路等が形成されたシリコン半導体基板等を使用することができる
。また、インターポーザの厚みは、例えば、１００～５００μｍ程度の範囲である。
【００２７】
　また、本発明のモジュールは、半導体パッケージが実装される基板が、基材の一主面の
みに導体パターンが形成された片面基板又は基材の両主面のみに導体パターンが形成され
た両面基板であり、複数の半導体パッケージのそれぞれが、上記導体パターン上に実装さ
れているモジュールであってもよい。モジュールの小型化、及びモジュールの製造コスト
の低減がより容易となるからである。この場合、上記導体パターンは、電源端子及びグラ
ンド端子からなる群から選択される少なくとも１つの端子から構成されていてもよい。モ
ジュールの小型化、及びモジュールの製造コストの低減がより一層容易となるからである
。なお、上記端子の構成材料には、銅や金等の慣用の導電材料を使用することができる。
【００２８】
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　また、本発明のモジュールは、複数の半導体パッケージのそれぞれに含まれる第１無線
通信素子の少なくとも１つと信号の送受信を無線通信で行う第２無線通信素子と、第２無
線通信素子と電気的に接続された電子部品とを更に含むモジュールであってもよい。半導
体パッケージに含まれる半導体チップと上記電子部品との間における信号の送受信を、第
１無線通信素子及び第２無線通信素子を介して無線通信で行うことができるため、半導体
チップと上記電子部品との間の配線等を省略することによってモジュールの小型化がより
容易となるからである。なお、第２無線通信素子としては、上述した第１無線通信素子と
同様のものが使用できる。また、上記電子部品は特に限定されず、例えば、半導体チップ
等の能動部品やコンデンサ等の受動部品等を使用することができる。
【００２９】
　本発明の実装構造体は、上述した本発明のモジュールを含む。これにより、上述と同様
に、小型化及び製造コストの低減が可能な上、電磁波ノイズの影響を受け難い実装構造体
を提供できる。以下、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００３０】
　［第１実施形態］
　まず、本発明の第１実施形態に係るモジュールについて図面を参照して説明する。参照
する図１は、第１実施形態に係るモジュールの模式断面図である。また、参照する図２は
、第１実施形態に係るモジュールに含まれる半導体パッケージを基板側から見た概略平面
図である。
【００３１】
　図１に示すように、第１実施形態に係るモジュール１は、基板１２と、基板１２に実装
された、半導体チップ１０をそれぞれ含む複数の半導体パッケージ１１ａ，１１ｂ・・・
（以下、単に「半導体パッケージ１１ａ，１１ｂ」とする）とを有する。
【００３２】
　半導体チップ１０は、ボンディングワイヤ１３と、半田等からなる導電部１４とを介し
て、基板１２を構成する基材１２ａの一主面に形成された端子１２ｂに電気的に接続され
ている。なお、端子１２ｂとしては、例えば電源端子及びグランド端子からなる群から選
択される少なくとも１つの端子を使用することができる。
【００３３】
　そして、半導体パッケージ１１ａ，１１ｂのそれぞれは、半導体パッケージ１１ａ，１
１ｂ間における半導体チップ１０同士の信号の送受信を無線通信で行う第１無線通信素子
１６を含む。この第１無線通信素子１６は、銅や半田等の導電材料からなる導電部１７を
介して、半導体チップ１０と電気的に接続されている。そして、半導体パッケージ１１ａ
，１１ｂのそれぞれに含まれる半導体チップ１０同士の信号の送受信を行う場合は、半導
体パッケージ１１ａに含まれる第１無線通信素子１６と、半導体パッケージ１１ｂに含ま
れる第１無線通信素子１６との間で無線通信により信号を送受信することによって行う。
即ち、第１無線通信素子１６を介して半導体チップ１０同士の信号の送受信を無線通信で
行う。また、モジュール１内の隣接していない半導体パッケージ（図示せず）のそれぞれ
に含まれる半導体チップ１０同士の信号の送受信についても上述と同様に行う。これによ
り、配線の数を少なくすることができるため、モジュール１の小型化が可能となる。なお
、無線通信を確実に行うためには、相互に送受信を行う第１無線通信素子１６間の間隔は
、５ｍｍ以下であることが好ましい。
【００３４】
　また、第１無線通信素子１６は、半導体チップ１０と独立して構成されている。これに
より、第１無線通信素子１６及び半導体チップ１０の双方とも既存の製品が使用できるた
め、モジュール１の製造コストの低減が可能となる。更に、第１無線通信素子１６により
行われる無線通信が半導体チップ１０の内部回路に与える電磁波ノイズ等の影響を緩和す
ることもできる。
【００３５】
　また、半導体パッケージ１１ａ，１１ｂのそれぞれは、半導体チップ１０を封止する樹
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脂部１８を更に含む。これにより、半導体チップ１０の劣化を防止できる。
【００３６】
　また、モジュール１では、半導体チップ１０同士の信号の送受信を無線通信で行うため
、端子１２ｂの数を従来に比べ少なくできる。よって、従来に比べ端子１２ｂの間隔を拡
大することができるため、半導体パッケージ１１ａ，１１ｂの基板１２への実装（例えば
半田付けによる実装）が容易となる。これにより、モジュール１の製造段階における歩留
まりを向上させることができるとともに、製造コストの低減がより容易となる。
【００３７】
　また、モジュール１では、基板１２が、基材１２ａの一主面のみに端子１２ｂ及び配線
１２ｃからなる導体パターンが形成された片面基板であり、半導体パッケージ１１ａ，１
１ｂのそれぞれが、端子１２ｂ上に実装されている。これにより、重厚かつ高価な多層基
板等を使用する必要がなくなるため、モジュール１の小型化、及びモジュール１の製造コ
ストの低減がより容易となる。
【００３８】
　また、図２に示すように、第１無線通信素子１６における基板１２（図１参照）に面す
る表面の一部には、電磁波を遮断するシールド層１９（図２中のハッチを付した箇所）が
設けられている。これにより、電磁波ノイズを低減することができる上、第１無線通信素
子１６において、シールド層１９が設けられていない箇所１６ａのみを経由して電磁波が
入出力されるため、必要な電磁波のみを送受信することができる。
【００３９】
　また、モジュール１によれば、半導体パッケージ１１ａ，１１ｂのそれぞれに含まれる
半導体チップ１０同士の信号の送受信を無線通信で行うことができるため、半導体パッケ
ージ１１ａ，１１ｂを協働して動作させることができる。
【００４０】
　次に、本実施形態の詳細な構成の一例を説明する。半導体チップ１０の外形は、例えば
一辺が２～１５ｍｍの長方形で、その厚さは例えば０．１～０．５ｍｍである。半導体チ
ップ１０としては、例えば既存のＬＳＩチップ等を用いることができる。樹脂部１８の外
形は、例えば一辺が３～２０ｍｍの長方形で、その厚さは例えば０．３～１．０ｍｍであ
る。第１無線通信素子１６の外形は、例えば一辺が２～４ｍｍの長方形で、その厚さは例
えば０．１～０．５ｍｍである。第１無線通信素子１６としては、例えば既存のＲＦ素子
等を用いることができる。なお、第１無線通信素子１６にはアンテナが接続されているこ
とが好ましい。
【００４１】
　なお、一般的なモジュールでは金属配線を介して信号の伝送を行うため、信号の伝送ク
ロックスピードが最大２００ＭＨｚ程度であったが、本実施形態では無線通信により信号
の伝送を行うため、信号の伝送クロックスピードを、例えば１０００ＭＨｚ以上（一例を
挙げると、約１～１０ＧＨｚ）にすることが可能である。
【００４２】
　以上、本発明の第１実施形態に係るモジュール１について説明したが、本発明は上記実
施形態には限定されない。例えば、第１無線通信素子を樹脂部の内部に設けたモジュール
としてもよい。また、樹脂部を使用せずにモジュールを構成してもよい。
【００４３】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係るモジュールについて図面を参照して説明する。参照
する図３は、第２実施形態に係るモジュールの模式断面図である。なお、図１と同一の構
成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００４４】
　図３に示すように、第２実施形態に係るモジュール２は、基板１２と、基板１２に実装
された、半導体チップ２０をそれぞれ含む複数の半導体パッケージ２１ａ，２１ｂ・・・
（以下、単に「半導体パッケージ２１ａ，２１ｂ」とする）とを有する。そして、半導体
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パッケージ２１ａ，２１ｂのそれぞれは、半導体チップ２０が載置されたインターポーザ
２２を更に含む。
【００４５】
　半導体チップ２０は、半導体チップ２０ａと、半導体チップ２０ａ上に積層された半導
体チップ２０ｂとを含む。半導体チップ２０ａは、半田等からなる導電部２３を介してイ
ンターポーザ２２に実装されている。半導体チップ２０ｂは、ボンディングワイヤ１３を
介してインターポーザ２２に実装されている。そして、導電部２３とボンディングワイヤ
１３とは、インターポーザ２２に設けられた導体パターン（図示せず）を介して電気的に
接続されている。よって、半導体チップ２０ａと半導体チップ２０ｂとは、導電部２３、
インターポーザ２２に設けられた導体パターン及びボンディングワイヤ１３を介して電気
的に接続されている。また、インターポーザ２２に設けられた導体パターンは、インター
ポーザ２２に設けられたビア導体（図示せず）及び導電部１４を介して端子１２ｂに電気
的に接続されている。
【００４６】
　そして、半導体パッケージ２１ａ，２１ｂのそれぞれは、半導体パッケージ２１ａ，２
１ｂ間における半導体チップ２０同士の信号の送受信を無線通信で行う第１無線通信素子
１６を含む。この第１無線通信素子１６は、導電部１７を介して半導体チップ２０ｂと電
気的に接続されている。これにより、上述した第１実施形態に係るモジュール１（図１参
照）と同様に、半導体パッケージ２１ａ，２１ｂのそれぞれに含まれる半導体チップ２０
同士の信号の送受信を無線通信で行うことができるため、配線等を省略することによって
モジュール２の小型化が可能となる。
【００４７】
　また、第１無線通信素子１６は、半導体チップ２０と独立して構成されている。これに
より、上述した第１実施形態に係るモジュール１（図１参照）と同様に、モジュール２の
製造コストの低減が可能となる。更に、第１無線通信素子１６により行われる無線通信が
半導体チップ２０の内部回路に与える電磁波ノイズ等の影響を緩和することもできる。
【００４８】
　また、半導体パッケージ２１ａ，２１ｂのそれぞれは、半導体チップ２０を載置するた
めのインターポーザ２２を含むため、半導体チップ２０をインターポーザ２２に載置した
状態で半導体チップ２０の性能を検査することができる。よって、半導体パッケージ２１
ａ，２１ｂを基板１２に実装する前に半導体チップ２０の性能の良否を判断することがで
きる。これにより、モジュール２の製造工程における歩留まりを向上させることができる
。
【００４９】
　また、半導体パッケージ２１ａ，２１ｂのそれぞれは、インターポーザ２２上に形成さ
れた、半導体チップ２０及び第１無線通信素子１６を封止する樹脂部１８を更に含む。こ
れにより、半導体チップ２０及び第１無線通信素子１６の劣化を防止できる。
【００５０】
　以上、本発明の第２実施形態に係るモジュール２について説明したが、本発明は上記実
施形態には限定されない。例えば、上記実施形態では、半導体チップとして、２つの半導
体チップが積層されたものを使用したが、１つの半導体チップからなるものを使用しても
よい。
【００５１】
　また、第１無線通信素子１６が、インターポーザ２２の内部又は表面に設けられていて
もよい。特に、第１無線通信素子１６がインターポーザ２２の内部に設けられていると、
インターポーザ２２上の実装面積を有効に利用することができるため好ましい。また、イ
ンターポーザ２２を基板１２側から見た概略平面図である図４に示すように、第１無線通
信素子１６をインターポーザ２２の内部に設け、更に、インターポーザ２２の表面の一部
（図４では側面の一部）に、電磁波を遮断するシールド層２５（図４中のハッチを付した
箇所）を設けてもよい。これにより、電磁波ノイズを低減することができる上、インター
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ポーザ２２において、シールド層２５が設けられていない箇所のみを経由して電磁波が入
出力されるため、必要な電磁波のみを送受信することができる。
【００５２】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係るモジュールについて図面を参照して説明する。参照
する図５は、第３実施形態に係るモジュールの模式断面図である。なお、図３と同一の構
成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００５３】
　図５に示すように、第３実施形態に係るモジュール３は、半導体パッケージ２１ａ，２
１ｂのそれぞれに含まれる第１無線通信素子１６の少なくとも１つと信号の送受信を無線
通信で行う第２無線通信素子３０と、第２無線通信素子３０と電気的に接続された電子部
品３１とを含む。第２無線通信素子３０は、銅や半田等の導電材料からなる導電部３２を
介して基板１２の配線１２ｃ上に実装されている。電子部品３１は、図示しない導電部材
を介して第２無線通信素子３０と電気的に接続され、かつ基板１２の配線１２ｃ上に実装
されている。その他は、上述した第２実施形態に係るモジュール２（図３参照）と同様で
ある。よって、第３実施形態に係るモジュール３によっても、第２実施形態に係るモジュ
ール２と同様の効果を発揮させることができる。
【００５４】
　また、モジュール３は、上記構成により、半導体パッケージ２１ａ，２１ｂに含まれる
半導体チップ２０の少なくとも１つと電子部品３１との間における信号の送受信を、第１
無線通信素子１６及び第２無線通信素子３０を介して無線通信で行うことができる。これ
により、半導体チップ２０と電子部品３１との間の配線を省略することができるため、モ
ジュール３の小型化がより容易となる。
【００５５】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態に係る実装構造体について図面を参照して説明する。参照
する図６は、第４実施形態に係る実装構造体の模式断面図である。なお、図１と同一の構
成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００５６】
　図６に示すように、第４実施形態に係る実装構造体４は、本発明の一実施形態に係るモ
ジュール４０と、回路基板４１と、モジュール４０と回路基板４１とを電気的に接続する
電源コネクタ４２とを含む。
【００５７】
　モジュール４０は、基板１２と、基板１２に実装された、半導体チップ１０をそれぞれ
含む半導体パッケージ４３ａ，４３ｂとを有する。また、モジュール４０は、基板１２の
配線１２ｃ上に実装された電子部品４４，４５を更に含む。このうち、電子部品４５は、
配線１２ｃ上に銅や半田等の導電材料からなる導電部５０を介して実装されており、この
電子部品４５と基材１２ａとの間には、エポキシ樹脂等からなる封止樹脂５１が充填され
ている。
【００５８】
　半導体パッケージ４３ａ，４３ｂのそれぞれは、半導体パッケージ４３ａ，４３ｂ間に
おける半導体チップ１０同士の信号の送受信を無線通信で行う第１無線通信素子１６を含
む。この第１無線通信素子１６は、導電部１７を介して半導体チップ１０と電気的に接続
されている。半導体チップ１０は、導電部１４を介して端子１２ｂに電気的に接続されて
いる。
【００５９】
　回路基板４１は、基板４１ａと、半導体パッケージ４３ａに含まれる第１無線通信素子
１６と信号の送受信を無線通信で行う第３無線通信素子４６ａと、半導体パッケージ４３
ｂに含まれる第１無線通信素子１６と信号の送受信を無線通信で行う第３無線通信素子４
６ｂとを含む。第３無線通信素子４６ａ，４６ｂは、それぞれ半導体パッケージ４３ａ，
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４３ｂに含まれる第１無線通信素子１６，１６に面して配置され、かつ銅や半田等の導電
材料からなる導電部４７を介して基板４１ａの配線４１１ａ上に実装されている。
【００６０】
　また、回路基板４１は、基板４１ａの配線４１１ａ上に実装された電子部品４８ａ，４
８ｂ，４９を更に含む。このうち電子部品４８ａ，４８ｂは、図示しない導電部材を介し
て、それぞれ第３無線通信素子４６ａ，４６ｂと電気的に接続されている。また、電子部
品４９は、上述した電子部品４５と同様に、配線４１１ａ上に導電部５０を介して実装さ
れており、この電子部品４９と基板４１ａとの間には、封止樹脂５１が充填されている。
【００６１】
　以上のように構成された実装構造体４は、上述した第１～第３実施形態と同様に、半導
体パッケージ４３ａ，４３ｂのそれぞれに含まれる半導体チップ１０同士の信号の送受信
を無線通信で行うことができる。また、半導体パッケージ４３ａに含まれる半導体チップ
１０と電子部品４８ａとの間における信号の送受信を、第１無線通信素子１６及び第３無
線通信素子４６ａを介して無線通信で行うことができる。更に、半導体パッケージ４３ｂ
に含まれる半導体チップ１０と電子部品４８ｂとの間における信号の送受信を、第１無線
通信素子１６及び第３無線通信素子４６ｂを介して無線通信で行うことができる。これに
より、配線の数を少なくすることができるため、実装構造体４の小型化が可能となる。
【００６２】
　また、上述したように、半導体パッケージ４３ａ，４３ｂのそれぞれに含まれる半導体
チップ１０と、電子部品４８ａ又は電子部品４８ｂとの間の信号の送受信を無線通信によ
って行うことができるので、図６に示すように、モジュール４０と回路基板４１とを電源
コネクタ４２のみによって互いに電気的に接続することができる。つまり、モジュール４
０と回路基板４１との間における信号伝送用の接続（配線、ビア導体等）を省略すること
ができる。
【００６３】
　また、実装構造体４によれば、本発明の一実施形態に係るモジュール４０を含むため、
上述と同様に製造コストの低減が可能な上、電磁波ノイズの影響を受け難い実装構造体を
提供できる。なお、電子部品４４，４５，４８ａ，４８ｂ，４９は特に限定されず、例え
ば、半導体チップ等の能動部品やコンデンサ等の受動部品等を使用することができる。
【００６４】
　以上、本発明の第４実施形態に係る実装構造体４について説明したが、本発明は上記実
施形態には限定されない。例えば、半導体チップを封止する樹脂部を更に含む実装構造体
としてもよい。また、本発明の一実施形態に係るモジュールを複数含む実装構造体として
もよい。
【００６５】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態として、本発明の一実施形態に係るモジュールを複数組み
合わせて携帯電話に使用した例について説明する。参照する図７は、本発明の一実施形態
に係るモジュールが複数使用されている携帯電話の概略斜視図である。また、参照する図
８は、図７の携帯電話に使用されている本発明の一実施形態に係るモジュールを複数組み
合わせた状態について、模式的に示した概略斜視図である。なお、図８においては、各モ
ジュールにおける第１無線通信素子以外の構成要素は省略している。また、図１と同一の
構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００６６】
　図７に示すように、携帯電話１０１は、第１筐体部６０と、第２筐体部６１と、第１筐
体部６０と第２筐体部６１との間に配置されたヒンジ部６２と、第１筐体部６０に設けら
れたキーユニット（入力手段）６３と、第２筐体部６１に設けられた液晶ユニット（表示
手段）６４とを含む。
【００６７】
　第１筐体部６０の内部には、図８に示すように、キーユニット６３を制御するモジュー
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ル６５と、外部通信部（図示せず）を制御するモジュール６６と、ロジックモジュールで
あるモジュール６７とが設けられている。また、第２筐体部６１の内部には、液晶ユニッ
ト６４を制御するモジュール６８が設けられている。モジュール６５，６６，６７，６８
は、上述した第１～第３実施形態のいずれか１つの形態に係るモジュールをシート状に形
成したものである。なお、図８においては、説明を分かり易くするため、モジュール６５
，６６，６７，６８に複数含まれる第１無線通信素子１６のうち、それぞれ１つずつ示し
た。
【００６８】
　モジュール６５，６６，６７，６８は、いずれも上述した第１～第３実施形態のいずれ
か１つの形態に係るモジュールであるため、モジュール内における半導体チップ（図示せ
ず）同士の信号の送受信は、上述したように第１無線通信素子１６により無線通信で行う
。よって、モジュール６５，６６，６７，６８内の配線等を省略できるため、携帯電話１
０１の小型化が可能となる。
【００６９】
　また、各モジュール６５，６６，６７，６８間（例えばモジュール６５とモジュール６
８との間等）における半導体チップ同士の信号の送受信についても無線通信で行うように
構成すれば、モジュール間の配線等を省略できるため、携帯電話１０１の小型化がより容
易となる。このような構成としては、例えば、第１無線通信素子１６として、モジュール
内における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う機能と、モジュール間にお
ける半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う機能とを有するものを使用しても
よいし、第１無線通信素子１６の他に、モジュール間における半導体チップ同士の信号の
送受信を無線通信で行う無線通信素子を、各モジュールに別途設けてもよい。なお、モジ
ュール間における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う無線通信素子として
は、確実に無線通信を行うためには、例えば１～１００ｍＷ程度の出力で電磁波を送受信
できる無線通信素子が好ましい。
【００７０】
　なお、従来の折りたたみ式携帯電話では、例えば液晶ユニットとキーユニットとの間に
ヒンジ部が存在しているので、液晶ユニットとキーユニットとを物理的に配線で接続する
には、種々の制約があった。それゆえ、設計の自由度が制限されていた。一方、上述した
ように、モジュール間における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行うように
すれば、設計の自由度が高い折りたたみ式携帯電話を提供できる。
【００７１】
　［第６実施形態］
　次に、本発明の第６実施形態として、本発明の一実施形態に係るモジュールを複数組み
合わせてノートパソコンに使用した例について説明する。参照する図９は、本発明の一実
施形態に係るモジュールが複数使用されているノートパソコンの概略斜視図である。また
、参照する図１０は、図９のノートパソコンに使用されている本発明の一実施形態に係る
モジュールを複数組み合わせた状態について、模式的に示した概略斜視図である。なお、
図１０においては、各モジュールにおける第１無線通信素子以外の構成要素は省略してい
る。また、図７及び図８と同一の構成要素には同一の符号を付し、その説明は省略する。
【００７２】
　図９に示すように、ノートパソコン１０２は、第１筐体部６０と、第２筐体部６１と、
第１筐体部６０と第２筐体部６１との間に配置されたヒンジ部６２と、第１筐体部６０に
設けられたキーユニット６３と、第２筐体部６１に設けられた液晶ユニット６４とを含む
。
【００７３】
　第１筐体部６０の内部には、図１０に示すように、キーユニット６３を制御するモジュ
ール６５と、記憶モジュールであるモジュール６９と、電源部（図示せず）を制御するモ
ジュール７０とが設けられている。また、第２筐体部６１の内部には、液晶ユニット６４
を制御するモジュール６８が設けられている。モジュール６５，６８，６９，７０は、上
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述した第１～第３実施形態のいずれか１つの形態に係るモジュールをシート状に形成した
ものである。なお、図１０においては、説明を分かり易くするため、モジュール６５，６
８，６９，７０に複数含まれる第１無線通信素子１６のうち、それぞれ１つずつ示した。
【００７４】
　モジュール６５，６８，６９，７０は、いずれも上述した第１～第３実施形態のいずれ
か１つの形態に係るモジュールであるため、モジュール内における半導体チップ（図示せ
ず）同士の信号の送受信は、上述したように第１無線通信素子１６により無線通信で行う
。よって、モジュール６５，６８，６９，７０内の配線等を省略できるため、ノートパソ
コン１０２の小型化が可能となる。
【００７５】
　また、各モジュール６５，６８，６９，７０間（例えばモジュール６５とモジュール６
８との間等）における半導体チップ同士の信号の送受信についても無線通信で行うように
構成すれば、モジュール間の配線等を省略できるため、ノートパソコン１０２の小型化が
より容易となる。このような構成としては、上述した第５実施形態と同様に、第１無線通
信素子１６として、モジュール内における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で
行う機能と、モジュール間における半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う機
能とを有するものを使用してもよいし、第１無線通信素子１６の他に、モジュール間にお
ける半導体チップ同士の信号の送受信を無線通信で行う無線通信素子を、各モジュールに
別途設けてもよい。
【００７６】
　なお、図７及び図９に示した例において、表示手段としての液晶ユニット６４は、例え
ば有機ＥＬ（Electro Luminescence）ユニット等の他の表示装置であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明のモジュール及び実装構造体は、例えば、携帯電話やノートパソコン等の小型化
及び高機能化が要求される電子機器等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るモジュールの模式断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るモジュールに含まれる半導体パッケージを基板側か
ら見た概略平面図である。
【図３】本発明の第２実施形態に係るモジュールの模式断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るモジュールに含まれるインターポーザを基板側から見
た概略平面図である。
【図５】本発明の第３実施形態に係るモジュールの模式断面図である。
【図６】本発明の第４実施形態に係る実装構造体の模式断面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るモジュールが複数使用されている携帯電話の概略斜視
図である。
【図８】図７の携帯電話に使用されている本発明の一実施形態に係るモジュールを複数組
み合わせた状態について、模式的に示した概略斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態に係るモジュールが複数使用されているノートパソコンの概
略斜視図である。
【図１０】図９のノートパソコンに使用されている本発明の一実施形態に係るモジュール
を複数組み合わせた状態について、模式的に示した概略斜視図である。
【図１１】従来の半導体装置の構成図である。
【符号の説明】
【００７９】
１，２，３，４０，６５，６６，６７，６８，６９，７０　モジュール
４　実装構造体
１０，２０，２０ａ，２０ｂ　半導体チップ
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１１ａ，１１ｂ，２１ａ，２１ｂ，４３ａ，４３ｂ　半導体パッケージ
１２，４１ａ　基板
１２ａ　基材
１２ｂ　端子
１２ｃ　配線
１３　ボンディングワイヤ
１４，１７，２３，３２，４７，５０　導電部
１６　第１無線通信素子
１８　樹脂部
１９，２５　シールド層
２２　インターポーザ
３０　第２無線通信素子
３１，４４，４５，４８ａ，４８ｂ，４９　電子部品
４１　回路基板
４２　電源コネクタ
４６ａ，４６ｂ　第３無線通信素子
５１　封止樹脂
６０　第１筐体部
６１　第２筐体部
６２　ヒンジ部
６３　キーユニット
６４　液晶ユニット
１０１　携帯電話
１０２　ノートパソコン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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