
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２層以上の誘電体基板と、該誘電体基板上に形成された、半導体素子、該半導体素子の
入力側整合回路および出力側整合回路、および接地導体を有する高周波回路モジュールに
おいて、
　上記出力側整合回路の伝送線路と上記接地導体との間に存在する誘電体基板に設けられ
た接地導体の形状は、上記伝送線路に対向する部分を含み、 該伝送
線路に対向した領域よりも充分広くくり貫かれた形状であることを特徴とする高周波回路
モジュール。
【請求項２】
　上記入力側整合回路の伝送線路と上記接地導体との間に存在する誘電体基板に設けられ
た接地導体の形状は、上記入力側整合回路の伝送線路に対向する部分を含み、

該伝送線路に対向した領域よりも充分広くくり貫かれた形状であることを特徴
とする請求項１に記載の高周波回路モジュール。
【請求項３】
　２層以上の誘電体基板と、該誘電体基板上に形成された、半導体素子、該半導体素子の
入力側整合回路および出力側整合回路、および接地導体を有する高周波回路モジュールに
おいて、
　上記入力側整合回路の伝送線路と上記接地導体との間に存在する誘電体基板に設けられ
た接地導体の形状は、上記伝送線路に対向する部分を含み、 該伝送
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線路に対向した領域よりも充分広くくり貫かれた形状であることを特徴とする高周波回路
モジュール。
【請求項４】
　上記出力側整合回路の伝送線路と上記接地導体との間に存在する誘電体基板に設けられ
た接地導体の形状は、上記出力側整合回路の伝送線路に対向する部分を含み、

該伝送線路に対向した領域よりも充分広くくり貫かれた形状であることを特徴
とする請求項３に記載の高周波回路モジュール。
【請求項５】
　請求項１または２のいずれか一項に記載の高周波回路モジュールを送信側の電力増幅器
として有することを特徴とする通信装置。
【請求項６】
　請求項３または４のいずれか一項に記載の高周波回路モジュールを受信側の低雑音増幅
器として有することを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は高周波回路モジュールおよびこれを用いた移動無線端末や携帯電話等の通信装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動無線端末や携帯電話等に用いられる高周波回路モジュールでは搭載性や通話時間の観
点から装置の小型化、高電力効率化が重要な課題と成っている。
【０００３】
従来の移動無線端末や携帯電話等の通信装置に用いられる高周波回路モジュールとして、
単層または多層の誘電体基板を用いたものが知られている。
【０００４】
単層の誘電体基板を用いた高周波回路モジュールの例は、１９９６年電子情報通信学会総
合大会Ｃ－８６「単層アルミナ薄膜基板を用いた８００ MHz帯アナログ、ディジタル共用
パワーアンプモジュール」に示されている（以下、第一の従来技術という）。この第一の
従来技術では、分布定数素子を構成する伝送線路、抵抗、容量、インダクタ等の集中定数
素子、および半導体素子を誘電体基板の同一面上に形成し、入出力整合回路および電力増
幅器を構成している。高周波信号は誘電体基板の表面に設けた高周波信号電極により外部
と接続している。誘電体基板の表面に設けた半導体素子の接地電極と裏面の接地電極はス
ルーホールを介して接続されている。
【０００５】
また、多層（２層）の誘電体基板を用いた高周波回路モジュールの例は、１９９７年電子
情報通信学会エレクトロニクスソサイエティ大会Ｃ－２－１４「セラミック基板を用いた
１ .９ GHz帯 RFフロントエンドモジュール」に示されている（以下、第二の従来技術という
）。この第二の従来技術では、分布定数素子を構成する伝送線路、抵抗、容量、インダク
タ等の集中定数素子による入出力整合回路、および半導体素子を誘電体基板の同一面上に
形成し、高周波回路モジュールを構成している。誘電体基板の１層目表面に設けた高周波
信号電極と２層目裏面の高周波信号電極は、２層目表面に設けた配線を介してスルーホー
ルにより接続されている。  誘電体基板の１層目表面に設けた半導体素子の接地電極と裏
面の接地電極はスルーホールにより接続されている。ここで、誘電体基板の層の順序は表
面から裏面へ向かって１層目、２層目、３層目………と数える。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上記第一の従来技術における小型化、高電力効率化の関係を図９、図１０および図１１を
用いて以下に説明する。
【０００７】
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図９は、単層の誘電体基板上に形成した伝送線路の一般的な断面概略図である。伝送線路
を形成する表面の導体４３、誘電体基板４４、裏面の接地導体４５から構成されている。
【０００８】
図１０は、誘電体基板４４の比誘電率を８ .１、誘電体基板４４の厚さを０ .１ｍｍ～３ .
０ｍｍまで変化させた時の１ .９ＧＨｚにおける伝送損失の計算値である。曲線１、２、
３は、伝送線路を形成する導体４３の幅がそれぞれ０ .１ｍｍ、０ .２ｍｍ、０ .５ｍｍの
場合である。図１０から明らかなように、いずれの導体４３の幅の場合も、誘電体基板４
４が厚くなるに従って伝送損失は低くなる。
【０００９】
図１１は、誘電体基板４４の比誘電率を８ .１、伝送線路を形成する導体４３の幅を０ .０
２ｍｍ～３ .０ｍｍまで変化させた時の１ .９ＧＨｚにおける伝送損失の計算値である。曲
線１、２、３は、誘電体基板４４の厚さがそれぞれ０ .１５ｍｍ、０ .３ｍｍ、０ .６ｍｍ
の場合である。図１１から明らかなように、いずれの誘電体基板４４の厚さの場合も、伝
送損失は、伝送線路を形成する導体４３の幅が広くなるに従っては減少し、導体４３の幅
が０ .３ｍｍ～０ .７ｍｍの範囲で最小となり、導体４３の幅がさらに広くなると伝送損失
は増加する傾向にある。
【００１０】
以上より明らかなように、伝送損失の低減には、誘電体基板４４が厚く、導体４３の幅を
広くする必要があり、高周波回路モジュールの小型化には限界がある。
【００１１】
次に、上記第二の従来技術における小型化、高電力効率化の関係を図１２、図１３および
図１４を用いて以下に説明する。
【００１２】
図１２は、２層の誘電体基板上に形成した伝送線路の一般的な断面概略図である。伝送線
路を形成する導体４６、誘電体基板４７、裏面の接地導体４８、表面の接地導体４９から
構成されている。
【００１３】
図１３は、誘電体基板４７の比誘電率を８ .１、誘電体基板４７の厚さを０ .１ｍｍ～３ .
０ｍｍまで変化させた時の１ .９ＧＨｚにおける伝送損失の計算値である。曲線１、２、
３は、伝送線路を形成する導体４６の幅がそれぞれ０ .１ｍｍ、０ .２ｍｍ、０ .５ｍｍ場
合である。図１３から明らかなように、いずれの導体４６の幅の場合も、誘電体基板４７
が厚くなるに従って伝送損失は低くなる。
【００１４】
図１４は、誘電体基板４７の比誘電率を８ .１、伝送線路を形成する導体４６の幅を０ .０
２ｍｍ～３ .０ｍｍまで変化させた時の１ .９ＧＨｚにおける伝送損失の計算値である。曲
線１、２、３は、誘電体基板４７の厚さがそれぞれ０ .１５ｍｍ、０ .３ｍｍ、０ .６ｍｍ
の場合である。図１４から明らかなように、いずれの誘電体基板４７の厚さの場合も、伝
送線路を形成する導体４６の幅が広くなるに従って伝送損失は低くなる傾向にある。
【００１５】
以上より明らかなように、伝送損失の低減には、誘電体基板４７が厚く、導体４６の幅を
広くする必要があり、高周波回路モジュールの小型化には限界がある。
【００１６】
本発明の目的は、より小型化が可能な高周波回路モジュールおよびそれを用いた通信装置
を提供することにある。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、２層以上の誘電体基板を用い、入力または出力側整合回路の伝送線路と接地
導体間の誘電体基板の厚さを２層以上とすることにより達成できる。
【００１８】
具体的には、入力または出力側整合回路の伝送線路と接地導体との間の連続した誘電体の

10

20

30

40

50

(3) JP 3976297 B2 2007.9.12



厚さを厚くするために、これらの間に存在する誘電体基板については、それに設けられる
接地導体の形状を、伝送線路に対向する部分を含むようにくり貫いた形状にする。
【００１９】
誘電体基板全体の厚さを変えずに、必要な部分の厚さを厚くすることが可能なので、伝送
損失を低減でき、かつ高周波回路モジュールのおよびこれを用いた通信装置の小型化が可
能となる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を実施例により詳細に説明する。
【００２１】
実施例１
図１は実施例１の高周波回路モジュールの分解図である。１層目の誘電体基板１の表面に
は、伝送線路２とチップ容量３、４、５からなる入力側整合回路、および伝送線路９とチ
ップ容量１０、１１、１２からなる出力側整合回路を形成する。チップ容量３は入力端子
８に、チップ容量４は接地端子６に、チップ容量５は接地端子７に、チップ容量１０は出
力端子１５に、チップ容量１１は接地端子１３に、チップ容量１２は接地端子１４に接続
する。さらに、１層目の誘電体基板１にはこれを貫通する穴１７を設ける。この穴１７を
介して半導体チップ１６を２層目の誘電体基板１８上に設けた接地導体１９に接着する。
【００２２】
１層目誘電体基板１表面の伝送線路２は、１層目の誘電体基板１に設けたスルーホール１
２０および２層目の誘電体基板１８に設けたスルーホール２０を介して３層目の誘電体基
板２４表面に設けた伝送線路２５の一端に接続する。伝送線路２５の他端は、２層目の誘
電体基板１８に設けたスルーホール２１および１層目の誘電体基板１に設けたスルーホー
ル１２１を介して１層目の誘電体基板１表面に設けた端子２６に接続する。
【００２３】
また、１層目誘電体基板１表面の伝送線路９は、１層目の誘電体基板１に設けたスルーホ
ール１２２、２層目の誘電体基板１８に設けたスルーホール２２および３層目の誘電体基
板２４に設けたスルーホール２７を介して４層目の誘電体基板３０表面に設けた伝送線路
３１の一端に接続する。伝送線路３１の他端は、３層目の誘電体基板２４に設けたスルー
ホール２８、２層目の誘電体基板１８に設けたスルーホール２３および１層目の誘電体基
板１に設けたスルーホール１２３を介して１層目の誘電体基板１表面に設けた端子３２に
接続する。
【００２４】
半導体チップ１６は１層目誘電体基板１表面の伝送線路２、９にボンディングで接着する
。半導体チップ１６を接着した２層目誘電体基板１８表面の接地導体１９は、２層目の誘
電体基板１８に設けたスルーホール１５１、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホー
ル１５２、４層目の誘電体基板３０に設けたスルーホール１５３、および４層目の誘電体
基板３０の裏面の接地導体３４に設けたスルーホール１５４を介して、３層目の誘電体基
板２４表面に設けた接地導体２９、４層目の誘電体基板３０表面に設けた接地導体３３、
および４層目の誘電体基板３０の裏面に設けた接地導体３４に接続する。ここで、スルー
ホール１５１、１５２、１５３、１５４を囲む四角い枠線は半導体チップ１６の設置領域
を示す。
【００２５】
１層目誘電体基板１表面の出力側整合回路の伝送線路９に対向する部分を含むように、２
層目誘電体基板１８表面の接地導体１９の一部分３５を除去する。接地導体１９は、２層
目、３層目および４層目の誘電体基板１８、２４、３０の周辺部に設けたスルーホール（
符号なし）、ならびに４層目の誘電体基板３０の裏面に設けた接地導体３４の周辺部に設
けたスルーホール（符号なし）を介して、３層目の誘電体基板２４表面に設けた接地導体
２９、３６、３７、４層目の誘電体基板３０表面に設けた接地導体３３、３８、３９およ
び４層目の誘電体基板３０の裏面に設けた接地導体３４に接続する。
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【００２６】
本実施例においては、接地導体は銅で形成しておき、スルーホールを銅で埋めることによ
りこれらの間を接続する。
【００２７】
本実施例では、伝送線路９と接地導体２９の間は１層目誘電体基板１と２層目誘電体基板
１８が連続しており、両者間の厚さは、１層目誘電体基板１に２層目誘電体基板１８の厚
さが加わったものとなる。したがって、伝送線路９と接地導体２９の間の厚さを、１層目
誘電体基板１、あるいは２層目誘電体基板１８単独の厚さより厚くすることができ、伝送
損失を小さくできる。
【００２８】
本実施例では、高周波信号を取り扱う端子８、１５と、半導体チップ１６に電圧を印加す
る端子２６、３２を１層目の誘電体基板１表面に設けているが、例えば高周波信号を取り
扱う端子を１層目の誘電体基板１表面に、半導体チップ１６に電圧を印加する端子を４層
目の誘電体基板３０の裏面に設けてもよい。また、高周波信号を取り扱う端子と、半導体
チップ１６に電圧を印加する端子を４層目の誘電体基板３０の裏面に設けてもよい。また
、端子の数も特に限定するものではない。
【００２９】
図２は、図１を組み立てた場合のＡ－Ｂ部の断面図である。２層目の誘電体基板１８表面
の接地導体１９の一部を除去した部分３５を設けることにより、この部分の誘電体基板の
厚さを、１層目の誘電体基板１、２層目の誘電体基板１８、３層目の誘電体基板２４、４
層目の誘電体基板３０より厚くすることができる。
【００３０】
図３は、図１の高周波回路モジュールの１段増幅器の等価回路である。伝送線路２とチッ
プ容量３、４、５、ボンディング・ワイヤを含む半導体チップ１６に電源電圧を印加する
線路２５、電源電圧端子２６、入力出端子８からなる入力側整合回路、伝送線路９とチッ
プ容量１０、１１、１２、ボンディング・ワイヤを含む半導体チップ１６に電源電圧を印
加する線路３１、電源電圧端子３２、出力端子１５からなる出力側整合回路からなる。伝
送線路２は、伝送線路２ａ、伝送線路２ｂ、伝送線路２ｃからなり、伝送線路９は、伝送
線路９ａ、伝送線路９ｂ、伝送線路９ｃからなる。
【００３１】
図４は、図３における出力側整合回路の等価回路を、図１０に示したごとく単層の誘電体
基板４４で構成し、ボンディング・ワイヤを含む半導体チップ１６の出力インピーダンス
を１～１００Ω、負荷インピーダンスを５０Ω、誘電体基板４４の比誘電率を８ .１、誘
電体基板４４上に形成した伝送線路９の幅を０ .３ mm、誘電体基板４４の誘電正接ｔａｎ
δを０ .０１７とし１ .９ GHzで整合するように伝送線路９ａ、伝送線路９ｂ、伝送線路９
ｃの長さとチップ容量１０、１１、１２の値を最適化した場合の整合回路損失を示す。図
４において、曲線１、２、３は、それぞれ誘電体基板４４の厚さが０ .１５ mm、０ .３ｍｍ
、０ .６ｍｍの場合の計算値である。図４から明らかなように、伝送線路９を形成する誘
電体基板４４が厚くなるに従って整合回路損失は低くなる傾向にある。例えば、ボンディ
ング・ワイヤを含む半導体チップ１６の出力インピーダンスが１０Ωの時、誘電体基板４
４の厚さが０ .１５ mmでの整合回路損失は０ .１６ dBであるが、誘電体基板４４の厚さが０
.３ mmになると０ .１３ dB、０ .６ mmになると０ .１ dBに低減される。
【００３２】
実施例２
図５（ａ）は実施例２の高周波回路モジュールの分解図、  図５（ｂ）は図５（ａ）を組
み立てた場合のＡ－Ｂ部の断面図である。１層目の誘電体基板１上に、伝送線路２とチッ
プ容量３、４、５からなる入力側整合回路を形成し、チップ容量３は入力端子８に接続、
チップ容量４は接地端子６に接続、チップ容量５は接地端子７に接続する。入力端子８は
２層目の誘電体基板１８に設けたスルーホール８ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたス
ルーホール８ｂにより３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体を除去して設け
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た端子８ cに接続される。さらに、伝送線路９とチップ容量１０、１１、１２からなる出
力側整合回路を形成し、チップ容量１０は出力端子１５に接続、チップ容量１１は接地端
子１３に接続、チップ容量１２は接地端子１４に接続する。出力端子９は２層目の誘電体
基板１８に設けたスルーホール１５ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホール１
５ｂにより３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体を除去して設けた端子１５
cに接続される。
【００３３】
１層目の誘電体基板１には、半導体チップ１６を２層目の誘電体基板１８表面に設けた接
地導体１９に接着するために、誘電体を除去してこれを貫通する穴１７を設ける。１層目
の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２は端子２６に接続する。また、１層目の誘電体基
板１表面に設けた伝送線路９は端子３２に接続する。
【００３４】
半導体チップ１６は１層目の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２、９にボンディングで
接着する。半導体チップ１６を接着した２層目の誘電体基板１８表面に形成した接地導体
１９は、半導体チップ１６の接着部のスルーホールにより３層目の誘電体基板２４表面に
設けた接地導体２９、３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体３４に接続する
。
【００３５】
１層目の誘電体基板１表面に形成した出力側整合回路の伝送線路９に対向する部分を含む
ように、２層目の誘電体基板１８表面に形成した接地導体１９の一部分３５を部を除去す
る。接地導体１９は、誘電体基板周辺部のスルーホールにより３層目の誘電体基板２４の
表面と裏面に形成した接地導体２９、３４に接続する。
【００３６】
実施例３
図６（ａ）は実施例２の高周波回路モジュールの分解図、  図６（ｂ）は図６（ａ）を組
み立てた場合のＡ－Ｂ部の断面図である。１層目の誘電体基板１表面に、伝送線路２とチ
ップ容量３、４、５からなる入力側整合回路を形成し、チップ容量３は入力端子８に、チ
ップ容量４は接地端子６に、チップ容量５は接地端子７に接続する。入力端子８は２層目
の誘電体基板１８に設けたスルーホール８ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホ
ール８ｂにより３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体を除去して設けた端子
８ cに接続する。さらに、伝送線路９とチップ容量１０、１１、１２からなる出力側整合
回路を形成し、チップ容量１０は出力端子１５に、チップ容量１１は接地端子１３に、チ
ップ容量１２は接地端子１４に接続する。出力端子９は２層目の誘電体基板１８に設けた
スルーホール１５ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホール１５ｂにより３層目
の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体３４を除去して設けた端子１５ cに接続する
。
【００３７】
１層目の誘電体基板１には、半導体チップ１６を２層目の誘電体基板１８表面に設けた接
地導体１９に接着するために、誘電体を除去してこれを貫通する穴１７を設ける。１層目
の誘電体基板１上に設けた伝送線路２は端子２６に接続する。また、１層目の誘電体基板
１表面に設けた伝送線路９は端子３２に接続する。
【００３８】
半導体チップ１６は１層目の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２、９にボンディングで
接着する。半導体チップ１６を接着した２層目の誘電体基板１８表面に形成した接地導体
１９は、半導体チップ１６の接着部のスルーホールにより３層目の誘電体基板２４表面お
よび裏面に設けた接地導体２９、３４に接続する。
【００３９】
１層目の誘電体基板１表面の出力側整合回路の伝送線路９に対向する部分を含むように、
２層目の誘電体基板１８表面の接地導体１９の一部分３５を除去する。さらに、３層目の
誘電体基板２４表面の接地導体２９の一部分４０を、伝送線路９に対向する部分を含むよ
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うに除去する。接地導体１９、２９は、誘電体基板周辺部のスルーホールにより互いに接
続し、また３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体３４に接続する。
【００４０】
実施例４
図７（ａ）は実施例４の高周波回路モジュールの分解図、  図７（ｂ）は図７（ａ）を組
み立てた場合のＡ－Ｂ部の断面図である。１層目の誘電体基板１表面に、伝送線路２とチ
ップ容量３、４、５からなる入力側整合回路を形成し、チップ容量３は入力端子８に、チ
ップ容量４は接地端子６に、チップ容量５は接地端子７に接続する。入力端子８は２層目
の誘電体基板１８に設けたスルーホール８ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホ
ール８ｂにより３層目の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体を除去して設けた端子
８ cに接続する。さらに、伝送線路９とチップ容量１０、１１、１２からなる出力側整合
回路を形成し、チップ容量１０は出力端子１５に、チップ容量１１は接地端子１３に、チ
ップ容量１２は接地端子１４に接続する。出力端子９は２層目の誘電体基板１８に設けた
スルーホール１５ａ、３層目の誘電体基板２４に設けたスルーホール１５ｂにより３層目
の誘電体基板２４の裏面に形成した接地導体を除去して設けた端子１５ cに接続する。
１層目の誘電体基板１には、半導体チップ１６を２層目の誘電体基板１８表面に設けた接
地導体１９に接着するために、誘電体を除去してこれを貫通する穴１７を設ける。１層目
の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２は端子２６に接続する。また、１層目の誘電体基
板１表面に設けた伝送線路９は端子３２に接続する。
【００４１】
半導体チップ１６は１層目の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２、９にボンディングで
接着する。半導体チップ１６を接着した２層目の誘電体基板１８表面に形成した接地導体
１９は、半導体チップ１６の接着部のスルーホールにより３層目の誘電体基板２４の表面
および裏面に設けた接地導体２９、３４に接続する。
【００４２】
１層目の誘電体基板１表面の入力側整合回路の伝送線路２に対向する部分を含むように、
２層目の誘電体基板１８表面の接地導体１９の一部分４１を除去する。さらに、出力側整
合回路の伝送線路９に対向する部分を含むように、２層目の誘電体基板１８表面の接地導
体１９の一部分３５を除去する。除去部分は、１層目の誘電体基板１、２層目の誘電体基
板１８、３層目の誘電体基板２４より誘電体基板を厚くすることができる。接地導体１９
は、誘電体基板周辺部のスルーホールにより３層目の誘電体基板２４の表面および裏面に
形成した接地導体２９、３４に接続する。
【００４３】
実施例５
図８（ａ）は実施例５の高周波回路モジュールの分解図、  図８（ｂ）は図８（ａ）を組
み立てた場合のＡ－Ｂ部の断面図である。１層目の誘電体基板１表面に、伝送線路２とチ
ップ容量３、４、５からなる入力側整合回路を形成し、チップ容量３は入力端子８に、チ
ップ容量４は接地端子６に、チップ容量５は接地端子７に接続する。入力端子８は２層目
の誘電体基板１８に設けたスルーホール８ａにより２層目の誘電体基板１８の裏面に形成
した接地導体を除去して設けた端子８ cに接続する。さらに、伝送線路９とチップ容量１
０、１１、１２からなる出力側整合回路を形成し、チップ容量１０は出力端子１５に、チ
ップ容量１１は接地端子１３に、チップ容量１２は接地端子１４に接続する。出力端子９
は２層目の誘電体基板１８に設けたスルーホール１５ａにより２層目の誘電体基板１８の
裏面に形成した接地導体を除去して設けた端子１５ cに接続する。
【００４４】
１層目の誘電体基板１には、半導体チップ１６を２層目の誘電体基板１８表面に設けた接
地導体１９に接着するために、誘電体を除去してこれを貫通する穴１７を設ける。１層目
の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２は端子２６に接続する。また、１層目の誘電体基
板１表面に設けた伝送線路９は端子３２に接続する。
【００４５】
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半導体チップ１６は１層目の誘電体基板１表面に設けた伝送線路２、９にボンディングで
接着する。半導体チップ１６を接着した２層目の誘電体基板１８表面に形成した接地導体
１９は、半導体チップ１６の接着部のスルーホールにより２層目の誘電体基板１８の裏面
に設けた接地導体２９に接続する。
【００４６】
１層目の誘電体基板１表面の出力側整合回路の伝送線路９に対向する部分を含むように、
２層目の誘電体基板１８表面の接地導体１９の一部分３５除去する。除去部分は、１層目
の誘電体基板１、２層目の誘電体基板１８より誘電体基板を厚くすることができる。接地
導体１９は、誘電体基板周辺部のスルーホールにより第２層目の誘電体基板１８の裏面に
形成した接地導体２９に接続する。
【００４７】
実施例６
図１５は、本発明の通信装置の一実施例である移動無線端末のブロック・ダイアグラムで
ある。図１６は、図１５に示した移動無線端末高周波数部の部品配置図である。送信側の
信号は、符号１０８の変調器、１０７のバーストスイッチ、１０６の駆動増幅器、１０５
のフィルタ、１０４の電力増幅器、１０３のデュプレクサを経由して１０２のアンテナ -
２から出力される。受信側の信号は、符号１０１のアンテナ -１、１０９の低雑音増幅器
、１０５のフィルタ、１１０の周波数変換器、１１１の中間周波増幅器を経由した場合と
、信号１０２のアンテナ -２、１０９の低雑音増幅器、１０５のフィルタ、１１０の周波
数変換器、１１１の中間周波増幅器を経由した場合を比較して、１１３の復調ユニットで
処理され１１４のベースバンド・ユニットに到達するダイバーシィ方式である。１１２の
周波数シンセサイザである。
【００４８】
電力増幅器１０４、低雑音増幅器１０９に上記実施例１から５に記載した高周波回路モジ
ュールを用いる。電力増幅器１０４としては、出力側整合回路の伝送線路と接地導体間の
誘電体基板の厚さもを２層以上とした高周波回路モジュールの他、入力側整合回路の伝送
線路と接地導体間の誘電体基板の厚さも２層以上とした高周波回路モジュールを用いる。
【００４９】
低雑音増幅器１０９としては、入力側整合回路の伝送線路と接地導体間の誘電体基板の厚
さもを２層以上とした高周波回路モジュールの他、出力側整合回路の伝送線路と接地導体
間の誘電体基板の厚さも２層以上とした高周波回路モジュールを用いる。
【００５０】
これらの高周波回路モジュールを用いることにより移動無線端末を小型化できる。
【００５１】
【発明の効果】
本発明によれば、誘電体基板全体の厚さを変えずに、必要な部分の厚さを厚くすることが
可能なので、伝送損失を低減でき、かつ高周波回路モジュールのおよびこれを用いた通信
装置の小型化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１の高周波回路モジュールの分解図である。
【図２】本発明の実施例１の高周波回路モジュールの断面図である。
【図３】本発明の実施例１の高周波回路モジュールの増幅器全体としての等価回路を示す
図である。
【図４】従来の高周波回路モジュールの出力側整合回路の損失を計算した図である。
【図５】本発明の実施例２の高周波回路モジュールの分解図および断面図である。
【図６】本発明の実施例３の高周波回路モジュールの分解図および断面図である。
【図７】本発明の実施例４の高周波回路モジュールの分解図および断面図である。
【図８】本発明の実施例５の高周波回路モジュールの分解図および断面図である。
【図９】単層の誘電体基板上に形成した伝送線路の断面図である。
【図１０】単層の誘電体基板上に形成した伝送線路の高周波損失を、誘電体基板の厚さを
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変えて計算した図である。
【図１１】単層の誘電体基板上に形成した伝送線路の高周波損失を、導体の幅を変えて計
算した図である。
【図１２】２層の誘電体基板に形成した伝送線路の断面図である。
【図１３】２層の誘電体基板に形成した伝送線路の高周波損失を、誘電体基板の厚さを変
えて計算した図である。
【図１４】２層の誘電体基板に形成した伝送線路の高周波損失を、導体の幅を変えて計算
した図である。
【図１５】移動無線端末高周波数部のブロックダイアグラムである。
【図１６】移動無線端末高周波数部の部品配置図である。
【符号の説明】
１…誘電体基板、２…伝送線路、３、４、５…チップ容量、６、７…接地導体、８…入力
端子、９…伝送線路、１０、１１、１２…チップ容量、１３、１４…接地導体、１５…出
力端子、１６…半導体チップ、１７…誘電体を除去した穴、１８…誘電体基板、１９…接
地導体、２０、２１、２２、２３…スルーホール、２４…誘電体基板、２５…伝送線路、
２６…端子、２７、２８…スルーホール、２９…接地導体、３０…誘電体基板、３１…伝
送線路、３２…端子、３３…接地導体、３４…裏面の接地導体、３５…接地導体の除去部
分、３６、３７、３８、３９…接地導体、１２０、１２１、１２２、１２３、１５１、１
５２、１５３、１５４…スルーホール。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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