
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数層の配線膜が層間絶縁膜を介して形成され、異なる層の配線膜間が上記層間絶縁膜
を貫通する層間接続導電膜を介して電気的に接続され、少なくともベアの半導体集積回路
装置を内蔵した配線基板であって、
　上記半導体集積回路装置が直接マウントされたシールド配線膜と、
　上記半導体集積回路装置の上記シールド配線膜と反対側に設けられたシールド配線膜と
、
　上記半導体集積回路装置の周囲を取り囲むところの、上記層間絶縁膜を貫通して上記二
つのシールド配線膜と電気的に層間接続された複数のシールド層間接続導電膜と、
　を有することを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記半導体集積回路装置の上下のシールド配線膜間の間隔が放射防止対象の電磁波の波
長λｇの半分（λｇ／２）より短い
　ことを特徴とする請求項 記載の配線基板。
【請求項３】
　前記シールド配線膜の少なくとも一つに、孔を有し、
　その孔の径又は長辺が放射防止対象の電磁波の波長λｇの半分（λｇ／２）より短い
　ことを特徴とする請求項１又は 記載の配線基板。
【請求項４】
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　前記上下のシールド配線膜と複数のシールド層間接続導電膜とに囲まれたシールド（遮
蔽）籠の直方体形状の内部空間の高さａ、横幅ｂ、縦長さｃ（但し、ａ≦ｂ≦ｃ）が、放
射防止対象の電磁波の波長をλｇとしたとき、下記の式
　λｇ＞２／〔｛（１／ｂ）２ ＋（１／ｃ）２ ｝１ ／ ２  ］
を満足する
　ことを特徴とする請求項１、２又は 記載の配線基板。
【請求項５】
　前記請求項１、２、３又は 記載の配線基板 に、少なくとも、前記ベアの半導体集
積回路装置とは別の半導体集積回路装置 受動部品を搭載してなる
　ことを特徴とする回路モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数層の配線膜が層間絶縁膜を介して形成され、異なる層の配線膜間が上記層
間絶縁膜を貫通する層間接続導電膜を介して電気的に接続され、少なくともベアの半導体
集積回路装置を内蔵した配線基板と、更にその配線基板に別の半導体集積回路装置及び受
動部品を搭載した回路モジュールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
高周波信号の送受信をする無線通信ＩＣ（半導体集積回路装置）や高速ディジタル信号を
処理するＩＣは、周囲からの放射雑音を受けやすいし、また、自身が他に対する放射雑音
の発生源ともなる。
そこで、従来において、そのようなＩＣに対しては、導電性のシールドキャップでそのＩ
Ｃを覆い、それを例えばグランドラインに接続（即ち、接地）し、そのＩＣを他から静電
的に遮蔽するということが行われた。
【０００３】
図３はそのように高周波信号の送受信等或いは高速ディジタル信号の処理等を行うＲＦ－
ＩＣを備え、そのＲＦ－ＩＣに対してシールドキャップを設けて静電シールドした回路モ
ジュールの一例を示す。
ａは配線基板、ｂはその層間絶縁膜で、例えば合成樹脂からなる。ｃは例えば銅等の導電
体からなる配線膜、ｄは層間絶縁膜ｂを貫通して層の異なる配線膜間を電気的に層間接続
する層間接続導電膜で、ビアホール或いはスルーホール等と称される。本明細書では、以
後、「ビアホール」と称することとする。
【０００４】
ｅは配線基板ａの一方の表面に搭載されたＩＣ、ｆは配線基板ａの該一方の表面に搭載さ
れた受動部品（例えば、抵抗、コンデンサ、バラン回路、水晶発振子、フィルタ等）、ｇ
は高周波信号の送受信等を行うＲＦ－ＩＣであり、上述したようにシールドキャップｈに
より上及び周囲（側方）が静電シールドされている。このシールドキャップｈはシールド
用電位点、例えばグランドラインに接続されていることはいうまでもない。
このような高周波回路モジュールによれば、周囲からの雑音がＲＦ－ＩＣ１２に侵入する
こと及びＲＦ－ＩＣｇが他に対する雑音放射源になることを、シールドキャップｈにより
防止することができる。
【０００５】
また、特開２００１－７７５３７号公報に紹介されたように、配線基板の内部にベアのＩ
Ｃを収納する収納空間を設け、更に、配線基板内部であってその収納空間の上側及び下側
にシールド用の配線膜を形成し、そのシールド用の配線膜をグランドラインに接続し、上
記収納空間内のＩＣをそれに対する上及び下から上記シールド配線膜により静電シールド
する技術もある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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ところで、図３に示した従来技術によれば、静電シールドのためにＩＣ（ＲＦ－ＩＣ等）
ｇを覆うシールドキャップｈを取り付ける必要があるので、小型化が難しくなるという問
題がある。特に、携帯電話機等、携帯電子機器は小型化に対する要求が強いので、それに
用いられる高周波モジュール等に対しても小型化の要求が強い。従って、シールドキャッ
プｈの取付が必要となる図３に示す技術は、小型化の要求に応えることが難しいので、無
視できない問題を有すると言える。
また、そのシールドキャップｈの取付に手間とコストがかかり、低コスト化の要求にも応
えることが難しいという問題もあった。
また、シールドキャップｈはＩＣｇの下側を静電シールドすることができないという欠点
もある。
【０００７】
一方、特開２００１－７７５３７号公報に紹介された技術によれば、シールドキャップｈ
の取付が必要ではなくなり、ＲＦ－ＩＣ等のＩＣを配線基板内の収納空間に収納させ、配
線基板の配線膜により静電シールドするようにするので、小型化が容易であり、また、キ
ャップ取付工程も必要ではないので、手間とコストについては図３に示す従来技術よりも
少なく、低い。
また、ＩＣの上のみならず下側も静電シールドすることができるので、その点でも優れて
いると言える。
【０００８】
しかしながら、特開２００１－７７５３７号公報に紹介された技術によれば、ＲＦ－ＩＣ
ｇにその側面から侵入する雑音に対しては静電シールドするものがなく、静電シールド効
果は充分とは言えなかった。
本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり、大型化、手間、コストの増
大を伴うことなく配線基板内にベアのＩＣ、例えば高周波信号の送受信等に用いられるＩ
Ｃ或いは或いは高速ディジタル信号の処理等を行うＩＣをより完全に静電シールドして収
納できるようにすることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の配線基板は、内部のベアの半導体集積回路装置（ＩＣ）の上側及び下側にシ
ールド配線膜を設け、更に、上記ＩＣを取り囲むところの複数のシールドスルーホール（
或いはビアホール）を設けたことを特徴とする。

　従って、請求項１の配線基板によれば、上記ベアのＩＣの上側及び下側を上記上側及び
下側シールド配線膜により静電シールドすることができるのみならず、上記ベアのＩＣの
側面はそのＩＣを取り囲む複数のシールドビアホール（或いはシールドスルーホール）に
より静電シールドすることができる。

　また、シールドキャップを取り付ける必要がないので、大型化、手間、コストの増大を
伴うことなく静電シールド効果を高めることができる。
【００１１】
尚、ＩＣをシールド体で完全に遮蔽することは、ベアのＩＣの一部にグランドラインの電
位を近づけてはならないところがあり、切り欠き（孔）を形成する必要がある。また、Ｉ
Ｃの電極をシールド体の外部に引き出す必要がある。
従って、ＩＣの上、下側の配線膜に切り欠きを設けたり、シールド用のスルーホール（或
いはビアホール）を或る程度の間隔を置いて設けたりすることが必要である。
【００１２】
しかし、その間隔がＩＣ動作時に放射する主要電磁波の波長λｇの２分の１以上だとその
切り欠き等の間隔のある部分がスリット・アンテナとして機能し、放射する。
依って、切り欠き、間隙があってもそれが、λｇの２分の１以下になるようにすれば、そ
のような放射は生じない。
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このとき、ベアのＩＣがその上側又は下
側のシールド配線膜に直接マウントされるように構成する。

また、シールド配線膜に直接マウントされたＩＣの
素子形成部から素子形成面と反対側の面への放熱性を高めることができる。



ここで、管内波長λｇをより詳しく説明すると次の通りである。ベアのＩＣが動作時放射
する電磁波のスペクトルを測定し、無視できないスプリアス雑音（例えば、無線通信用Ｉ
Ｃであれば、例えば２０ｄＢＣ以上の高調波やイメージ周波数雑音等）の中で最も高い周
波数成分の波長のことであり、当然、λｇは、基板の誘電率による空気長の圧縮も考慮し
た値（＝λｏ／（εｒ） 1 / 2　；λｏは真空中の管内波長、εｒは基板の比誘電率）であ
る。
【００１３】
また、シールド（遮蔽）籠、即ち前記上下のシールド配線膜と複数のシールドビアホール
とに囲まれたシールド（遮蔽）籠の直方体形状の内部空間の高さａ、横幅ｂ、縦長さｃ（
但し、ａ≦ｂ≦ｃ）が、放射防止対象の電磁波の波長をλｇとしたとき、λｇ＞２／〔｛
（１／ｂ） 2＋（１／ｃ） 2｝ 1 / 2　］を満足するようにすると良い。というのは、空洞共
振の基本モードであるＴＥ 1 0 1共振を防ぐことができるからである。尚、シールド（遮蔽
）籠の内面のａ、ｂ、ｃの定義については後で図１（Ｂ）、（Ｃ）を参照して詳細に説明
する。
【００１４】
請求項５の回路モジュールは、本発明配線基板の前記ベアのＩＣとは別のＩＣと、受動部
品を搭載してなることを特徴とする。
従って、請求項５の回路モジュールによれば、本発明配線基板に前記ベアのＩＣとは別の
ＩＣ、受動部品等を搭載して回路モジュールを構成してなるので、本発明配線基板の持つ
上述した各効果を享受することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明は、基本的には、基板内のベアのＩＣの上側及び下側に位置するシールド配線膜と
、上記ＩＣを取り囲むところの、上記層間絶縁膜を貫通して上記シールド配線膜に電気的
に層間接続された複数のシールドビアホールとからなるシールド（遮蔽）籠により上記ベ
アのＩＣを静電的にシールドするようにしたものであるが、上側と下側のシールド配線膜
のいずれかにベアのＩＣを直接マウントするようにすると良い。その場合、そのベアのＩ
Ｃを直接マウントするシールド配線膜はマウント手段と静電シールド手段を兼用すること
になる。
【００１６】
また、ベアのＩＣの素子形成面（表側の面）側のシールド配線膜（ベアのＩＣの素子形成
面が上向きの場合には上側シールド配線膜、下向きの場合には下側シールド配線膜）に、
孔を形成する必要がある場合がある。ＩＣの活性面近傍にグランドラインがあると、その
グランドラインの電位がＩＣの特性に影響を及ぼす場合がそれである。その場合において
も、放射防止のために、その孔の長辺或いは径はλｇ／２以下にすることが好ましいこと
前述の通りである。
尚、静電シールドされるＩＣの例としては、高周波信号の送受信を行うＲＦ－ＩＣや、高
速ディジタル信号の処理等を行う高速ディジタルＩＣ等が挙げられるが、どのようなＩＣ
であっても本発明を適用することができる。次の実施例の項においては高周波信号の送受
信を行うＲＦ－ＩＣを静電シールドすることとしている。
【００１７】
【実施例】
以下、本発明を図示実施例に従って詳細に説明する。
図１（Ａ）～（Ｃ）は本発明回路モジュールの第１の実施例を示すもので、（Ａ）は断面
図、（Ｂ）はその回路モジュールを構成する配線基板のシールド（遮蔽）籠を抽出して示
す斜視図、（Ｃ）は同じくそのシールド籠の平面断面図である。
図面において、２は回路モジュール［例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈのようなＩＳＭバンド（
２．４ＧＨｚ帯）小電力無線通信用のモジュール）、４は配線基板で、ＩＣ収納空間６を
有し、そのＩＣ収納空間６内にＲＦ－ＩＣ（例えば、トランシーバＭｏｄｅｍを成すＩＣ
）８が収納されている。
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【００１８】
１０は上記配線基板４の配線膜で、金属、例えば銅からなる。１２は絶縁層で、樹脂から
なる。１４は層間絶縁膜ｂを貫通して層の異なる配線膜間を電気的に層間接続するビアホ
ールである。
１６は配線基板４の一方の表面に搭載されたＩＣ（例えば制御部であるベースバンドＩＣ
）、１８は配線基板１４の該一方の表面に搭載された受動部品（例えば、抵抗、コンデン
サ、バラン回路、水晶発振子、フィルタ等）である。
【００１９】
　図１（Ｂ）、（Ｃ）に示す２０は、上記ＲＦ－ＩＣ８を静電シールドするシールド籠（
遮蔽籠）である。
　該シールド籠２０は、下面に該ＲＦ－ＩＣ８がマウントされた平板状の上側シールド配
線膜１０ｕと、そのＲＦ－ＩＣ８より下側にて該上側シール 配線膜１０ｕと平行に位置
する下側シールド配線膜１０ｄと、該上側シール 配線膜１０ｕ・下側シールド配線膜１
０ｄの周辺部間に配置されてその間を電気的に接続するシールドビアホール１４ｓ、１４
ｓ、・・・とからなる。
　ｄは各隣接シールドビアホール１４ｓ・１４ｓ、１４ｓ・１４ｓ、・・・間の間隔であ
る。該シールド籠２０には、ＲＦ－ＩＣ８の電極を外部に引き出す等のために間隙が必要
であり、完全にＲＦ－ＩＣ８を密閉することはできない。本実施例においては、各隣接シ
ールドビアホール１４ｓ・１４ｓ、１４ｓ・１４ｓ、・・・間を、電極を引き出すため間
隙として用いるのであり、その間隙の大きさがｄなのである。
【００２０】
ａは上記上側シールド配線膜１０ｕと、下側シールド配線膜１０ｄとの間の間隔、ｂはシ
ールド籠２０の内面の短片、ｃはシールド籠２０の内面の長辺である。ここで、シールド
籠２０の内面とは、上記上側シールド配線膜１０ｕと、下側シールド配線膜１０ｄとの間
であって、全シールドビアホール１４ｓ、１４ｓ、・・・で囲まれた図１（Ｃ）に２点鎖
線で示す部分（符号として「２２」が付されている。）であり、この短片（横幅）がｂ、
長辺（縦長さ）がｃなのである。
【００２１】
上記シールド籠２０を構成する上記上側シールド配線膜１０ｕ、下側シールド配線膜１０
ｄ及びシールドビアホール１４ｓ・１４ｓ、・・・は、シールド用電位点、例えばグラン
ドラインに接続（接地）されていることはいうまでもない。
このような回路モジュール２によれば、ＲＦ－ＩＣ８がシールド籠２０によって静電的に
シールドされているので、他からの雑音が侵入することを防止することができる。
また、シールドキャップを取り付ける必要がないので、大型化、手間、コストの増大を伴
うことなく静電シールド効果を高めることができる。
そして、ＲＦ－ＩＣ８を上側シール配線膜１０ｕに直接マウントしたので、ＲＦ－ＩＣ８
の素子形成部から素子形成面と反対側の面への放熱性を高めることができる。
【００２２】
尚、放射防止対象の電磁波の波長をλｇとしたとき、λｇ＞２／〔｛（１／ｂ） 2＋（１
／ｃ） 2｝ 1 / 2　］を満足するようにすると良い。というのは、空洞共振の基本モードであ
るＴＥ 1 0 1共振を防ぐことができるからである。
また、スリット・アンテナとして機能して放射をしないように、ｄ（但し、ｄ＞ａ）をλ
ｇ／２以下にすることが好ましいといえる。
【００２３】
図２（Ａ）、（Ｂ）は本発明回路モジュールの第２の実施例を示すもので、（Ａ）は断面
図、（Ｂ）はその回路モジュールを構成する配線基板のシールド（遮蔽）籠を抽出して上
下逆さにして示す斜視図である。２ａは本実施例の回路モジュールであり、本回路モジュ
ール２ａは、図１に示した回路モジュール２とは、下側シールド配線膜１０ｕに孔２４が
形成されている点でのみ異なり、それ以外の点では共通する。
該孔２４は、ＩＣの活性面近傍にグランドラインがありその電位がＩＣの特性に影響を及
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ぼす場合においてその影響がＩＣに及ばないようにするために形成されたものである。し
かし、その孔の長辺はλｇ／２以上だと上述したようにスリットアンテナとして機能し、
反射が生じる。従って、長辺がλｇ／２以下になるようにすることが好ましい。
【００２４】
尚、２６は回路モジュール２ａが搭載されたプリント配線基板、２８は該プリント配線基
板２６の内部のグランドラインを成す配線膜、３０はスルーホールである。
このような回路モジュール２ａによれば、図１に示した回路モジュール２と同様の効果を
奏するのみならず、シールド配線膜１０ｄのＲＦ－ＩＣ８の活性部と対応する部分に孔２
４があるので、グランドラインの電位のＲＦ－ＩＣ８の活性部への影響をなくす或いは軽
減することができる。
また、孔２４の長径をλｇ／２以下にした場合には、上述したように、スリットアンテナ
として機能して反射が生じるおそれがない。
【００２５】
【発明の効果】
　請求項１の配線基板によれば、ベアのＩＣの上側及び下側を上記上側及び下側シールド
配線膜により静電シールドすることができるのみならず、上記ベアのＩＣの側面はそのＩ
Ｃを取り囲む複数のシールドビアホールにより静電シールドすることができる。

　また、シールドキャップを取り付ける必要がないので、大型化、手間、コストの増大を
伴うことなく静電シールド効果を高めることができる。
【００２６】
　請求項 の配線基板によれば、ベアのＩＣの上下のシールド配線膜間の間隔ａが放射防
止対象の電磁波の波長λｇの半分（λｇ／２）より短いので、その間隔によってスリット
アンテナが機能して放射が生じるおそれがない。
【００２７】
　請求項 の配線基板によれば、シールド配線膜に孔を設けることにより、グランドライ
ン等のシールド用電位点の電位がベアのＩＣの特性に影響を及ぼすことを回避することが
可能となる。
　そして、その孔の径又は長辺が放射防止対象の電磁波の波長λｇの半分（λｇ／２）よ
り短いので、その孔によってスリットアンテナが機能するおそれを回避することができる
。
【００２８】
　請求項 の配線基板によれば、ベアのＩＣを静電シールドするシールド（遮蔽）籠の直
方体形状の内部空間の高さａ、横幅ｂ、縦長さｃ（但し、ａ≦ｂ≦ｃ）が、放射防止対象
の電磁波の波長をλｇとしたとき、λｇ＞２／〔｛（１／ｂ）２ ＋（１／ｃ）２｝１ ／ ２

］を満足するので、空洞共振の基本モードであるＴＥ１ ０ １ 共振を防ぐことができる。
　請求項 の回路モジュールによれば、前記請求項１、２、３又は 記載の配線基板に
、前記ベアのＩＣとは別のＩＣと、受動部品を搭載してなるので、該請求項１、２、３又
は 記載の配線基板の利点を享受することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】（Ａ）～（Ｃ）は本発明回路モジュールの第１の実施例を示すもので、（Ａ）は
断面図、（Ｂ）はその回路モジュールを構成する配線基板のシールド（遮蔽）籠を抽出し
て示す斜視図、（Ｃ）は同じくそのシールド籠の平面断面図である。
【図２】（Ａ）、（Ｂ）は本発明回路モジュールの第２の実施例を示すもので、（Ａ）は
断面図、（Ｂ）はその回路モジュールを構成する配線基板のシールド（遮蔽）籠を抽出し
て上下逆さにして示す斜視図である。
【図３】回路モジュールの従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
２、２ａ・・・回路モジュール、４・・・配線基板、６・・・ＩＣ収納空間、
８・・・ベアの半導体集積回路装置（ＲＦ－ＩＣ）、１０・・・配線膜、
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また、ベ
アのＩＣの素子形成部から素子形成面と反対側の面への放熱性を高めることができる。

２

３

４

５ ４に

４に



１０ｕ・・・上側シールド配線膜、１０ｄ・・・下側シールド配線膜、
１２・・・層間絶縁膜、１４・・・間接続導電膜（ビアホール）、
１４ｓ・・・シールドビアホール、１６・・・ＩＣ、１８・・・受動部品、
２０・・・シールド（遮蔽）籠、２４・・・孔。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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