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(57)【要約】
【課題】インターポーザ基板の小型化を実現できる無線
装置を提供する。
【解決手段】実施形態の無線装置は、インターポーザ基
板の部品搭載面と対向する導電性膜の主面部に第１のス
ロット状開口部が設けられ、インターポーザ基板の側面
と対向する導電性膜の側面部に第２のスロット状開口部
が設けられ、インターポーザ基板の導体部に第３のスロ
ット状開口部が設けられている。第１のスロット状開口
部と第２のスロット状開口部と第３のスロット状開口部
とは、一体のスロットアンテナとして機能する。第１の
スロット状開口部の全長は、第３のスロット状開口部の
全長よりも長い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体部を有するインターポーザ基板と、
　前記インターポーザ基板の部品搭載面に搭載された半導体チップと、
　前記インターポーザ基板の前記部品搭載面上に配置され、前記半導体チップを封止する
非導電層と、
　前記非導電層の表面および前記インターポーザ基板の側面を被覆し、前記インターポー
ザ基板の前記導体部と電気的に接続された導電性膜と、を備え、
　前記インターポーザ基板の部品搭載面と対向する前記導電性膜の主面部に、少なくとも
１つの第１のスロット状開口部が設けられ、
　前記インターポーザ基板の側面と対向する前記導電性膜の側面部に、前記第１のスロッ
ト状開口部と連続する少なくとも１つの第２のスロット状開口部が設けられ、
　前記インターポーザ基板の前記導体部に、前記第２のスロット状開口部と連続する少な
くとも１つの第３のスロット状開口部が設けられ、
　前記第１のスロット状開口部と前記第２のスロット状開口部と前記第３のスロット状開
口部とが一体のスロットアンテナとして機能し、
　前記第１のスロット状開口部の全長が、前記第３のスロット状開口部の全長よりも長い
、無線装置。
【請求項２】
　前記第１のスロット状開口部は、前記導電性膜の前記主面部において前記半導体チップ
と重ならない位置に設けられている、請求項１に記載の無線装置。
【請求項３】
　前記導電性膜の前記主面部に、複数の前記第１のスロット状開口部が設けられ、
　前記導電性膜の前記側面部に、各々が複数の前記第１のスロット状開口部の１つと連続
する複数の前記第２のスロット状開口部が設けられている、請求項１または２に記載の無
線装置。
【請求項４】
　前記導電性膜の複数の前記側面部のうちの１つに、複数の前記第２のスロット状開口部
が設けられている、請求項３に記載の無線装置。
【請求項５】
　複数の前記第１のスロット状開口部のうちの１つの前記第２のスロット状開口部側の端
部とは逆側の端部が前記スロットアンテナの一方の端部であり、複数の前記第１のスロッ
ト状開口部のうちの他の１つの前記第２のスロット状開口部側の端部とは逆側の端部が前
記スロットアンテナの他方の端部であることを特徴とする請求項３または４に記載の無線
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターポーザ基板上に半導体チップを搭載した半導体パッケージにシールド機
能を付加するために、半導体チップを封止する封止樹脂の表面を導電性膜により被覆する
方法が知られている。また、シールド用の導電性膜の主面部（インターポーザ基板の部品
搭載面と対向する面）から側面部（インターポーザ基板の側面と対向する面）を介してイ
ンターポーザ基板の導体部に延伸する開口部を設け、この開口部をスロットアンテナとし
て機能させてアンテナ内蔵モジュールを実現する技術が提案されている。
【０００３】
　しかし、従来技術では、スロットアンテナの半分程度をインターポーザ基板の導体部に
設けた開口部により構成しているため、インターポーザ基板における開口部のアンテナ占
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有面積が大きい。そのため、インターポーザ基板の導体部において信号線のための配線パ
ターンを設けられないアンテナ領域の面積が大きくなり、インターポーザ基板の小型化が
難しいという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５７１０５５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、インターポーザ基板の小型化を実現できる無線装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態の無線装置は、導体部を有するインターポーザ基板と、前記インターポーザ基
板の部品搭載面に搭載された半導体チップと、前記インターポーザ基板の前記部品搭載面
上に配置され、前記半導体チップを封止する非導電層と、前記非導電層の表面および前記
インターポーザ基板の側面を被覆し、前記インターポーザ基板の前記導体部と電気的に接
続された導電性膜と、を備える。前記インターポーザ基板の部品搭載面と対向する前記導
電性膜の主面部には、少なくとも１つの第１のスロット状開口部が設けられている。前記
インターポーザ基板の側面と対向する前記導電性膜の側面部には、前記第１のスロット状
開口部と連続する少なくとも１つの第２のスロット状開口部が設けられている。前記イン
ターポーザ基板の前記導体部には、前記第２のスロット状開口部と連続する少なくとも１
つの第３のスロット状開口部が設けられている。前記第１のスロット状開口部と前記第２
のスロット状開口部と前記第３のスロット状開口部とが一体のスロットアンテナとして機
能する。前記第１のスロット状開口部の全長は、前記第３のスロット状開口部の全長より
も長い。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１の実施形態に係る無線装置の平面図。
【図２】第１の実施形態に係る無線装置の側面図。
【図３】第１の実施形態に係る無線装置の断面図。
【図４】第３のスロット状開口部を説明する図。
【図５】第１のスロット状開口部の他の例を説明する図。
【図６】第２の実施形態に係る無線装置の平面図。
【図７】第２の実施形態に係る無線装置の側面図。
【図８】第３のスロット状開口部を説明する図。
【図９】スロットアンテナのマッチング調整を説明する概念図。
【図１０】スロットアンテナの他の例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照しながら、実施形態に係る無線装置について詳細に説明する。な
お、以下の説明において、同様の機能を持つ構成要素については同一の符号を付して、重
複した説明を適宜省略する。
【０００９】
＜第１の実施形態＞
　まず、図１乃至図４を参照して、第１の実施形態に係る無線装置１００Ａについて説明
する。図１は、第１の実施形態に係る無線装置１００Ａを図中のｚ軸方向から見た平面図
、図２は、第１の実施形態に係る無線装置１００Ａを図中のｙ軸方向から見た側面図、図
３は、図１の線分Ａ－Ａ’における断面を図中のｙ軸方向から見た断面図、図４は、イン
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ターポーザ基板の導体部に設けられた第３のスロット状開口部を説明する図である。
【００１０】
　本実施形態の無線装置１００Ａは、インターポーザ基板１０１に搭載された半導体チッ
プ１０２を封止樹脂１０３で封止し、封止樹脂１０３の表面およびインターポーザ基板１
０１の側面を導電性膜１０４で被覆した構成である。このような構成の無線装置１００Ａ
は、シールド機能付きの半導体パッケージもしくはモジュールと呼ばれる。
【００１１】
　インターポーザ基板１０１は、絶縁基材に銅などの金属材料を用いて導体部を形成した
基板であり、当該インターポーザ基板１０１に搭載された半導体チップ１０２などの部品
を、無線装置１００Ａが実装されるより大きな回路基板に接続するための中継部材として
の機能を持つ。インターポーザ基板１０１の導体部は、少なくとも、半導体チップ１０２
などの部品が搭載される部品搭載面１０１ａ側と、この部品搭載面１０１ａとは逆側の裏
面（上記の回路基板側となる面）側とに設けられる。これらの間にも１つ以上の導体部の
層を設けた多層構造のインターポーザ基板１０１もある。これら導体部には、インターポ
ーザ基板１０１の配線パターンやグランドなどが設けられる。図４では、インターポーザ
基板１０１の側面に隣接して設けられたグランドの一部を導体部１２０として例示してい
る。
【００１２】
　半導体チップ１０２は、例えばシリコン、シリコンゲルマニウム、ガリウム砒素などの
材料による半導体基板の内部または表層に、銅、アルミニウム、金などの金属パターンが
形成されたものであり、信号を送受信するための送受信回路を内蔵する。半導体チップ１
０２は、インターポーザ基板１０１の部品搭載面１０１ａに搭載され、インターポーザ基
板１０１の配線パターンやグランドとボンディングワイヤやバンプなどを通じて電気的に
接続される。
【００１３】
　なお、半導体チップ１０２は、誘電体基板や磁性体基板、金属、もしくはそれらの組み
合わせで構成されていてもよい。また、半導体チップ１０２は、ＣＳＰ（Chip　Size　Pa
ckage）として構成されていてもよい。また、図３および図４では、インターポーザ基板
１０１に１つの半導体チップ１０２を搭載した例を示しているが、複数の半導体チップ１
０２をインターポーザ基板１０１に搭載した構成であってもよい。この場合、複数の半導
体チップ１０２は、スタックされた状態で搭載されてもよいし、横に並べて搭載されても
よい。さらに、図３および図４では、インターポーザ基板１０１に半導体チップ１０２の
みを搭載した例を示しているが、半導体チップ１０２のほかに、チップコンデンサ、抵抗
、インダクタ、水晶発振器およびＩＣなどの部品がインターポーザ基板１０１に搭載され
ていてもよい。
【００１４】
　封止樹脂１０３は、例えば、エポキシ樹脂を主成分としてシリカ充填材などを加えた熱
硬化性成形材料よりなり、半導体チップ１０２を保護するために、インターポーザ基板１
０１の部品搭載面１０１ａ上に配置され、半導体チップ１０２を封止する。なお、封止樹
脂１０３は、半導体チップ１０２を封止する非導電層の一例である。非導電層は樹脂に限
らず、他の非導電材料または絶縁材料を用いた構成であってもよい。
【００１５】
　導電性膜１０４は、例えば、銅、銀などの導電率が高い金属材料、あるいは銀などの金
属材料とエポキシ樹脂などの絶縁材料との混合物である導電性ペーストよりなり、封止樹
脂１０３の表面（外側の面）およびインターポーザ基板１０１の側面を被覆する膜として
形成される。つまり、本実施形態の無線装置１００Ａは、インターポーザ基板１０１の裏
面を除く全周が導電性膜１０４で覆われた構成である。本明細書では、インターポーザ基
板１０１の部品搭載面１０１ａと対向する導電性膜１０４の面を、導電性膜１０４の主面
部１０４ａ（図１参照）と呼ぶ。また、インターポーザ基板１０１の側面と対向する導電
性膜１０４の面を、導電性膜１０４の側面部１０４ｂ（図２参照）と呼ぶ。
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【００１６】
　なお、図示を省略するが、封止樹脂１０３と導電性膜１０４との間には、導電性膜１０
４の剥離を防止する目的で、ステンレスやチタンなどによる下地膜が成膜される。また、
導電性膜１０４の表面には、酸化や腐食を防止する目的で、ステンレスやチタンなどによ
る保護膜が成膜される。
【００１７】
　導電性膜１０４は、主に半導体チップ１０２から発生する高周波（数十ＭＨｚから数Ｇ
Ｈｚ）の電磁波が放射ノイズとして無線装置１００Ａの外部に漏洩することを抑制するシ
ールド機能を持つ。導電性膜１０４によるシールド効果は、導電性膜１０４の抵抗率を導
電性膜１０４の厚さで割ったシート抵抗値に依存する。導電性膜１０４は、放射ノイズの
漏洩を再現性よく抑制できるようにするために、シート抵抗値が０．５Ω以下となる構成
とすることが望ましい。
【００１８】
　また、導電性膜１０４は、インターポーザ基板１０１の導体部１２０と電気的に接続さ
れている。つまり、導電性膜１０４は封止樹脂１０３の表面だけでなくインターポーザ基
板１０１の側面も被覆するため、インターポーザ基板１０１の側面にてグランドとなる導
体部１２０と接触し、この導体部１２０と電気的に接続される。導電性膜１０４をインタ
ーポーザ基板１０１のグランドと低抵抗に接続することで、高いシールド効果を得ること
ができる。
【００１９】
　本実施形態の無線装置１００Ａでは、導電性膜１０４からインターポーザ基板１０１の
導体部１２０にわたって設けられたスロット状開口部（スリット）により、スロットアン
テナが構成されている。具体的には、図１に示すように、導電性膜１０４の主面部１０４
ａに、第１のスロット状開口部１１１が設けられている。また、図２に示すように、導電
性膜１０４の側面部１０４ｂに、第１のスロット状開口部１１１と連続する第２のスロッ
ト状開口部１１２が設けられている。また、図４に示すように、インターポーザ基板１０
１の導体部１２０に、第２のスロット状開口部１１２と連続する第３のスロット状開口部
１１３が設けられている。
【００２０】
　第２のスロット状開口部１１２は、図２の上側の端部が図１に示す第１のスロット状開
口部１１１の一方の端部ｅ１と繋がり、図２の下側の端部が図４に示す第３のスロット状
開口部１１３の一方の端部ｅ３と繋がるように、導電性膜１０４の側面部１０４ｂに設け
られる。したがって、第１のスロット状開口部１１１と第２のスロット状開口部１１２と
第３のスロット状開口部１１３は、連続した一体のスロット状開口部を構成する。そして
、図１に示す第１のスロット状開口部１１１の他方の端部ｅ２から、図４に示す第３のス
ロット状開口部１１３の他方の端部ｅ４までの長さ（スロット長）が、無線装置１００Ａ
の通信に用いる所望周波数のおおよそ半波長とされている。
【００２１】
　また、第３のスロット状開口部１１３は、図４に示すように、インターポーザ基板１０
１に搭載された半導体チップ１０２に繋がるアンテナ給電線１２１と交差するように、イ
ンターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けられる。そして、第１のスロット状開口部
１１１と第２のスロット状開口部１１２と第３のスロット状開口部１１３とからなる一体
のスロット状開口部は、アンテナ給電線１２１により電磁界結合給電（または共平面給電
）されることでスロットアンテナとして機能し、所望周波数の電磁波を効率よく放射また
は受信することができる。
【００２２】
　なお、第１のスロット状開口部１１１および第２のスロット状開口部１１２は、封止樹
脂１０３の表面およびインターポーザ基板１０１の側面を被覆するように導電性膜１０４
を形成した後、例えば、レーザ加工機やエンドミル加工機などを用いて導電性膜１０４の
主面部１０４ａおよび側面部１０４ｂに切削加工を施すことで形成される。また、第３の
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スロット状開口部１１３は、インターポーザ基板１０１の導体部１２０に配線パターンな
どをパターン形成する際に同時に形成される。
【００２３】
　ここで、本実施形態の無線装置１００Ａにおいては、スロットアンテナを構成するスロ
ット状開口部のうち、導電性膜１０４の主面部１０４ａに設けられた第１のスロット状開
口部１１１の全長が、インターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けられた第３のスロ
ット状開口部１１３の全長よりも長くされている。すなわち、図１に示す第１のスロット
状開口部１１１の一方の端部ｅ１から他方の端部ｅ２までの長さが、図４に示す第３のス
ロット状開口部１１３の一方の端部ｅ３から他方の端部ｅ４までの長さよりも長い。
【００２４】
　第３のスロット状開口部１１３はインターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けられ
るため、インターポーザ基板１０１の導体部１２０において、第３のスロット状開口部１
１３が設けられる領域は、配線パターンを設けることができないアンテナ領域となる。ス
ロットアンテナを構成するスロット状開口部の長さ（スロット長）は、上述のように無線
装置１００Ａの通信に用いる周波数で決まるが、そのうちの多くを第３のスロット状開口
部１１３が賄う構成であると、インターポーザ基板１０１の導体部１２０におけるアンテ
ナ領域の面積が大きくなり、インターポーザ基板１０１の小型化、ひいては無線装置１０
０Ａの小型化を阻害する要因となる。
【００２５】
　これに対し、本実施形態の無線装置１００Ａにおいては、第１のスロット状開口部１１
１の全長を第３のスロット状開口部１１３の全長よりも長くし、スロットアンテナのスロ
ット長の多くを第１のスロット状開口部１１１で賄うようにしている。したがって、イン
ターポーザ基板１０１の導体部１２０におけるアンテナ領域の面積を小さくして、インタ
ーポーザ基板１０１の小型化を実現することができる。
【００２６】
　また、本実施形態の無線装置１００Ａにおいては、第１のスロット状開口部１１１が、
導電性膜１０４の主面部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と重ならない位置に設けら
れている。すなわち、導電性膜１０４の主面部１０４ａのうち、インターポーザ基板１０
１に搭載された半導体チップ１０２の直上となる領域には第１のスロット状開口部１１１
は設けられず、半導体チップ１０２の直上はその全面が導電性膜１０４により被覆されて
いる。
【００２７】
　上述のように、スロットアンテナのスロット長の多くを第１のスロット状開口部１１１
で賄う構成とした場合、導電性膜１０４における開口面積が大きくなるため、導電性膜１
０４によるシールド効果の低減が懸念される。しかし、第１のスロット状開口部１１１を
、導電性膜１０４の主面部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と重ならない位置に設け
ることにより、導電性膜１０４によるシールド効果の低減を有効に抑制することができる
。すなわち、導電性膜１０４によりシールドする電磁波は半導体チップ１０２から多く発
生するため、半導体チップ１０２の直上となる領域を避けて第１のスロット状開口部１１
１を設けるようにし、半導体チップ１０２の直上は導電性膜１０４により被覆された構成
とすることにより、シールド効果の低減を少なくできる。特に図１に示すように、導電性
膜１０４の主面部１０４ａの端縁（側面部１０４ｂとの境界）に近い位置で端縁に沿って
延伸するように第１のスロット状開口部１１１を設け、第１のスロット状開口部１１１の
位置を半導体チップ１０２の直上となる領域からできるだけ離間した位置とすることによ
り、第１のスロット状開口部１１１の全長を長くしても、高いシールド効果を得ることが
できる。
【００２８】
　また、導電性膜１０４の主面部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と重ならない位置
に第１のスロット状開口部１１１を設ける構成とすることで、半導体チップ１０２にダメ
ージを与えることなく第１のスロット状開口部１１１を形成できるという効果もある。す
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なわち、導電性膜１０４の主面部１０４ａに対してレーザ加工機を用いた切削加工を行う
ことで第１のスロット状開口部１１１を形成する場合、レーザ光が照射される位置の直下
に半導体チップ１０２があるとレーザ光により半導体チップ１０２がダメージを受ける懸
念がある。これに対し、導電性膜１０４の主面部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と
重ならない位置に第１のスロット状開口部１１１を設ける構成であれば、レーザ加工機を
用いた切削加工時にレーザ光が半導体チップ１０２の直上に照射されないので、レーザ光
によって半導体チップ１０２がダメージを受けることがない。
【００２９】
　なお、図１に示した第１のスロット状開口部１１１の形状は一例であり、これに限らな
い。第１のスロット状開口部１１１は、一方の端部ｅ１から他方の端部ｅ２までの長さで
ある全長が第３のスロット状開口部１１３の全長よりも長く、かつ、半導体チップ１０２
の直上を避けるように（半導体チップ１０２と重ならないように）、導電性膜１０４の主
面部１０４ａに設けられていればよい。半導体チップ１０２がインターポーザ基板１０１
の中央に配置された構成であれば、例えば図５に示すように、中央の半導体チップ１０２
の直上の領域を避けるようにして、導電性膜１０４の主面部１０４ａに第１のスロット状
開口部１１１を設ければよい。
【００３０】
　以上説明した本実施形態の無線装置１００Ａは、例えば、インターポーザ基板１０１の
裏面側に半田ボールで形成される端子を設けたＢＧＡ（Ball　Grid　Array）構造のパッ
ケージもしくはモジュールとして構成される。また、半田ボールの端子を設けずに、イン
ターポーザ基板１０１の裏面側のランドを端子とするＬＧＡ（Land　Grid　Array）構造
のパッケージもしくはモジュールとして構成されてもよい。なお、図１乃至図４に例示し
た無線装置１００Ａは平面形状が四角形であるが、無線装置１００Ａの外形はこの例に限
らず様々な形状とすることができる。
【００３１】
　以上のように、本実施形態の無線装置１００Ａは、導電性膜１０４の主面部１０４ａに
設けた第１のスロット状開口部１１１と、導電性膜１０４の側面部１０４ｂに設けた第２
のスロット状開口部１１２と、インターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けた第３の
スロット状開口部１１３とを繋いで一体のスロットアンテナとして機能するようにしてい
る。そして、導電性膜１０４の主面部１０４ａに設けた第１のスロット状開口部１１１の
全長を、インターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けた第３のスロット状開口部１１
３の全長よりも長くしている。したがって、本実施形態によれば、インターポーザ基板１
０１の導体部１２０におけるアンテナ領域の面積を小さくして、インターポーザ基板１０
１の小型化を実現することができ、無線装置１００Ａ自体の小型化を実現することができ
る。
【００３２】
　また、本実施形態によれば、第１のスロット状開口部１１１を、導電性膜１０４の主面
部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と重ならない位置に設けるようにしているので、
導電性膜１０４によるシールド効果の低減を有効に抑制できるとともに、第１のスロット
状開口部１１１の加工時における半導体チップ１０２へのダメージを有効に防止できる。
【００３３】
＜第２の実施形態＞
　次に、図６乃至図８を参照して、第２の実施形態に係る無線装置１００Ｂについて説明
する。図６は、第２の実施形態に係る無線装置１００Ｂを図中のｚ軸方向から見た平面図
、図７は、第２の実施形態に係る無線装置１００Ｂを図中のｙ軸方向から見た側面図、図
８は、インターポーザ基板の導体部に設けられた第３のスロット状開口部を説明する図で
ある。なお、第２の実施形態に係る無線装置１００Ｂの断面図は、図３に示した断面図と
同様であるため省略する。
【００３４】
　本実施形態の無線装置１００Ｂは、基本的な構造を第１の実施形態の無線装置１００Ａ
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と同様とし、スロットアンテナの構成が第１の実施形態の無線装置１００Ａと異なるもの
である。すなわち、第２の実施形態の無線装置１００Ｂでは、図６に示すように、導電性
膜１０４の主面部１０４ａに２つの第１のスロット状開口部１１１ａ，１１１ｂが設けら
れている。また、導電性膜１０４の側面部１０４ｂには、図７に示すように、第１のスロ
ット状開口部１１１ａと連続する第２のスロット状開口部１１２ａと、第１のスロット状
開口部１１１ｂと連続する第２のスロット状開口部１１２ｂとの２つの第２のスロット状
開口部が設けられている。また、インターポーザ基板１０１の導体部１２０には、図８に
示すように、２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂを繋ぐ形状で、これら２
つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂと連続する第３のスロット状開口部１１
３が設けられている。
【００３５】
　２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂのうち、一方の第２のスロット状開
口部１１２ａは、図７の上側の端部が図６に示す第１のスロット状開口部１１１ａの一方
の端部ｅ５と繋がり、図７の下側の端部が図８に示す第３のスロット状開口部１１３の一
方の端部ｅ９と繋がるように、導電性膜１０４の側面部１０４ｂに設けられる。また、２
つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂのうち、他方の第２のスロット状開口部
１１２ｂは、図７の上側の端部が図６に示す第１のスロット状開口部１１１ｂの一方の端
部ｅ７と繋がり、図７の下側の端部が図８に示す第３のスロット状開口部１１３の他方の
端部ｅ１０と繋がるように、導電性膜１０４の側面部１０４ｂに設けられる。したがって
、２つの第１のスロット状開口部１１１ａ，１１１ｂと、２つの第２のスロット状開口部
１１２ａ，１１２ｂと、第３のスロット状開口部１１３は、連続した一体のスロット状開
口部を構成する。そして、図６に示す第１のスロット状開口部１１１ａの他方の端部ｅ６
から、第１のスロット状開口部１１１ｂの他方の端部ｅ８までの長さ（スロット長）が、
無線装置１００Ｂの通信に用いる所望周波数の略半波長とされている。
【００３６】
　また、第３のスロット状開口部１１３は、図８に示すように、インターポーザ基板１０
１に搭載された半導体チップ１０２に繋がるアンテナ給電線１２１と交差するように、イ
ンターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けられる。そして、２つの第１のスロット状
開口部１１１ａ，１１１ｂと、２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂと、第
３のスロット状開口部１１３とからなる一体のスロット状開口部は、アンテナ給電線１２
１により電磁界結合給電されることでスロットアンテナとして機能し、所望周波数の電磁
波を効率よく放射または受信することができる。
【００３７】
　なお、２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂの一方を導電性膜１０４の複
数の側面部１０４ｂのうちの１つに設け、他方を別の側面部１０４ｂに設けることも可能
である。しかし、図７に示すように、導電性膜１０４の１つの側面部１０４ｂに２つの第
２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂを設ける構成とすることで、第２のスロット状
開口部１１２ａ，１１２ｂの加工を簡便に行うことができる。すなわち、導電性膜１０４
の側面部１０４ｂに対してエンドミル加工機を用いた切削加工を行うことで第２のスロッ
ト状開口部１１２ａ，１１２ｂを形成する場合、導電性膜１０４の１つの側面部１０４ｂ
に２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１２ｂを設ける構成であれば、無線装置１
００Ｂを回転させることなく１つの工程で２つの第２のスロット状開口部１１２ａ，１１
２ｂを形成することができる。
【００３８】
　本実施形態の無線装置１００Ｂにおいても、スロットアンテナを構成するスロット状開
口部のうち、導電性膜１０４の主面部１０４ａに設けられた第１のスロット状開口部１１
１ａ，１１１ｂの全長が、インターポーザ基板１０１の導体部１２０に設けられた第３の
スロット状開口部１１３の全長よりも長くされている。すなわち、図６に示す第１のスロ
ット状開口部１１１ａの一方の端部ｅ５から他方の端部ｅ６までの長さと、第１のスロッ
ト状開口部１１１ｂの一方の端部ｅ７から他方の端部ｅ８までの長さの和が、図８に示す
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第３のスロット状開口部１１３の一方の端部ｅ９から他方の端部ｅ１０までの長さよりも
長い。したがって、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、インターポーザ基
板１０１の導体部１２０におけるアンテナ領域の面積を小さくして、インターポーザ基板
１０１の小型化を実現できるという効果が得られる。
【００３９】
　また、本実施形態の無線装置１００Ｂにおいても、第１のスロット状開口部１１１ａ，
１１１ｂが、導電性膜１０４の主面部１０４ａにおいて半導体チップ１０２と重ならない
位置に設けられている。したがって、本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、
導電性膜１０４によるシールド効果の低減を有効に抑制できるとともに、第１のスロット
状開口部１１１ａ，１１１ｂの加工時における半導体チップ１０２へのダメージを有効に
防止できるという効果が得られる。
【００４０】
　また、本実施形態の構成では、図６に示す２つの第１のスロット状開口部１１１ａ，１
１１ｂのうち、一方の第１のスロット状開口部１１１ａの他方の端部ｅ６（第２のスロッ
ト状開口部１１２ａ側の端部ｅ５とは逆側の端部）が、スロットアンテナの一方の端部と
なり、他方の第１のスロット状開口部１１１ｂの他方の端部ｅ８（第２のスロット状開口
部１１２ｂ側の端部ｅ７とは逆側の端部）が、スロットアンテナの他方の端部となる。つ
まり、スロットアンテナの両端部が、導電性膜１０４の主面部１０４ａに配置された構成
となる。このような構成では、導電性膜１０４の主面部１０４ａに２つの第１のスロット
状開口部１１１ａ，１１１ｂを形成する際に、一方の第１のスロット状開口部１１１ａの
他方の端部ｅ６の位置と、他方の第１のスロット状開口部１１１ｂの他方の端部ｅ８の位
置とを調整することで、スロットアンテナの共振周波数の調整と、スロットアンテナのイ
ンピーダンスマッチングの調整の両方を簡便に行うことができる。
【００４１】
　図９は、スロットアンテナのマッチング調整を説明する概念図である。一般的にスロッ
トアンテナのインピーダンス調整は、図９に示すように、スロットアンテナ（図中のＳＡ
）のスロット長方向におけるアンテナ給電線１２１の相対的な位置を調整することで実現
できる。本実施形態の無線装置１００Ｂでは、インターポーザ基板１０１上のアンテナ給
電線１２１と導体部１２０に設けられた第３のスロット状開口部１１３の位置は固定であ
るため、スロットアンテナのスロット長方向におけるアンテナ給電線１２１の相対的な位
置を調整するには、スロットアンテナの両端部の位置を調整する必要がある。また、スロ
ットアンテナのスロット長は、上述したように所望周波数の半波長となるように設計され
るが、実際には封止樹脂１０３の状態などにより導電性膜１０４内部の誘電率が変化する
ことで波長が変わるため、スロットアンテナのスロット長を調整することで共振周波数を
調整する必要がある。
【００４２】
　ここで、本実施形態では、スロットアンテナの両端部が、第１のスロット状開口部１１
１ａの端部ｅ６および第１のスロット状開口部１１１ｂの端部ｅ８として、ともに導電性
膜１０４の主面部１０４ａに配置されているので、これら端部ｅ６，ｅ８の位置調整によ
り、スロットアンテナのスロット長方向におけるアンテナ給電線１２１の相対的な位置の
調整と、スロットアンテナのスロット長の調整とを同時に行うことができる。すなわち、
スロットアンテナの共振周波数の調整と、スロットアンテナのインピーダンスマッチング
の調整の両方を簡便に行うことができる。
【００４３】
　なお、以上説明した本実施形態におけるスロットアンテナの構成は一例であり、これに
限らない。本実施形態におけるスロットアンテナは、導電性膜１０４の主面部１０４ａに
設けられた複数の第１のスロット状開口部１１１と、導電性膜１０４の側面部１０４ｂに
設けられた複数の第２のスロット状開口部１１２と、インターポーザ基板１０１の導体部
１２０に設けられた少なくとも１つの第３のスロット状開口部１１３とを一体に繋げた構
成であればよい。例えば図１０に示すように、３つの第１のスロット状開口部１１１ａ，
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１１２ｄと、２つの第３のスロット状開口部１１３ａ，１１３ｂとを一体に繋げてスロッ
トアンテナを構成してもよい。
【００４４】
　以上述べた少なくとも一つの実施形態によれば、インターポーザ基板１０１の小型化を
実現することができる。
【００４５】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、ここで説明した実施形態は、例として提示した
ものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。ここで説明した新規な実施形
態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲
で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。ここで説明した実施形態やその変
形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均
等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００４６】
　１００Ａ，１００Ｂ　無線装置
　１０１　インターポーザ基板
　１０１ａ　部品搭載面
　１０２　半導体チップ
　１０３　封止樹脂
　１０４　導電性膜
　１０４ａ　主面部
　１０４ｂ　側面部
　１１１　第１のスロット状開口部
　１１２　第２のスロット状開口部
　１１３　第３のスロット状開口部
　１２０　導体部
　１２１　アンテナ給電線



(11) JP 2018-29286 A 2018.2.22

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】



(12) JP 2018-29286 A 2018.2.22

【図８】

【図９】

【図１０】



(13) JP 2018-29286 A 2018.2.22

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｑ   1/36     (2006.01)           Ｈ０１Ｑ    1/36     　　　　        　　　　　
   Ｈ０１Ｑ   1/38     (2006.01)           Ｈ０１Ｑ    1/38     　　　　        　　　　　

(72)発明者  橋本　紘
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
(72)発明者  八甫谷　明彦
            東京都港区芝浦一丁目１番１号　株式会社東芝内
Ｆターム(参考) 5E321 AA17  BB21  GG05 
　　　　 　　  5E338 BB01  BB19  BB65  CC05  CD22  EE11 
　　　　 　　  5J021 AA01  AB05  CA03  JA07  JA08 
　　　　 　　  5J045 AB05  DA07  EA07  HA02  LA01  MA04  NA01 
　　　　 　　  5J046 AA07  AA12  AB08  PA04 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

