
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板表面に形成され、回路素子と多層配線層とにより構成される高周波回路
層と、
　前記高周波回路層上に形成され、前記高周波回路の入力、出力、電源にそれぞれ接続さ
れた複数の導電性パッドと、
　前記高周波回路層上に第１の絶縁層を介して形成され、前記複数の導電性パッドにそれ
ぞれ接続される複数の再配線層と、
　前記第１の絶縁層上及び前記再配線層上に形成され、前記多層配線層よりも厚い封止用
絶縁層と、
　前記封止用絶縁層上に設けられ、前記複数の導電性パッドに対応する複数の実装用接続
端子と、
　前記封止用絶縁層内に設けられ、前記再配線層と実装用接続端子との間に設けられる複
数の導電性ポストとを有し、
　前記高周波回路層の高周波回路は、前記入力に対応する導電性ポストから入力される高
周波受信信号を増幅する入力アンプと、高周波送信信号を増幅し前記出力に対応する導電
性ポストから出力するパワー出力アンプとを有し、
　さらに、
　前記電源に対応する第１の導電性ポストは第１の径を有し、
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　前記入力アンプの入力に対応する第２の導電性ポストは前記第１の径より小さい第２の
径を有し、
　前記パワー出力アンプの出力に対応する第３の導電性ポストは前記第２の径より大きい
第３の径を有することを特徴とする高周波デバイス。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記高周波回路層上であって、前記第２または第３の導電性ポストの下に設けられ、固
定電位に接続された第１のシールド層を有することを特徴とする高周波デバイス。
【請求項３】
　請求項 において、
　さらに、前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第２のシールド層を有することを特
徴とする高周波デバイス。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記第２または第３の導電ポストとそれに対応する導電性パッドとが近接または重複し
て形成され、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポスト及びそれに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第３のシールド層を有することを特
徴とする高周波デバイス。
【請求項５】
　
　

　

　

【請求項６】
　請求項１において、
　同じ電源に対応する前記第１の導電性ポストは複数個高密度に配置され、前記第２また
は第３の導電性ポストは、前記第１の導電性ポストよりも低密度に配置されることを特徴
とする高周波デバイス。
【請求項７】
　

　

【請求項８】
　請求項１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パ
ッドの下に設けられ、固定電位に接続された第２のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性パッドと第２のシールド層との間の容量とによって、前
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請求項１において、
前記第２または第３の導電性ポストとそれに対応する導電性パッドとが所定距離離間し

ている第１のポスト構造と、前記第２または第３の導電性ポストとそれに対応する導電性
パッドとが近接または重複している第２のポスト構造とを有し、

前記第１のポスト構造においては、前記高周波回路層上であって、前記第２または第３
の導電性ポストの下に設けられ、固定電位に接続された第１のシールド層と、前記多層配
線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パッドの下に設
けられ、固定電位に接続された第２のシールド層とを有し、

前記第２のポスト構造においては、前記多層配線層内であって、前記第２または第３の
導電性ポスト及びそれに接続される導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された
第３のシールド層を有することを特徴とする高周波デバイス。

請求項１乃至６のいずれかに記載した高周波デバイスであって、第１の高周波帯の信号
を処理する第１の高周波デバイスと、前記第１の高周波帯より高い第２の高周波帯の信号
を処理する第２の高周波デバイスとを有し、

前記第１の高周波デバイスの導電性パッドの高さより、第２の高周波デバイスの導電性
パッドの高さが高いことを特徴とする高周波デバイスモジュール。



記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特徴
とする高周波デバイス。
【請求項９】
　請求項１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記高周波回路層上であって、前記第２または第３の導電性ポストの下に設けられ、固
定電位に接続された第１のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性ポスト及び第１のシールド層との間の容量とによって、
前記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特
徴とする高周波デバイス。
【請求項１０】
　請求項１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポスト及びそれに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第３のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性パッドと第３のシールド層との間の容量とによって、前
記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特徴
とする高周波デバイス。
【請求項１１】
　半導体基板と、
　前記半導体基板表面に形成され、回路素子と多層配線層とにより構成される高周波回路
層と、
　前記高周波回路層上に形成され、前記高周波回路の入力、出力、電源にそれぞれ接続さ
れた複数の導電性パッドと、
　前記高周波回路層上に第１の絶縁層を介して形成され、前記複数の導電性パッドにそれ
ぞれ接続される複数の再配線層と、
　前記第１の絶縁層及び再配線層上に形成され、前記多層配線層よりも厚い封止用絶縁層
と、
　前記封止用絶縁層上に設けられ、前記複数の導電性パッドに対応する複数の実装用接続
端子と、
　前記封止用絶縁層内に設けられ、前記再配線層と実装用接続端子との間に設けられる複
数の導電性ポストとを有する第１及び第２の高周波デバイスを有し、
　前記第１の高周波デバイスは、第１の高周波帯の信号を処理する第１の高周波回路を有
し、前記第２の高周波デバイスは、前記第１の高周波帯より高い第２の高周波帯の信号を
処理する第２の高周波回路を有し、
　前記第１の高周波デバイスの導電性ポストの高さより、第２の高周波デバイスの導電性
ポストの高さが高いことを特徴とする高周波デバイスモジュール。
【請求項１２】
　請求項 において、
　前記第１及び第２の高周波回路は、前記入力に対応する導電性ポストから入力される高
周波受信信号を増幅する入力アンプと、変調された高周波送信信号を増幅し前記出力に対
応する導電性ポストから出力するパワー出力アンプとを有し、
　前記電源に対応する第１の導電性ポストは第１の径を有し、
　前記入力アンプの入力に対応する第２の導電性ポストは前記第１の径より小さい第２の
径を有し、
　前記パワー出力アンプの出力に対応する第３の導電性ポストは前記第２の径より大きい
第３の径を有することを特徴とする高周波デバイスモジュール。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップに高周波回路を集積した高周波デバイスに関し、特に、チップ
サイズパッケージによりコンパクト化し且つ高周波特性を改善した高周波デバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信機器の普及に伴い、それに搭載されるデバイスには、低価格化、コンパクト
化、高機能化が求められている。低価格化にこたえるものとしてシリコン基板を利用した
高周波デバイスがある。従来型のガリウム・ヒ素基板ではなく、より廉価なシリコン基板
上に高周波回路を形成することが提案されている。更に、コンパクト化にこたえるものと
してチップサイズパッケージ（ CSP: Chip Sized Package又は、 Chip Scale Package）が
ある。チップサイズパッケージは、半導体チップ基板上にポリイミドなどの樹脂からなる
封止絶縁層をモールド成形法により形成して、半導体チップを封止したパッケージ構造で
あり、パッケージサイズがチップサイズと同じであり高密度実装を可能にする。高機能化
は、同一の半導体チップ内に受信回路や送信回路を形成するものであり、１チップ内で高
周波信号の送信と受信及び変調と復調、ベースバンドの信号処理などを可能にする。した
がって、１チップの入出力端子には、種々の高周波信号が通過し、入出力端子での高周波
特性を考慮することが必要である。
【０００３】
　半導体デバイスのコンパクト化方法として、フリップチップボンディング（ FCB）法が
提案されている。フリップチップボンディング法は、半導体チップの表面に入出力端子と
して複数の半田ボールを設け、パッケージ基板に半田ボールを介して半導体チップをボン
ディングする技術であり、ワイヤーボンディングを使用せずに多数の入出力端子をパッケ
ージ基板の端子に接続することができ、それに伴いパッケージサイズを小さくすることが
できる。
【０００４】
　このようなフリップチップボンディング法を利用した半導体デバイスにおいて、入出力
端子の高周波特性を向上させるための種々の方法が提案されている。例えば、特許文献１
，２，３などである。特許文献１には、半田バンプが形成されるパッドのうち、高周波信
号の入出力に用いられる高周波入出力パッドの面積を小さくし、高周波信号の入出力に用
いられないその他のパッドの面積を大きくすることが記載されている。この構造では、高
周波入出力パッドの面積を小さくすることで、半導体基板との寄生インピーダンスを小さ
くし、信号損失を小さくすることができる。
【０００５】
　特許文献２には、ＧａＡｓ半導体基板上に導電性ピラーと呼ばれる導電性の接続端子を
形成するに際して、メッキプロセスにおける開口径と接続端子の高さとの間の相関関係を
利用し、開口径を小さくして短い接続端子を形成し、開口径を大きくして長い接続端子を
形成し、両接続端子の高さをそろえることが記載されている。その結果、低抵抗で短い接
続端子を形成可能にし、高周波用半導体チップの接続端子としてインダクタやキャパシタ
ンスを低減するこができる。
【０００６】
　特許文献３には、ボールグリッドアレイによるフリップチップボンディングされる半導
体装置において、高周波信号が伝搬する金属配線の特性インピーダンスを一定にするため
に、金属配線の上下に基準電位に接続されるシールド配線を形成して、ストリップライン
構造を形成することが記載されている。
【０００７】
　上記の特許文献１～３は、いずれもチップをパッケージ内にボンディングするフリップ
チップボンディングによるものであり、パッケージサイズはチップサイズに比較して大き
くなる。したがって、コンパクト化の観点から、チップサイズパッケージとは異なる構成
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である。
【０００８】
　チップサイズパッケージの例が特許文献４に記載されている。この例は、半導体基板上
にポリイミドからなる封止樹脂層を形成し、封止樹脂層内に入出力端子用のポストを形成
したものであり、半導体基板と封止樹脂層との境界面にインダクタ素子を形成して、入出
力端子のインピーダンス整合回路を形成するものである。半導体チップ表面に封止樹脂層
を形成してパッケージ状態にしているので、フリップチップタイプのパッケージよりも小
型化することができ、携帯通信機器に搭載されるコンパクトな半導体デバイスとして有効
である。
【特許文献１】特開平９－３０６９１７号公報
【特許文献２】特開平１０－６４９５３号公報
【特許文献３】特開２００２－３１３９３０号公報
【特許文献４】特開２００３－２４３５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　このように、チップサイズパッケージは、フリップチップパッケージと比較するとコン
パクト化の観点から有利であるが、その反面、封止作用を有する封止用絶縁層または樹脂
層は、チップ表面の多層配線層に比較すると非常に厚く、そこに形成される導電性ポスト
の高さはかなり長くなり、高周波信号に対する特性の劣化が深刻である。高周波信号のな
かでも、低パワーの高周波信号に対しては、その損失特性の劣化を回避できる構成が必要
であり、高パワーの高周波信号に対しては、損失特性に加えて十分な電流供給能力を有す
る構成が必要である。また、実装基板上の高周波回路と半導体チップ内の高周波回路との
間のカップリングは、より高い周波数帯になるほど抑制することが要求される。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、チップサイズパッケージによりコンパクト化し且つ高周波特
性を改善した高周波デバイスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の側面は、
　半導体基板と、
　前記半導体基板表面に形成され、回路素子と多層配線層とにより構成される高周波回路
層と、
　前記高周波回路層上に形成され、前記高周波回路の入力、出力、電源にそれぞれ接続さ
れた複数の導電性パッドと、
　前記高周波回路層上に第１の絶縁層を介して形成され、前記複数の導電性パッドにそれ
ぞれ接続される複数の再配線層と、
　前記第１の絶縁層上及び前記再配線層上に形成され、前記多層配線層よりも厚い封止用
絶縁層と、
　前記封止用絶縁層上に設けられ、前記複数の導電性パッドに対応する複数の実装用接続
端子と、
　前記封止用絶縁層内に設けられ、前記再配線層と実装用接続端子との間に設けられる複
数の導電性ポストとを有し、
　前記高周波回路層の高周波回路は、前記入力に対応する導電性ポストから入力される高
周波受信信号を増幅する入力アンプと、高周波送信信号を増幅し前記出力に対応する導電
性ポストから出力するパワー出力アンプとを有し、
　さらに、
　前記電源に対応する第１の導電性ポストは第１の径を有し、
　前記入力アンプの入力に対応する第２の導電性ポストは前記第１の径より小さい第２の
径を有し、
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　前記パワー出力アンプの出力に対応する第３の導電性ポストは前記第２の径より大きい
第３の径を有することを特徴とする高周波デバイスである。
【００１２】
　上記の第１の側面において、好ましい実施例は、前記高周波回路層上であって、前記第
２または第３の導電性ポストの下に設けられ、固定電位に接続された第１のシールド層を
有することを特徴とする。
【００１３】
　上記の第１の側面において、好ましい実施例は、前記高周波回路層の上層部であって、
前記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パッドの下に設けられ、固定電位
に接続された第２のシールド層を有することを特徴とする。
【００１４】
　上記の目的を達成するために、本発明の第２の側面は、前記多層配線層内であって、前
記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パッドの下に設けられ、固定電位に
接続された第２のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層間に形成され、渦巻き構造を有するインダ
クタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性パッド及び第２のシールド層との間の容量とによって、
前記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特
徴とする高周波デバイスである。
【００１５】
　上記の第２の側面における変形例として、第２または第３の導電性ポストの下に設けら
れる第１のシールド層と当該導電性ポストとの間の容量によりインピーダンス整合回路が
構成される。或いは、第２または第３の導電性ポスト及びそれに接続される導電性パッド
の下に設けられる第３のシールド層と当該導電性パッドとの間の容量によりインピーダン
ス整合回路が構成される。
【００１６】
　上記の目的を達成するために、本発明の第３の側面は、第１の高周波帯の信号を処理す
る第１の高周波デバイスと、前記第１の高周波帯より高い第２の高周波帯の信号を処理す
る第２の高周波デバイスとを有し、
　前記第１の高周波デバイスの導電性ポストの高さより、第２の高周波デバイスの導電性
ポストの高さが高いことを特徴とする高周波デバイスモジュールである。
【発明の効果】
【００１７】
　上記の第１の側面によれば、ＬＳＩの多層配線層よりも長い高さを持つ導電性ポストを
有するチップサイズパッケージにおいて、高周波回路を形成したとき、電源用ポストの径
を大きくして許容電流値を大きくし、高周波受信信号に対応する受信側ポストの径を小さ
くして長い導電性ポストと基板との間の寄生容量、寄生抵抗を小さくして高周波信号の損
失を小さくし、高周波送信信号に対応する送信側の第３の導電性ポストの径は、高周波信
号ではあるが、受信側の第２の導電性ポストの径より大きくして許容電流値を大きくする
。チップサイズパッケージでは、高さの高い導電性ポストが、損失増大やインダクタのＱ
値の劣化による高周波特性の劣化を招くので、それを解決するために上記の構成とする。
【００１８】
　第１の側面の好ましい実施例によれば、高周波信号を伝送するが大電流確保のため太く
した送信側の第３の導電性ポストには、高周波特性改善のために、第１のシールド層を形
成して、送信側ポストの寄生容量を所定の値に固定し且つ半導体基板の寄生抵抗を抑制す
る構成にする。これにより、送信側導電性ポストの高周波特性の劣化を抑制する。
【００１９】
　第２の側面によれば、インピーダンス整合回路が、前記再配線層の間に形成された渦巻
き構造のインダクタ素子と、シールド層による寄生容量とにより構成可能になり、インピ
ーダンス整合回路を効率的に形成することができる。
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【００２０】
　第３の側面によれば、導電性ポストの損失を減らすためには導電性ポストの高さをでき
るだけ低くしたいが、より高い周波数帯では、高周波回路層の回路と実装基板との間の距
離を長くして両者のカップリング作用を抑制する必要がある。そこで、より高い周波数帯
の高周波デバイスの導電性ポストはより高くし、より低い周波数帯の高周波デバイスの導
電性ポストはそれより低くする。低周波数帯では、上記カップリング作用が少ないので、
導電性ポストをより低くして損失増大を抑制する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を図面にしたがって説明する。但し、本発明の技術的範囲は
それらの実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明とその均等物に及ぶ
物である。
【００２２】
　図１は、本実施の形態における高周波デバイスの断面図である。シリコン半導体基板１
０の表面には、トランジスタなどの回路素子が形成され、回路素子を接続する多層配線層
１２とともに高周波回路層を構成する。高周波回路は、後述するとおり、トランジスタな
どの回路素子、入力、出力、電源、グランドなどからなる。多層配線層１２の最上層導電
層として導電性パッド１４が形成され、多層配線層１２内の図示しない配線と接続されて
いる。また、多層配線層１２上には、コーティング法により形成されたポリイミドからな
る第１の絶縁層１６が形成され、導電性パッド１４に接続される再配線層２２が形成され
ている。再配線層２２と導電性パッド１４とは第１の絶縁層１６内のビア１８により接続
される。
【００２３】
　さらに、再配線層２２の上には導電性ポスト２４Ａ～２４Ｅが形成され、導電性ポスト
２４の上端にはバリアメタル層２６を介してソルダバンプ２８が形成されている。また、
第１の絶縁層１６と再配線層２２との上であって、導電性ポスト２４の間を埋めるように
、ポリイミドなどの樹脂からなる封止絶縁層２０が形成される。この封止絶縁層２０は、
多層配線層１２よりも厚い絶縁層であり、これにより半導体チップ表面は完全に封止され
、また、パッケージとしての強度を提供される。したがって、図１の構成は、半導体チッ
プが封止されたパッケージ構造をなし、パッケージサイズは半導体チップと同じサイズに
なる。つまり、チップサイズパッケージ構造である。
【００２４】
　図２は、図１の一部Ｘを拡大した断面図である。シリコン半導体基板１０の表面１１に
形成されたトランジスタなどの回路素子が、その上の多層配線層１２の配線により接続さ
れて、高周波回路層１３を構成する。多層配線層１２の表面に形成されたアルミニウムな
どからなる導電性パッド１４の上には、ポリイミドなどからなる第１の絶縁層１６が形成
されている。第１の絶縁層１６の導電性パッド１４に対応する位置にコンタクトホールが
形成され、スパッタリング法などにより種メタル層２２Ｂが形成され、その種メタル層２
２Ｂ上にメッキ工程により比較的厚い銅メッキ層２２Ａが形成される。種メタル層２２Ｂ
と銅メッキ層２２Ａとにより再配線層２２が構成される。
【００２５】
　さらに、図示しないレジスト層を形成し導電性ポスト形成位置に開口部を形成し、その
開口部内に銅メッキ工程により所定の高さを有する導電性ポスト２４Ａが形成される。導
電性ポスト２４Ａの位置において、再配線層２２は、導電性ポストの径よりも大きな径の
円形パッド形状をなす。そして、第１の絶縁層１６上にポリイミドなどの封止絶縁層２０
がモールド工程により形成され、高周波回路層１３が外部から封止される。さらに、導電
性ポスト２４Ａの上端にはバリアメタル層２６及びソルダバンプ２８が形成される。
【００２６】
　外部からの封止を完全に行い且つある程度のパッケージ強度を確保するために、封止絶
縁層２０は、例えば７０μｍと厚く形成される。したがって、封止絶縁層２０は、多層配
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線層１３や第１の絶縁層１６によりも厚く形成される。そのため、封止絶縁層２０内に埋
め込まれて形成される導電性ポスト２４Ａ～２４Ｅの高さも、多層配線層１３などに比較
すると高くなる。このようなかなりの高さを有する導電性ポストは、高周波信号が伝送す
るとき、それ自体のインピーダンスと共に、導電性ポストとシリコン半導体基板１０や周
囲の導電性物質との間の寄生容量やそれら物質の寄生抵抗が、高周波特性に影響を与える
。特に、寄生容量や寄生抵抗は、導電性ポスト２４を伝送する高周波信号の損失を増大さ
せる。したがって、高周波信号が伝送する導電性ポストの径は、できるだけ小さくして、
それに接続される寄生容量や寄生抵抗を低減することが望まれる。
【００２７】
　さらに、導電性ポストは、多層配線層内の配線やビアホールに比較すると、大きな径を
有するので、半導体基板内の高周波回路の高周波信号とのカップリングが比較的大きくな
る。特に、シリコン半導体基板１０は、低コスト化を追求すると、高抵抗のＧａＡｓ基板
と異なり、低抵抗（例えば 0.001Ω～ 10Ω）のシリコン基板を使用しなければならない。
半導体基板１０が低抵抗になることにより、基板内の高周波回路の信号が基板を介して、
導電性ポストに影響を与える。そのため、高周波信号が伝送する導電性ポストに対しては
、他の高周波回路とのカップリングを抑えるようなシールド構造を設けることが望まれる
。
【００２８】
　一方で、導電性ポストが電源やグランド電源の供給端子に対応する場合は、それ自体の
インピーダンスを小さくし許容電流を大きくすることが望まれる。また、高周波信号が伝
送する場合であっても、導電性ポストがパワーアンプの出力端子などに対応する場合は、
高周波特性の改善に加えて高い電流供給能力を有することが望まれる。このような要求に
応えるために、導電性ポスト２４の径は比較的大きくすることが望ましい。但し、信号の
損失やカップリングの問題があるので、それらを抑えるような構造を別途設けることが必
要になる。
【００２９】
　図１の断面図の例では、一部の導電性ポスト２４Ｅの径を小さくし、高周波信号を伝送
するがそれほど高い電流供給能力を要しないポストとして利用し、その他の導電性ポスト
２４Ａ～２４Ｄの径はそれよりも大きくして、高い電流供給能力を要するポストとして利
用している。導電性ポスト２４の高さが非常に高いため、上記のように高周波回路のどの
入出力端子に接続されるかによって、その径の大きさを最適化することが必要になる。
【００３０】
　図３は、本実施の形態における高周波回路と導電性ポストとの関係を示す図である。無
線通信回路３０は、半導体基板表面の回路素子と多層配線層とにより構成され、高周波回
路である高周波フロントエンドユニット３２と、ベースバンドユニット３４と、ベースバ
ンドユニット３４に接続され所定のデータ処理を行うデータ処理ユニット（図示せず）と
を有する。そして、高周波フロントエンドユニット３２は、例えば、受信側のプリアンプ
であるローノイズアンプ３６（ＬＮＡ）と、直交復調器３８，４０，５０で直交復調器と
、ローパスフィルタ４２，４４と、アンプ４６，４８と、アナログ・デジタル変換器Ａ／
Ｄとからなる受信側高周波回路と、デジタル・アナログ変換器Ｄ／Ａと、アンプ６０，６
８と、ローパスフィルタ６２，６４と、直交変調器５８，６０，５２で直交変調器と、出
力アンプであるパワーアンプ５６（ＰＡ）とからなる送信側高周波回路とを有する。直交
復調器３８，４０及び直交変調器５８，６０には、ローカル発振器５２により生成される
発振信号が直接または９０°位相シフト回路５０，５２を介して供給される。
【００３１】
　チップサイズパッケージ外に設けられたアンテナ７４とバンドパスフィルタ７２と入出
力スイッチ７０を介して、高周波受信信号が受信側ポスト２４Ｅ及び入力整合用インダク
タ７７を伝送し、ローノイズアンプ３６に入力される。したがって、微少な電力の高周波
受信信号に損失を与えないように、受信側ポスト２４Ｅの径は比較的小さく形成される。
径を小さくすることにより、ポスト２４Ｅに接続される封止樹脂層２０などの寄生容量や
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、その寄生容量に接続される半導体基板内の寄生抵抗を小さくすることができ、それら寄
生容量と寄生抵抗による高周波信号の損失を最小限にすることができる。さらに、受信側
ポスト２４Ｅと半導体基板との間、若しくは受信側ポスト２４Ｅに接続される導電性パッ
ドと半導体基板との間に、グランドなどの固定電位に接続された導電性シールド層７６が
設けられる。この導電性シールド層７６により、寄生容量を予測可能な値に抑え、半導体
基板による寄生抵抗の影響を抑えることができる。また、半導体基板の他の高周波回路と
のカップリング作用も抑えることができる。
【００３２】
　一方、パワーアンプ５６の出力である高周波送信信号は、出力整合用インダクタ７９と
送信側ポスト２４Ａを伝送し、入出力スイッチ７０、バンドパスフィルタ７２及び高周波
アンテナ７４を介して送出される。パワーアンプ５６によりハイパワーの高周波送信信号
を伝送するために、送信側ポスト２４Ａの径は、入力側ポスト２４Ｅに比較すると大きく
形成されている。径を大きくすることで送信側ポストの断面積を大きくしてそれ自体のイ
ンピーダンスを小さくし、大電流供給を可能とする。但し、送信側ポスト２４Ａの径を大
きくすることで、寄生容量や寄生抵抗も大きくなり、損失が大きくなる。そこで、それを
抑制するために、送信側ポスト２４Ａと半導体基板との間、若しくは送信側ポストに接続
される導電性パッドと半導体基板との間に、グランドなどの固定電位に接続された導電性
シールド層７８が設けられる。このシールド層により、寄生容量を予測可能な値に抑え、
半導体基板による寄生抵抗の影響を抑えることができる。また、他の高周波回路とのカッ
プリングも抑えることができる。
【００３３】
　ローノイズアンプ３６やパワーアンプ５６は、電源ＶｄｄやグランドＧＮＤに接続され
る。それに伴って、それらのアンプは電源用ポスト２４Ｆとグランド用ポスト２４Ｇに接
続される。これらの電源用、グランド用ポストは、大電流の供給を可能にし、ローノイズ
アンプやパワーアンプのグランド電位が浮き上がるのを防止するために、径が大きく形成
されている。つまり、これらのポスト２４Ｆ、２４Ｇは、少なくとも、受信用ポスト２４
Ｅよりも大きな径を有し、必要に応じて送信用ポスト２４Ａよりも大きな径を有すること
もある。例えば、これらのポスト２４Ｆ、２４Ｇは、図１において、例えばポスト２４Ｅ
より大きな径を有するポスト２４Ｂ、２４Ｃ、２４Ｄなどにより実現される。
【００３４】
　図４は、本実施の形態における半導体デバイスの実装面側の平面図である。なお、この
平面図にはソルダバンプが省略されている。実装面側には、封止樹脂層２０が形成され、
その封止樹脂層２０内に複数の導電性ポストが埋め込まれている。そして、ローノイズア
ンプ（ＬＮＡ）側とパワーアンプ（ＰＡ）側とにそれぞれ、前述の径の入力ポスト（受信
側ポスト）２４Ｅと出力ポスト（送信側ポスト）２４Ａとが形成される。さらに、電源用
ポスト２４Ｆとグランド用ポスト２４Ｇが、それぞれ大きな径で形成される。また、入力
ポスト２４Ｅと出力ポスト２４Ａとに接続されるスパイラルインダクタ７７，７９が、図
１，２に示した第１の絶縁層１６上の再配線層２２を利用して形成される。
【００３５】
　図４ではややわかりにくいが、入力ポスト２４Ｅや出力ポスト２４Ａは、周囲のポスト
との短絡を防止するために、周囲のポストから所定距離離間して設けられ、その結果、入
力ポストや出力ポストは低密度に配置される。それに対して、グランド用ポスト４Ｇなど
は、高周波特性の改善（グランドの強化）、熱抵抗の低減および許容電流を大きくするた
めに複数も設けられ、互いに短絡することが許されるので高密度に配置される。電源用ポ
ストもグランド用ポストと同じである。入力ポストや出力ポストも複数設けられる場合は
高密度に配置されてもよい。
【００３６】
　図５は、本実施の形態における受信側ポストと送信側ポストの構造例を示す図である。
図中、上側が断面図、下側が上面図になっており、右側が送信側ポスト、左側が受信側ポ
ストをそれぞれ示す。前述のとおり、導電性ポスト２４は、受信側ポストの径が送信側ポ
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ストよりも小さく形成されている。また、両ポスト２４と半導体基板との間には、グラン
ドなどの固定電位に接続された導電性シールド層７６，７８が形成されている。具体的に
は、これら導電性シールド層７６，７８は、多層配線層１２上の導電性パッド１４と同じ
アルミニウム層により形成され、その形状は導電性ポスト２４の径やポスト用パッド２２
の径よりも大きな長さの矩形または大きな径の円形であることが望ましい。この導電性シ
ールド層７６，７８は、多層配線層１２内に埋め込まれて形成されてもよい。
【００３７】
　この導電性シールド層７６，７８を形成することにより、高周波信号が伝送する導電性
ポスト２４との間に固定的な寄生容量を形成することができ、導電性ポスト２４に接続さ
れる寄生容量の値を予測可能な値にすることができる。さらに、導電性シールド層７６，
７８が導電性ポスト２４と半導体基板（図示せず）との間に形成されているので、導電性
ポストに半導体基板内の寄生抵抗は接続されなくなる。このように、導電性ポストと半導
体基板との間に導電性シールド層を設けることは、信号損失を抑制することができ、高周
波信号が伝送する受信側ポストにも送信側ポストにも有利である。特に、高電流供給を確
保するためにポスト径を大きくしている送信側ポストには、信号損失の抑制になり有効で
ある。
【００３８】
　但し、導電性シールド層の存在により、半導体基板の寄生抵抗を抑制することができる
ものの、逆に固定的な寄生容量が導電性ポストに付随することになる。したがって、比較
的低周波数帯では、寄生容量より寄生抵抗のほうが信号損失には大きな影響を与えるので
、寄生抵抗の低減が損失改善に寄与するが、逆に、高い周波数帯では、寄生抵抗よりも寄
生容量のほうが信号損失に大きな影響を与えるので、導電性シールド層を設けないほうが
よい場合もある。
【００３９】
　導電性シールド層は、導電性パッド１４と半導体基板との間の多層配線層１２内に形成
しても有効である。それにより、寄生容量を予測可能な値にすることができ、基板の寄生
抵抗を抑えることができるからである。この点については、後に詳述する。
【００４０】
　図６は、本実施の形態における電源用ポストとグランド用ポストの構造例を示す図であ
る。これらのポスト２４は、径を大きくして許容電流を大きくし、それ自体のインピーダ
ンスを抑えている。これらのポストには、高周波信号が伝送することはないので、シール
ド層は形成されない。
【００４１】
　図７は、受信側ポストまたは送信側ポストの構造例を示す図である。図中、（Ａ）は上
面図、（Ｂ）は断面図、（Ｃ）（Ｄ）はそれぞれ斜視図である。この例は、上面図（Ａ）
及び断面図（Ｂ）に示されるように、導電性ポスト２４と導電性パッド（ビアパッド）１
４とが所定距離離間している場合の構成例である。導電性パッド１４は、ビア１８の径よ
りも大きな径を有する円形状を有し、多層配線層１２の最上層メタル層により形成される
。
【００４２】
　両者が所定距離離間している場合は、導電性ポスト２４の下の導電性パッド１４と同じ
層に第１の導電性シールド層８０が形成され、さらに、導電性パッド（ビアパッド）１４
の下の多層配線層１２内にも第２の導電性シールド層８２が形成される。第１の導電性シ
ールド層８０は、多層配線層１２の最上層メタル層により形成される。両シールド層８０
，８２を形成することにより、半導体基板１０との間の寄生容量を予測可能な固定値に近
づけることができ、半導体基板による寄生抵抗を抑えることができ、他の高周波回路との
カップリングを抑制することができる。寄生容量を固定化することで、後述するとおり、
インピーダンス整合回路の容量素子として利用することができる。また、寄生抵抗を抑え
ることで、高周波信号損失を抑えることができる。
【００４３】
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　図８は、受信側ポストまたは送信側ポストの別の構造例を示す図である。図中、（Ａ）
は上面図、（Ｂ）は断面図、（Ｃ）は斜視図である。この例は、上面図（Ａ）及び断面図
（Ｂ）に示されるように、導電性ポスト２４と導電性パッド（ビアパッド）１４とが平面
的に重なっているまたは近接している場合の構成例である。導電性ポスト２４と導電性パ
ッド（ビアパッド）１４とが重なるまたは近接している場合は、導電性ポスト２４の下に
多層配線層１６上の最上層メタル層によるシールド層を形成することができない。そこで
、このような構成の場合は、多層配線層１２内にシールド層８２を形成する。このシール
ド層は、上面図（Ａ）や斜視図（Ｃ）に示されるように、導電性ポスト２４と、そのポス
トパッド２２と、導電性パッド（ビアパッド）１４とを全て半導体基板１０からシールド
する形状になっている。つまり、上面からみて、導電性ポスト２４と、そのポストパッド
２２と、導電性パッド（ビアパッド）１４とを全て含むような楕円形状になっている。こ
の例は、一例として楕円形状になっているが、シールドが可能であれば、形状は問わない
。このシールド層８２は、グランドなどの固定電位に接続されていて、導電性ポストや導
電性パッドとの間に所定の寄生容量を形成し、さらに、半導体基板１０による寄生抵抗は
抑制される。
【００４４】
　本実施の形態における高周波デバイスは、図７または図８のいずれかの構成を有しても
良いし、両方の構成を有していても良い。いずれの構成であっても、高周波信号が伝送す
る導電性ポストに接続される信号伝送経路の寄生容量や寄生抵抗による特性劣化（損失増
大）を抑制することができる。
【００４５】
　図９は、受信側ローノイズアンプと送信側パワーアンプの回路例を示す図である。ロー
ノイズアンプ３８は、図３に示したように、アンテナ７４、バンドパスフィルタ７２、ス
イッチ７０、受信側ポスト２４Ｅ、及びインピーダンス整合回路３６Ｍを介して、高周波
受信信号を入力する。インピーダンス整合回路３６Ｍは、例えば、インダクタ７７に導電
性シールド層との寄生容量やそれ以外に形成した容量Ｃ３，Ｃ４により構成される。
【００４６】
　ローノイズアンプ３８は、例えば、ＮチャネルＭＯＳトランジスタＱ３０，Ｑ３１を縦
にカスコード接続して構成される。それぞれのトランジスタＱ３０，Ｑ３１には、バイア
ス電圧 Vbias1,2が印加される。トランジスタＱ３０のソース側はグランドＧＮＤに接続さ
れ、トランジスタＱ３１のドレイン側は、インダクタＬを介して電源Ｖｄｄに接続され、
カップリングキャパシタ Coutを介して出力信号 Foutを生成する。この出力信号 Foutは、図
３によれば、直交復調器に供給される。
【００４７】
　トランジスタＱ３０は、ゲートに印加される高周波受信信号に応じて増幅された高周波
信号をドレイン端子に生成し、トランジスタＱ３１は、その増幅された高周波信号に応じ
てさらに増幅した高周波信号をドレイン端子に生成する。このように、カスコード接続さ
れた２つのトランジスタによりより大きな増幅率を提供する。
【００４８】
　送信側のパワーアンプ５６も、ローノイズアンプと基本的には同じ回路構成である。図
３の直交変調器から供給される高周波信号 FinをトランジスタＱ３０，Ｑ３１により増幅
し、カップリングキャパシタ Coutを介して電力増幅された高周波信号を出力する。この信
号は、インピーダンス整合回路５６Ｍを介して、アンテナ側に出力される。インピーダン
ス整合回路５６Ｍは、ローノイズアンプと同じように、信号伝送経路に形成されたインダ
クタ７９と、容量Ｃ１，Ｃ２により構成される。
【００４９】
　図１０は、導電性ポストの径と損失との関係を示すグラフ図である。横軸がポストの径
（μｍ）、縦軸が損失であり、導電性ポストの高さが約７０μｍ、周波数５ GHzの高周波
信号に対する損失が示される。このグラフ図から明らかなとおり、ポスト径が１００μｍ
に比較してポスト径が２００μｍのほうが信号の損失が大きくなる。このように、周波数
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帯が高くなると、導電性ポストの径を大きくすることは大きな信号損失を招くことになる
。したがって、特に受信側ポストでは、信号損失の増大はノイズフィギュアＮＦの劣化に
つながるので、できるだけ径を小さくすることが望まれる。
【００５０】
　図１１は、複数の導電性ポストの径に対する周波数と損失との関係を示すグラフ図であ
る。横軸は周波数、縦軸は損失を示し、５種類の導電性ポストの径（丸：径２００μｍ、
正方形：１７５μｍ、三角形：１５０μｍ、Ｘ：１２５μｍ、ひし形：１００μｍ）に対
して周波数と損失との関係が示される。サンプルの導電性ポストの高さは　　μｍである
。このグラフ図から理解されるように、周波数が高くなるにしたがい、ポスト径が大きい
ほど損失がより大きくなっている。したがって、信号の周波数帯がより高くなるにともな
い、高周波信号が伝送する導電性ポストの径をより小さくすることが望まれる。
【００５１】
　図１２は、複数の導電性ポストの径において、導電性シールド層を設ける場合と設けな
い場合とに対する周波数と損失との関係を示すグラフ図である。横軸は周波数、縦軸は損
失を示し、５種類の導電性ポストの径（丸：径２００μｍでシールド層なし、ひし形：１
００μｍでシールド層なし、三角形：２００μｍでシールド層有り、Ｘ：１００μｍでシ
ールド層有り）に対して周波数と損失との関係が示される。サンプルの導電性ポストの高
さは、前述と同じ７０μｍである。
【００５２】
　このグラフ図から理解されるように、同じポスト径であっても、比較的低い周波数帯で
はグランドシールド層を形成したほうが損失は少なくなる。但し、ポスト径２００μｍの
例に示されるように、比較的高い周波数帯では、グランドシールド層を設けないほうが損
失は逆に大きくなる。この理由は、グランドシールド層を形成することにより、固定的な
寄生容量が形成される一方で半導体基板の寄生抵抗は抑えられる。したがって、低い周波
数帯よりも高い周波数帯で寄生容量による損失がより支配的になり、損失に逆転が生じる
。このことから、比較的低い周波数帯で動作する高周波デバイスでは、高周波信号が伝送
する導電性ポストにグランドシールド層を積極的に設け、比較的高い周波数帯で動作する
高周波デバイスでは、グランドシールド層を設けないことが望ましい。
【００５３】
　図１３は、複数の導電性ポストの径に対する周波数とインダクタのＱ値との関係を示す
グラフ図である。サンプルは、導電性ポストに再配線層により形成したインダクタを接続
したものであり、２種類のポスト径それぞれにシールド層の有無を加えた４種類の導電性
ポスト構造（丸：径２００μｍでシールド層なし、三角形：径２００μｍでシールド層有
り、ひし形：径１００μｍでシールド層なし、Ｘ：径１００μｍでシールド層有り）であ
る。無印はインダクタ単独のＱ値である。導電性ポストが接続されるとＱ値の値は低下（
劣化）していくが、導電性ポストの径が大きいほど低下が大きい。また、同じポスト径の
場合は、比較的低い周波数帯ではシールド層を設けた方がＱ値の低下は小さいが、比較的
高い周波数帯ではシールド層を設けないほうがＱ値の低下は少ない。つまり、図１２の逆
転現象と同じ減少が見られる。
【００５４】
　上記の実験結果から次のことが理解される。（１）高周波信号が伝送し高電流供給の必
要がない導電性ポストに対しては、ポスト径を小さくしたほうが損失を抑えることができ
る。（２）比較的低い周波数帯で動作する高周波デバイスでは、受信側ポストや送信側ポ
ストには導電性シールド層を形成して、信号の損失を抑え、比較的高い周波数帯で動作す
る高周波デバイスでは、導電性シールド層を形成せずに、信号の損失を抑えることが望ま
しい。（３）さらに、インダクタが接続される導電性ポストについては、比較的低い周波
数帯で動作する高周波デバイスでは、導電性シールド層を形成して、Ｑ値の劣化を抑え、
比較的高い周波数帯で動作する高周波デバイスでは、導電性シールド層を形成せずに、Ｑ
値の劣化を抑えることが望ましい。
【００５５】
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　図１４は、第２の実施の形態における高周波デバイスモジュールの構成図である。この
高周波デバイスモジュール１００は、高い周波数帯の信号を処理する高周波デバイス１０
２と、それより低い周波数帯の信号を処理する高周波デバイス１０４とが、共通のモジュ
ール基板上に実装されている。それぞれの高周波デバイス１０４は、図１～９などで示し
たチップサイズパッケージの高周波デバイスである。このようなモジュール１００は、例
えば、低い周波数帯と高い周波数帯の両方を処理可能な無線ＬＡＮカードや、複数の周波
数帯に対して動作可能なマルチモードの無線装置などである。
【００５６】
　図１５は、２種類の高周波デバイスの断面図である。（Ａ）が高周波数帯のデバイス１
０２、（Ｂ）が低周波数帯のデバイス１０４の断面図である。ここに示されるように、そ
れぞれのデバイス１０２，１０４には、封止樹脂層２０内に導電性ポスト２４が形成され
ているが、半導体基板１０の高周波回路と実装基板の高周波回路とのカップリングを抑え
るために、特に高周波数帯のデバイスでは、導電性ポスト２４の高さＨ１をより高くし、
低周波数帯のデバイスでは、導電性ポスト２４の高さＨ２をより低くしている。導電性ポ
ストの高さは低いほうが信号損失の劣化を抑えることができるので、できるだけ低いこと
が望まれるが、より高い周波数帯域では、カップリングが強く作用するので、より高い導
電性ポストを形成することが望ましい。
【００５７】
　さらに、高周波数帯のデバイス１０２においては、高周波信号を伝送する導電ポストで
あってもその下にグランドシールド層を設けない。一方、低周波数帯のデバイス１０４に
おいては、高周波信号を伝送する導電ポストの下にグランドシールド層７６，７８を設け
ている。
【００５８】
　以上の実施の形態をまとめると、以下の付記の通りである。
【００５９】
　（付記１）半導体基板と、
　前記半導体基板表面に形成され、回路素子と多層配線層とにより構成される高周波回路
層と、
　前記高周波回路層上に形成され、前記高周波回路の入力、出力、電源にそれぞれ接続さ
れた複数の導電性パッドと、
　前記高周波回路層上に第１の絶縁層を介して形成され、前記複数の導電性パッドにそれ
ぞれ接続される複数の再配線層と、
　前記第１の絶縁層上及び前記再配線層上に形成され、前記多層配線層よりも厚い封止用
絶縁層と、
　前記封止用絶縁層上に設けられ、前記複数の導電性パッドに対応する複数の実装用接続
端子と、
　前記封止用絶縁層内に設けられ、前記再配線層と実装用接続端子との間に設けられる複
数の導電性ポストとを有し、
　前記高周波回路層の高周波回路は、前記入力に対応する導電性ポストから入力される高
周波受信信号を増幅する入力アンプと、高周波送信信号を増幅し前記出力に対応する導電
性ポストから出力するパワー出力アンプとを有し、
　さらに、
　前記電源に対応する第１の導電性ポストは第１の径を有し、
　前記入力アンプの入力に対応する第２の導電性ポストは前記第１の径より小さい第２の
径を有し、
　前記パワー出力アンプの出力に対応する第３の導電性ポストは前記第２の径より大きい
第３の径を有することを特徴とする高周波デバイス。
【００６０】
　（付記２）付記１において、
　前記高周波回路層上であって、前記第２または第３の導電性ポストの下に設けられ、固
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定電位に接続された第１のシールド層を有することを特徴とする高周波デバイス。
【００６１】
　（付記３）付記２において、
　さらに、前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第２のシールド層を有することを特
徴とする高周波デバイス。
【００６２】
　（付記４）付記１において、
　前記第２または第３の導電ポストとそれに対応する導電性パッドとが近接または重複し
て形成され、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポスト及びそれに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第３のシールド層を有することを特
徴とする高周波デバイス。
【００６３】
　（付記５）付記１において、
　前記第２または第３の導電性ポストとそれに対応する導電性パッドとが所定距離離間し
ている第１のポスト構造と、前記第２または第３の導電性ポストとそれに対応する導電性
パッドとが近接または重複している第２のポスト構造とを有し、
　前記第１のポスト構造においては、前記高周波回路層上であって、前記第２または第３
の導電性ポストの下に設けられ、固定電位に接続された第１のシールド層と、前記多層配
線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パッドの下に設
けられ、固定電位に接続された第２のシールド層とを有し、
　前記第２のポスト構造においては、前記多層配線層内であって、前記第２または第３の
導電性ポスト及びそれに接続される導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された
第３のシールド層を有することを特徴とする高周波デバイス。
【００６４】
　（付記６）付記１において、
　同じ電源に対応する前記第１の導電性ポストは複数個高密度に配置され、前記第２また
は第３の導電性ポストは、前記第１の導電性ポストよりも低密度に配置されることを特徴
とする高周波デバイス。
【００６５】
　（付記７）付記１に記載した高周波デバイスであって、第１の高周波帯の信号を処理す
る第１の高周波デバイスと、前記第１の高周波帯より高い第２の高周波帯の信号を処理す
る第２の高周波デバイスとを有し、
　前記第１の高周波デバイスの導電性パッドの高さより、第２の高周波デバイスの導電性
パッドの高さが高いことを特徴とする高周波デバイスモジュール。
【００６６】
　（付記８）付記１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポストに接続される導電性パ
ッドの下に設けられ、固定電位に接続された第２のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性パッド及び第２のシールド層との間の容量とによって、
前記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特
徴とする高周波デバイス。
【００６７】
　（付記９）付記１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記高周波回路層上であって、前記第２または第３の導電性ポストの下に設けられ、固
定電位に接続された第１のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
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ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性ポストと第１のシールド層との間の容量とによって、前
記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特徴
とする高周波デバイス。
【００６８】
　（付記１０）付記１に記載された高周波デバイスであって、さらに、
　前記多層配線層内であって、前記第２または第３の導電性ポスト及びそれに接続される
導電性パッドの下に設けられ、固定電位に接続された第３のシールド層と、
　前記高周波回路層上であって、前記再配線層の間に形成され、渦巻き構造を有するイン
ダクタとを有し、
　前記インダクタと、前記導電性パッドと第３のシールド層との間の容量とによって、前
記入力アンプまたはパワー出力アンプのインピーダンス整合回路が構成されることを特徴
とする高周波デバイス。
【００６９】
　（付記１１）半導体基板と、
　前記半導体基板表面に形成され、回路素子と多層配線層とにより構成される高周波回路
層と、
　前記高周波回路層上に形成され、前記高周波回路の入力、出力、電源にそれぞれ接続さ
れた複数の導電性パッドと、
　前記高周波回路層上に第１の絶縁層を介して形成され、前記複数の導電性パッドにそれ
ぞれ接続される複数の再配線層と、
　前記第１の絶縁層及び再配線層上に形成され、前記多層配線層よりも厚い封止用絶縁層
と、
　前記封止用絶縁層上に設けられ、前記複数の導電性パッドに対応する複数の実装用接続
端子と、
　前記封止用絶縁層内に設けられ、前記再配線層と実装用接続端子との間に設けられる複
数の導電性ポストとを有する第１及び第２の高周波デバイスを有し、
　前記第１の高周波デバイスは、第１の高周波帯の信号を処理する第１の高周波回路を有
し、前記第２の高周波デバイスは、前記第１の高周波帯より高い第２の高周波帯の信号を
処理する第２の高周波回路を有し、
　前記第１の高周波デバイスの導電性ポストの高さより、第２の高周波デバイスの導電性
ポストの高さが高いことを特徴とする高周波デバイスモジュール。
【００７０】
　（付記１２）付記１１において
　前記第１及び第２の高周波回路は、前記入力に対応する導電性ポストから入力される高
周波受信信号を増幅する入力アンプと、変調された高周波送信信号を増幅し前記出力に対
応する導電性ポストから出力するパワー出力アンプとを有し、
　前記電源に対応する第１の導電性ポストは第１の径を有し、
　前記入力アンプの入力に対応する第２の導電性ポストは前記第１の径より小さい第２の
径を有し、
　前記パワー出力アンプの出力に対応する第３の導電性ポストは前記第２の径より大きい
第３の径を有することを特徴とする高周波デバイスモジュール。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本実施の形態における高周波デバイスの断面図である。
【図２】図１の一部Ｘを拡大した断面図である。
【図３】本実施の形態における高周波回路と導電性ポストとの関係を示す図である。
【図４】本実施の形態における半導体デバイスの実装面側の平面図である。
【図５】本実施の形態における受信側ポストと送信側ポストの構造例を示す図である。
【図６】本実施の形態における電源用ポストとグランド用ポストの構造例を示す図である
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。
【図７】受信側ポストまたは送信側ポストの構造例を示す図である。
【図８】受信側ポストまたは送信側ポストの別の構造例を示す図である。
【図９】受信側ローノイズアンプと送信側パワーアンプの回路例を示す図である。
【図１０】導電性ポストの径と損失との関係を示すグラフ図である。
【図１１】複数の導電性ポストの径に対する周波数と損失との関係を示すグラフ図である
。
【図１２】複数の導電性ポストの径において、導電性シールド層を設ける場合と設けない
場合とに対する周波数と損失との関係を示すグラフ図である。
【図１３】複数の導電性ポストの径に対する周波数とインダクタのＱ値との関係を示すグ
ラフ図である。
【図１４】第２の実施の形態における高周波デバイスモジュールの構成図である。
【図１５】２種類の高周波デバイスの断面図である。
【符号の説明】
【００７２】
１０：半導体基板、１２：多層配線層、１３：高周波回路層、１４：導電性パッド、
１６：第１の絶縁層、２０：封止絶縁層、２２：再配線層、２４：導電性ポスト、
２６：バリアメタル、２８：ソルダーバンプ、３６：受信側アンプ、５６：送信側アンプ
７６：導電性シールド層、７８：導電性シールド層
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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 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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