
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実装ボード接続用電気端子を有するインターポーザと、このインターポーザに搭載され
た信号処理ＬＳＩと、前記インターポーザに機械的に接続され且つ前記信号処理ＬＳＩに
電気的に接続された信号伝送用のインターフェイスモジュールと、前記信号処理ＬＳＩと
前記インターフェイスモジュールにそれぞれ接触して設けられ、前記信号処理ＬＳＩ及び
前記インターフェイスモジュールの熱を放散する１つの放熱器と、前記放熱器の上部に設
けられ、冷却風により前記放熱器の冷却を行う冷却ファンとを具備してなり、
　前記放熱器は、前記信号処理ＬＳＩに対する第１の放熱部と前記インターフェイスモジ
ュールに対する第２の放熱部との間の少なくとも一部に空隙が設けられ、且つ第１の放熱
部の最外部に第１の放熱部からの温風による第２の放熱部の加熱を防止する邪魔板の役目
を持つ放熱フィンが設けられていることを特徴とするインターフェイスモジュール付ＬＳ
Ｉパッケージ。
【請求項２】
　前記インターフェイスモジュールによる信号伝送の外部配線手段として、光配線を用い
たことを特徴とする請求項 記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
【請求項３】
　異なる被放熱体にそれぞれ接触する複数の受熱領域を有し、各々の受熱領域間に、該受
熱領域間の熱抵抗を上昇させるための空隙部が形成され、且 号処理ＬＳＩに対する放
熱部の最外部に該放熱部からの温風によ ンターフェイスモジュールに対する放熱部の

10

20

JP 3834023 B2 2006.10.18

１に

つ信
るイ



加熱を防止する邪魔板の役目を持つ放熱フィンが形成されて を特徴とするヒート
シンク。
【請求項４】
　前記信号処理ＬＳＩが前記インターポーザの中央部に配置され、前記インターフェイス
モジュールが前記インターポーザの周辺部に複数個配置されていることを特徴とする請求
項 に記載のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ。
【請求項５】
　前記信号処理ＬＳＩと前記インターフェイスモジュールのそれぞれの最上面がほぼ同じ
高さであることを特徴とする請求項 に記載のインターフェイスモジュール付
ＬＳＩパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高速信号を外部配線するための信号伝送用高速インターフェイスモジュール
を備えたインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ及びそれに用いるヒートシンク
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　バイポーラトランジスタや電界効果トランジスタ等の電子デバイスの性能向上により、
大規模集積回路（ＬＳＩ）においては飛躍的な動作速度向上が図られてきている。しかし
ながら、ＬＳＩ内部動作が高速化されても、それを実装するプリント基板レベルの動作速
度はＬＳＩ内部動作より低く抑えられ、そのプリント基板を装着したラックレベルでは更
に動作速度が低く抑えられている。これらは動作周波数上昇に伴う電気配線の伝送損失や
雑音、電磁障害の増大に起因するものであり、信号品質を確保するため長い配線ほど動作
周波数を低く抑える必然性によるものである。このため、電気配線装置においてはＬＳＩ
動作速度より実装技術がシステム動作速度を支配するという傾向が近年益々強まってきて
いる。
【０００３】
　このような電気配線装置の問題を鑑み、ＬＳＩ間を光で接続する光配線装置が幾つか提
案されている。光配線は、直流から１００ＧＨｚ以上の周波数領域で損失等の周波数依存
性が殆ど無く、配線路の電磁障害や接地電位変動雑音も無いため、数十Ｇｂｐｓの配線が
容易に実現できる。この種のＬＳＩ間光配線としては、例えば非特許文献１などが知られ
ている。
【０００４】
　また、信号処理ＬＳＩを搭載したインターポーザに高速信号を外部配線するためのイン
ターフェイスモジュールを直接搭載した構造が提案されている（例えば、非特許文献２，
３参照）。しかし、この構造においては、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュール
の段差が大きく、またインターフェイスモジュールが信号処理ＬＳＩ放熱方向（裏面方向
）に光コネクタを有し信号処理ＬＳＩと同じ方向に放熱できないため、１つのヒートシン
クで信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールを効率良く冷却することは困難である
。また、ＬＳＩチップを多数搭載するパッケージの放熱器を複数に分割して配置する構造
も知られている（例えば、特許文献１参照）が、このような分割ヒートシンクを用いる方
法は、部品点数が増加し、装着組み立てコストも増加するだけでなく、複数ヒートシンク
の取付け不良（アライメントずれ）といった不良モードの増加による製造、組み立て歩留
まりの低下といったコストの増加が見逃せなくなる。
【特許文献１】特開平１０－１７３１１４号公報
【非特許文献１】 Proceedings 51st Electronic Components and Technology Conference
, IEEE, PP.880-5, 2001
【非特許文献２】 Hot Interconnects 9. Symposium on High Performance Interconnects
, IEEE, PP.31-5, 2001
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【非特許文献３】日経エレクトロニクス８１０号、 pp.121-122、２００１年１２月３日
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように従来、信号処理ＬＳＩと光インターフェイスモジュールを同一のインターポ
ーザに搭載した場合、信号処理ＬＳＩと光インターフェイスモジュールを１つのヒートシ
ンクで効率良く冷却することは困難であった。また、複数のヒートシンクを用いると、製
造，組み立て歩留まりの低下といったコストの増加を招くことになる。
【０００６】
　本発明は、上記事情を考慮して成されたもので、その目的とするところは、信号処理Ｌ
ＳＩとインターフェイスモジュールを同一のインターポーザに搭載する場合であっても、
大掛りな構成変更や構造の複雑化を伴わずに信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュー
ルを効果的に冷却することができ、歩留まり向上及びローコスト化をはかり得るインター
フェイスモジュール付ＬＳＩパッケージ及びそれに用いるヒートシンクを提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の骨子は、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールの間の実効的熱分離を
行うものであり、１つのヒートシンクを領域分割し、その領域間の熱抵抗を増加させるこ
とでこれを達成する。また、この熱抵抗増加は一体型ヒートシンクの中で行うため、複数
ヒートシンクを用いるような場合の問題も生じない。
【０００８】
　即ち本発明は、実装ボード接続用電気端子を有するインターポーザと、このインターポ
ーザに搭載された信号処理ＬＳＩと、前記インターポーザに機械的に接続され且つ前記信
号処理ＬＳＩに電気的に接続された信号伝送用のインターフェイスモジュールと、前記信
号処理ＬＳＩと前記インターフェイスモジュールにそれぞれ接触して設けられ、前記信号
処理ＬＳＩ及び前記インターフェイスモジュールの熱を放散する１つの放熱器と

を具備してな
るインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージにおいて、前記放熱器は、前記信号処
理ＬＳＩに対する 前記インターフェイスモジュールに対する
との間の

設けられ
ていることを特徴とする。
【０００９】
　ここで、本発明の望ましい実施態様としては次のものがあげられる。
【００１０】
　 (1) 信号処理ＬＳＩに対する放熱部の熱抵抗及びインターフェイスモジュールに対する
放熱部の熱抵抗が、信号処理ＬＳＩと前記インターフェイスモジュールとの間の熱抵抗よ
り低いこと。
【００１２】
　  インターフェイスモジュールによる信号伝送の外部配線手段として、光配線を用い
たこと。
【００１３】
　  信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールのそれぞれの最上面はほぼ同じ高さ
であること。
【００１４】
　  信号処理ＬＳＩはインターポーザの中央部に配置され、インターフェイスモジュー
ルはインターポーザの周辺部に複数個配置されていること。
【００１５】
　また本発明は、異なる被放熱体にそれぞれ接触する複数の受熱領域を有するヒートシン
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クにおいて、各々の受熱領域間

を特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、１つの放熱器（ヒートシンク）に熱抵抗部を設けて信号処理ＬＳＩの
放熱部とインターフェイスモジュールの放熱部とに領域分割することにより、従来技術と
同等の部品点数及び製造工程でインターフェイスモジュールと信号処理ＬＳＩの放熱を分
離することが可能となる。このため、信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールを同
一のインターポーザに搭載する場合であっても、大掛りな構成変更や構造の複雑化を伴わ
ずに信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールを効果的に冷却することができ、歩留
まり向上及びローコスト化をはかることができる。従って、ＬＳＩの高速チップ間配線を
ローコストで実現することができ、情報通信機器等の高度化の促進に寄与することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　本発明の実施形態を説明する前に、本発明者らが先に提案したインターフェイスモジュ
ール付ＬＳＩパッケージ（特願２００３－３９８２８号）について、図７及び図８を参照
して説明する。これは、高速インターフェイスモジュールの外部配線として光配線を用い
た例を示している。
【００２１】
　図７中の１はインターポーザ基板、２は半田ボール、３は信号処理ＬＳＩ、４は光素子
駆動ＩＣ、５は光電変換部、６は光ファイバ、７は配線基板、８は異方性導電フィルム、
９はヒートシンク、１０は冷却ファンである。信号処理ＬＳＩ３からの高速信号は、半田
ボール２を通じて実装ボード側に供給されるのではなく、異方性導電フィルム８及び配線
基板７を通じて光素子駆動ＩＣ４に供給される。そして、光電変換部５により光信号とな
り、光ファイバ６に与えられる。なお、インターポーザとは、ＩＣパッケージの中で半導
体チップをマザーボード等につなぐ役目をするものであり、リードフレーム，ＴＡＢテー
プ，樹脂基板等がある。
【００２２】
　図８は、図７のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの完成形態と動作時の
熱流を模式的に示したものである。インターポーザ基板１に対し、信号処理ＬＳＩ３とイ
ンターフェイスモジュール３５（光素子駆動ＩＣ４，光電変換部５，配線基板７）の最上
面がほぼ同じ高さとなっており、信号処理ＬＳＩ３及びインターフェイスモジュール３５
はヒートシンク９の下面に熱伝導グリース等を介して密着するようになっている。１４は
信号処理ＬＳＩ３からの熱流、１５は光素子駆動ＩＣ４からの熱流を示している。
【００２３】
　信号処理ＬＳＩ３は高速動作するため非常に大きな発熱を伴うことが多く、例えば近年
の１～３ＧＨｚ動作のＣＰＵ等では、１０ｍｍ□程のサイズで５０～７０Ｗ（５０～７０
Ｗ／ｃｍ 2  ）といった非常に大きな電力を消費する。一方、光素子駆動ＩＣ４は４０Ｇｂ
ｐｓ（１０Ｇｂｐｓ×４ｃｈ）程のスループットで、２ｍｍ□程度のサイズで１Ｗ弱（～
２０Ｗ／ｃｍ 2  ）の比較的小さな電力消費となる。このため、図８のように信号処理ＬＳ
Ｉ３と光素子駆動ＩＣ４を同じヒートシンク９で冷却しようとすると、絶対消費電力的に
も電力消費密度的にもかなり大きな電力を消費する信号処理ＬＳＩ３から光素子駆動ＩＣ
４側に熱流１６が生じ、しばしば、光素子駆動ＩＣ４が冷却できなくなる問題が生じる。
【００２４】
　このため、特許文献１に示されているような分割ヒートシンクを用い、信号処理ＬＳＩ
と光素子駆動ＩＣ（インターフェイスモジュール主要発熱部）を別々に冷却する必要があ
った。しかしながら、分割ヒートシンクを用いる方法は、部品点数が増加し、装着組み立
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てコストも増加するだけでなく、複数ヒートシンクの取付け不良（アライメントずれ）と
いった不良モードの増加による製造、組立て歩留まりの低下といったコストの増加が見逃
せなくなる。
【００２５】
　そこで本発明は、信号処理ＬＳＩと光インターフェイスモジュールを同一のインターポ
ーザに搭載する場合であっても、大掛りな構成変更や構造の複雑化を伴わずに信号処理Ｌ
ＳＩとインターフェイスモジュールを、１つのヒートシンクで効果的に冷却する構造を提
案する。
【００２６】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。ここでは、高速インターフェイス
モジュールの外部配線として光配線を用いる例を示していくが、これは小型同軸ケーブル
アレイなどの電気配線であっても構わないものである。電気配線の場合、光素子駆動ＩＣ
や光素子の代わりに、ラインドライバー及びラインレシーバーなどの高速配線インターフ
ェイスＩＣを搭載し、必要に応じてプリエンファシス回路、イコライザ回路などを含むよ
うにすればよい。
【００２７】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係わるインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケ
ージの概略構成を示す断面図である。
【００２８】
　図中の１はＢＧＡ（ Ball Grid Array）インターポーザ基板、２は半田ボール、３は信
号処理ＬＳＩ、４は光素子駆動ＩＣ、５は光電変換部、６は光ファイバ、７は配線基板、
８は異方性導電フィルム、９はヒートシンク、１０は冷却ファンである。ＢＧＡインター
ポーザ基板１は、ＰＧＡ（ Pin Grid Array）やＬＧＡ（ Land Grid Array）等の電極形式
であっても構わなく、以下単にインターポーザ基板と記す。また、光電変換部５は、半導
体レーザや受光素子が光ファイバと光結合されて内蔵されており、光素子駆動ＩＣ４との
電気接続が可能なように電極が引き出されている。光素子駆動ＩＣ４は、光電変換部５に
内蔵されていても構わない。ここで、光駆動ＩＣ４，光電変換部５，及び配線基板７を光
インターフェイスモジュール３５と称することにする。
【００２９】
　図１の１１は、ヒートシンク９に設けた空隙であり、ＬＳＩ放熱部（中央）とインター
フェイスモジュール放熱部（左右）との熱分離を行わせるための熱抵抗部である。ヒート
シンク９は、信号処理ＬＳＩ３の放熱部とインターフェイスモジュール３５の放熱部が一
体化されており、両放熱部の一部が連結された構造となっている。これを図２により説明
する。
【００３０】
　図２は、図１の実施形態で用いたヒートシンクを上面から見た図であり、信号処理ＬＳ
Ｉ３，光素子駆動ＩＣ４，光電変換部５の配置位置を透かし図で示している。ここでは、
ヒートシンク９の放熱部形式をフィンとピンの混合型としており、図の二重長方形はフィ
ンの頂部と底部、二重正方形はピンの頂部と底部を表している。また、１１はフィンを間
引きして空隙（熱抵抗部）を設けた部分であり、信号処理ＬＳＩ３と光素子駆動ＩＣ４の
間の直線的な熱伝導経路を取り除いたものである。このようなヒートシンク９は、例えば
アルミニウムの押し出し成型と打抜きなど、一般的なヒートシンクの製法を用いて作製す
ることができる。
【００３１】
　図２において、信号処理ＬＳＩ３の放熱部は放熱ピンを用い、その最外部のみ放熱フィ
ンを設けているが、これは、温風（冷却ファン１０によるＬＳＩ冷却風）でインターフェ
イスモジュール部が加熱されないよう、信号処理ＬＳＩ３の冷却風がインターフェイスモ
ジュール間（ヒートシンク角方向）に噴出されるようにする邪魔板の役目を持つ。これに
より、空隙１１でヒートシンク材を伝わる熱を防ぐ他、外周放熱フィンにより強制対流に
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より伝わる熱も防ぐことができる。
【００３２】
　なお、上記説明は冷却ファン１０がヒートシンク９側に風を送る場合についてであるが
、逆にヒートシンク９から冷却ファン１０の方向に風を送る場合でも同様な効果があり、
フィンがヒートシンク９の空隙間の橋渡し部を効果的に冷却するための風通路制限部とし
て機能し、橋渡し部を通じた信号処理ＬＳＩ３からインターフェイスモジュール３５への
熱干渉を抑制する。また、インターフェイス部ヒートシンクは最内周部をフィンとすれば
、それ以外はピンとしても構わない。さらに、信号処理ＬＳＩ３の発熱量によっては、冷
却ファン１０を省略することも可能である。
【００３３】
　図３は、本実施形態のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの実際の実装状
態を示す斜視図である。他の実装部品と共に信号処理ＬＳＩ３が搭載されたインターポー
ザ１が実装ボード３１に実装された後、図中矢印で示したように、光インターフェイスモ
ジュール３５及びヒートシンク９（図示せず）がインターポーザ１上に搭載されて完成す
る。実装ボード３１上の３２は配線、３３はチップ部品である。また、光ファイバ６の光
インターフェイスモジュール３５の反対端には、外部光ファイバとの接続用の光コネクタ
３６が接続されている。
【００３４】
　このように本実施形態によれば、信号処理ＬＳＩ３と光インターフェイスモジュール３
５の高さ位置を揃え、これらを１つのヒートシンク９に接触させて冷却する構成とし、更
にヒートシンク９に熱抵抗部を設けて信号処理ＬＳＩ３の放熱部とインターフェイスモジ
ュール３５の放熱部とに領域分割することにより、信号処理ＬＳＩ３からの熱がインター
フェイスモジュール３５に伝わり、インターフェイスモジュール３５の冷却が不十分にな
る不都合を避けることができる。即ち、１つのヒートシンク９で信号処理ＬＳＩ３とイン
ターフェイスモジュール３５を効果的に冷却することができる。従って、大掛りな構成変
更や構造の複雑化を伴わずに信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールを効果的に冷
却することができ、歩留まり向上及びローコスト化をはかることができる。
【００３５】
　また、図３に示すように、光インターフェイスモジュール３５から離れた場所で光コネ
クタ３６を接続することにより、光コネクタ構造が大きくなることによる実装制限を解決
することにも本発明は有効である。
【００３６】
　（第２の実施形態）
　図４は、本発明の第２の実施形態に係わるインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケ
ージの概略構成を示す断面図である。なお、図１と同一部分には同一符号を付して、その
詳しい説明は省略する。
【００３７】
　本実施形態は、ヒートシンクの構造が異なるだけで、他の構成は基本的に第１の実施形
態と同じである。図４中の１２は、ヒートシンク９の型押し加工により形成した溝であり
、ＬＳＩ放熱部とインターフェイスモジュール放熱部との熱分離を行わせる熱抵抗部であ
る。溝１２はヒートシンク９の底部（受熱部）から頂部近傍にまで達しており、信号処理
ＬＳＩ３が発する熱はヒートシンク９の低温部を通ってインターフェイスモジュール３５
に伝わることになる。即ち、冷却ファン１０による放熱が十分行われていれば、信号処理
ＬＳＩ３からインターフェイスモジュール３５へ伝わる熱は殆ど無くなることになる。ま
た、この実施形態では信号処理ＬＳＩ３からインターフェイスモジュール３５への熱経路
がＬＳＩ３の放熱経路とインターフェイスモジュール３５の放熱経路の加算値以上であり
、信号処理ＬＳＩ３からインターフェイスモジュール３５への熱抵抗をＬＳＩ３の熱抵抗
及びインターフェイスモジュール３５の熱抵抗より高くし易い特徴がある。
【００３８】
　図４の構成断面図においては、信号処理ＬＳＩ３の放熱部（中央部）の冷却風出口が無
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いようにも思えるが、これは図５に示すようにインターフェイスモジュール３５の無い方
向（ヒートシンク角方向）に溝１２の切り欠き１３を設けることで解決する。また、図５
の構成により、溝１２が信号処理ＬＳＩ３の冷却風（温風）でインターフェイスモジュー
ル３５が加熱されないようにする邪魔板の役目を持ち、図２の場合と同様な効果が得られ
るようになる。
【００３９】
　（変形例）
　なお、本発明は上述した各実施形態に限定されるものではない。インターポーザ基板上
に搭載する信号処理ＬＳＩとインターフェイスモジュールとの関係は、必ずしも第１及び
第２の実施形態に限定されるものではなく、インターポーザ基板に対して信号処理ＬＳＩ
とインターフェイスモジュールの最上面の高さがほぼ同じであればよく、例えば図６（ａ
）（ｂ）のような変形が可能である。図６の（ａ）は、インターフェイスモジュール３５
を接続ピン３７でインターポーザ基板１の上面に接続したものである。（ｂ）は、インタ
ーフェイスモジュール３５を接続ピン３９でインターポーザ基板１の側面に接続したもの
である。
【００４０】
　また、ヒートシンクの形成材料はアルミニウムに限るものではなく、銅などの材料であ
ってもよい。さらに、そのヒートシンクの作製方法としては成型法以外に、カシメ法や溶
接法などを用いてもよい。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々変形して実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】第１の実施形態に係わるインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの概略
構成を示す断面図。
【図２】第１の実施形態におけるヒートシンク構造を示す上面図。
【図３】第１の実施形態におけるインターフェイスモジュール，信号処理ＬＳＩ，及びイ
ンターポーザ基板の関係を示す斜視図。
【図４】第２の実施形態に係わるインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの概略
構成を示す断面図。
【図５】第２の実施形態におけるヒートシンク構造を示す上面図。
【図６】本発明の変形例を示す断面図。
【図７】本発明者らが既に提案したインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージの概
略構成を示す断面図。
【図８】図７のインターフェイスモジュール付ＬＳＩパッケージにおける熱流状況を説明
するための断面図。
【符号の説明】
【００４２】
　１…インターポーザ基板
　２…半田ボール
　３…信号処理ＬＳＩ
　４…光素子駆動ＩＣ
　５…光電変換部
　６…光ファイバ
　７…配線基板
　８…異方性導電シート
　９…ヒートシンク
　１０…冷却ファン
　１１…空隙
　１２…溝
　１３…切り欠き部
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　１４，１５，１６…熱の流れ
　３１…実装ボード
　３２…配線
　３３…チップ部品
　３５…インターフェイスモジュール
　３７，３９…接続ピン

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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