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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信信号を送信する送信回路と、
　前記送信信号に基づく反射信号を受信する受信回路と、
　前記送信回路で生成された前記送信信号を放射する送信アンテナと、
　前記反射信号を受信し、前記反射信号を前記受信回路に供給する受信アンテナと、
　同一の樹脂で充填され、かつ、前記送信回路および前記受信回路に前記樹脂が接するよ
うに前記送信回路と、前記受信回路と、前記送信アンテナと、前記受信アンテナとを一体
的に封止する樹脂パッケージと
を具備して成り、
　前記送信回路と、前記受信回路と、前記送信アンテナと、前記受信アンテナとは、単一
のＭＭＩＣチップ上に形成され、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとを覆うように、前記樹脂パッケージ上に誘電体
レンズが形成され、
　前記送信回路から送信される送信信号の周波数は２０ＧＨｚないし１００ＧＨｚの周波
数である
ことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項２】
　送信信号を送信する送信回路と、
　前記送信信号に基く反射信号を受信する受信回路と、
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　前記送信回路で生成された前記送信信号を放射し、前記送信回路と電気的に接続された
送信アンテナと、
　前記反射信号を受信し、前記反射信号を前記受信回路に供給する、前記受信回路と電気
的に接続された受信アンテナと、
　同一の樹脂で充填され、かつ、前記送信回路および前記受信回路に前記樹脂が接するよ
うに前記送信回路と、前記受信回路と、前記送信アンテナと、前記受信アンテナとを一体
的に封止する樹脂パッケージと
を具備して成り、
　前記送信回路と前記送信アンテナとは、第１のＭＭＩＣチップ上に形成され、
　前記受信回路と前記受信アンテナとは、前記第１のＭＭＩＣチップとは異なる第２のＭ
ＭＩＣチップ上に形成され、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとを覆うように、前記樹脂パッケージ上に誘電体
レンズが形成され、
　前記送信回路から送信される送信信号の周波数は２０ＧＨｚないし１００ＧＨｚの周波
数である
ことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記送信回路および前記受信回路の少なくともどちらか一方からの出力を処理する信号
処理回路を更に含んで成ることを特徴とするレーダセンサ。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記信号処理回路は、前記ＭＭＩＣ上に形成されていることを特徴とするレーダセンサ
。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記信号処理回路は、前記ＭＭＩＣとは異なる、前記樹脂パッケージ内に搭載された信
号処理チップ上に形成されていることを特徴とするレーダセンサ。
【請求項６】
　請求項２において、
　前記送信回路および前記受信回路の少なくともどちらか一方からの出力を処理する信号
処理回路を更に含み、
　前記信号処理回路は、前記第１および前記第２のＭＭＩＣチップとは異なる、前記樹脂
パッケージ内に搭載された信号処理チップ上に形成されている
ことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記誘電体レンズは前記樹脂パッケージと同質材料で一体的に形成されていることを特
徴とするレーダセンサ。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記誘電体レンズは、前記樹脂パッケージとは別途構成されたものを前記樹脂パッケー
ジ上に接着して形成されたことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記誘電体レンズの材料は、その比誘電率が３から６の範囲であることを特徴とするレ
ーダセンサ。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとは、前記送信回路および前記受信回路を中心に
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略対称になるように配置されていることを特徴とするレーダセンサ。
【請求項１１】
　送信用回路と受信用回路の両者を含む能動回路部と、
　前記能動回路部で生成された送信信号を放射する送信アンテナと、
　前記放射された送信信号の反射信号を受信して前記能動回路部に供給する受信アンテナ
と、
　同一の樹脂で充填され、かつ、前記能動回路部に前記樹脂が接するように前記能動回路
部と、前記送信アンテナと、前記受信アンテナとを一体的に封止する樹脂パッケージと
を具備して成り、
　前記能動回路部と、前記送信アンテナと、前記受信アンテナとは、単一のＭＭＩＣチッ
プ上に一体的に形成され、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナの上方の、前記樹脂パッケージ上に誘電体レンズ
が形成され、
　前記送信用回路から送信される送信信号の周波数は２０ＧＨｚないし１００ＧＨｚの周
波数である
ことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記能動回路部からの出力を処理する信号処理回路を更に含んで成ることを特徴とする
レーダセンサ。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記信号処理回路は、前記ＭＭＩＣ上に形成されていることを特徴とするレーダセンサ
。
【請求項１４】
　請求項１２において、
　前記信号処理回路は、前記ＭＭＩＣとは異なる、前記樹脂パッケージ内に搭載された信
号処理チップ上に形成されていることを特徴とするレーダセンサ。
【請求項１５】
　請求項１１において、
　前記誘電体レンズは前記樹脂パッケージと同質材料で一体的に形成されていることを特
徴とするレーダセンサ。
【請求項１６】
　請求項１１において、
　前記誘電体レンズは、前記樹脂パッケージとは別途構成されたものを前記樹脂パッケー
ジ上に接着して形成されたことを特徴とするレーダセンサ。
【請求項１７】
　請求項１６において、
　前記誘電体レンズの材料は、その比誘電率が３から６の範囲であることを特徴とするレ
ーダセンサ。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　前記送信アンテナと前記受信アンテナとは、前記能動回路部を中心に略対称になるよう
に配置されていることを特徴とするレーダセンサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、レーダセンサ、さらに詳しく言えば、送信信号を放射し、この送信信号が物体
により反射された反射信号を受信することで、物体有無、位置、物体または自分の移動速
度等を検出するレーダ装置の送信信号放射及び反射信号を受信する受信部の装置（レーダ
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センサ）に関し、特に、送信信号に２０ＧＨｚ以上のミリ波や準ミリ波の信号を利用する
レーダセンサに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、電磁波を放射し、その電磁波が目標物により反射された反射波を受信し、目標
物の検出を行なうレーダ装置（以下、レーダと略称）が広く利用されている。近年、この
電磁波にミリ波や準ミリ波等の超高周波信号が利用されるようになってきている。この種
のミリ波を用いたレーダの代表的なものに自動車の車間距離警報システムに用いられる自
動車レーダが挙げられる。
【０００３】
これらのシステムに利用されるミリ波モジュールは、発振器や混合器等の能動回路をベー
スプレート上に実装し、さらに、外部の雑音を遮蔽するために、導電性のパッケージで気
密封止することが多い。また、これらの能動素子には、ダイオード等の個別部品も利用さ
れるが、近年では、モジュールの小型化・軽量化等を目的に、ＭＭＩＣ（Monolithic　Mi
crowave　Integrated　Circuit）が利用されてきている。
【０００４】
しかし、上記導電性のパッケージで気密封止すると、アンテナは導電性パッケージの外部
に配置する必要があり、モジュールの形状が大きくなるという問題がある。また、導電性
パッケージ内部の能動回路と外部のアンテナを接続する必要があり、モジュールの低コス
ト化に不向きであるという問題があった。このような問題を回避するため、例えば、公開
特許公報　特開平１１－４１１８号に開示されている技術では、図５に示すように、能動
回路２５が実装されているベースプレート２６とアンテナ２４とを、同一の金属製ベース
プレート２１の同一面上に実装するものが知られている。図５の例では、ベースプレート
２６上に平面アンテナ２４が形成されている。また、アンテナ２４の上部には、アンテナ
２４からの電磁波を放射するための放射窓２２が設けられている。放射窓２２は、非導電
性の材料で形成され、気密封止するために導電性パッケージ２３と溶接されている。また
、放射窓２２は、電磁波の放射角を所望の角度に集光するため誘電体レンズの働きもして
いる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　車載用レーダ等では、装置の小型化と同時に製造コストの低減が極めて重要となる。前
述の従来技術では、小型化には適しているが、導電性のパッケージに放射窓を設けなけれ
ばならず、さらに、気密封止するために、放射窓と導電性のパッケージを溶接しなければ
ならない等、依然としてパッケージ構造が複雑で、製造工程も多くなる。従って、低製造
工とコストのミリ波レーダセンサを実現するのは難しい。
【０００６】
本発明の目的は、ミリ波で動作するレーダセンサを小型、且つ、低コストで実現すること
である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明のレーダセンサは、アンテナとアンテナと結合される
発振器、混合器等の能動回路をＭＭＩＣ（モノリシックマイクロ波集積回路）で構成し、
このＭＭＩＣとアンテナを樹脂パッケージで封止して構成される。
【０００８】
本発明の好ましい実施形態では、前記アンテナ近傍の前記樹脂パッケージの一部にレンズ
を形成する。前記レンズは前記樹脂パッケージと同じ材料で、一体的に構成してもよく、
またレンズを置換可能に形成してもよい。
【０００９】
前記能動回路とアンテナは、複数のＭＭＩＣチップとアンテナで構成することも可能であ
るが、必要な能動回路を１チップのＭＭＩＣで実現してもよい。
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【００１０】
さらに、前記アンテナを能動回路と同一の半導体基板上に構成し、アンテナと能動回路を
１チップ化してもよい。
【００１１】
本発明によれば、樹脂パッケージは、通常、金型による成形が可能であり、製造コストを
著しく低減でき、さらに、樹脂パッケージは非導電性であるため、アンテナの上方に放射
窓等の特別な構造を有する必要がないため、この点からも低コスト化に適している。
【００１２】
特に、２０ＧＨｚ以上の高周波信号を放射し、前記高周波信号が物体により反射された反
射信号を受信するレーダセンサを実現する場合、樹脂パッケージに誘電体レンズを設ける
ことにより、マイクロストリップパッチアンテナのような平面アンテナの面積を小さくし
、レーダセンサを小形化できると同時に、アンテナの電波の放射角設定を容易にできる。
即ち、マイクロストリップパッチアンテナのような平面アンテナの場合、通常、これらの
アンテナは複数のアンテナ素子で電力を合成し、所望の放射角を得る。ＩＣの面積はコス
トに比例するため、アンテナの素子数は少ない方が望ましい。従って、本発明のレーダセ
ンサでは、少ないアンテナ素子（究極的には１個）を持たせ、アンテナの上方に誘電体レ
ンズを装着するることで、所望の放射角を得る構成をとる。
【００１３】
さらに、前記誘電体レンズと前記樹脂パッケージを別に作成し、これらをはり合わせて作
成する場合、複数の形状の誘電体レンズを製造し、利用するアプリケーションに応じて最
適なものを選択し、樹脂パッケージに接着することで、各アプリケーションに適したレー
ダセンサを構成することができる。
【００１４】
誘電体レンズや樹脂パッケージの材料はレンズの大きさの観点より比誘電率が３から６程
度のものが望ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。
図１から図３は、本発明によるレーダセンサの第一の実施例を示している。図１は本レー
ダセンサの断面図を、図２は本レーダセンサの外観平面図、図３はパッケージの上部を除
いた場合の平面図を示す。本実施例において、送信用ＩＣ３と受信用ＩＣ４は、同一の樹
脂パッケージ１内に実装されている。送信用ＩＣ３は図３に示すように、送信用の能動回
路７と送信アンテナ５をもち、同一の半導体基板上に形成された１チップのＭＭＩＣであ
る。同様に、受信用ＩＣ４は受信用能動回路８と受信アンテナ６もち、同一の半導体基板
上に形成された１チップのＭＭＩＣである。送信用ＩＣ３と受信用ＩＣ４はベースプレー
ト1４上に固着される。送信用ＩＣ３と受信用ＩＣ４とモジュール外の回路との接続は、
ＭＭＩＣの電極パッドとモジュールの外周に固定された接続ピン１５を介してワイヤ１６
で接続される。
【００１６】
本実施例では、送信アンテナ５及び受信アンテナ６を構成するマイクロストリップパッチ
アンテナによる平面アンテナの上部の樹脂パッケージ１上に、樹脂パッケージ１と別に用
意された誘電体レンズ２を装着している。送信アンテナ５、受信アンテナ６ともにアンテ
ナ素子を１個とし、電磁波を集光することによって、チップ面積の縮小、即ち、コストの
低減を行っている。
【００１７】
図４は上記実施例のチップ２及び５の等価回路図を示し、図４（ａ）は、送信用ＩＣ３の
回路ブロック図、図４（ｂ）に受信用ＩＣ４の回路ブロック図を示す。送信用ＩＣ３は、
発振器９により高周波信号を発生し、増幅器１０で増幅した後、送信アンテナ５から信号
を放射する。この信号は、目標物により反射されるが、この反射信号を受信用ＩＣ４の受
信アンテナ６により受信し、低雑音増幅器１３で増幅した後、混合器１２で局部信号発生
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器１１で生成した高周波信号と混合されＩＦ信号を発生する。ＩＣ３及び４において、増
幅器１０を使用しなくても十分な送信電力が得られる場合は、増幅器１０は省略してよい
。同様に、低雑音増幅器１３を使用しなくても、十分な受信感度が得られる場合は、低雑
音増幅器１３は省略できる。
【００１８】
本実施例では、ＭＭＩＣであるＩＣ３及び４が樹脂パッケージ１内に封止されているが、
樹脂パッケージ１は金型により一体成形が可能であるため、実装コストを低く抑えること
が可能である。さらに、誘電体レンズと樹脂パッケージに同一の材料を使用することで、
金型により誘電体レンズと樹脂パッケージを一体成形することができ、低コストで大量生
産ができる。
また、送信アンテナ５を送信用ＩＣ３内に、受信アンテナ６を受信用ＩＣ４内に形成して
あり、ボンディング部に高周波信号が流れないため、特別な実装技術を必要としない。
【００１９】
本実施例において、樹脂パッケージ１と誘電体レンズ２は、一体成形により低コスト化が
できるが、これを別々に成形する場合は、利用する用途に応じて、即ち、高周波の周波数
、アンテナの形状、放射電磁波のビームの形状など最適化されたレンズを複数種類作製し
ておけば、その用途に応じて、多種類のアプリケーションに対応することができ、少量多
品種の製品を作る場合に適している。
【００２０】
図６は、本発明によるレーダセンサの他の実施例の平面図である。本実施例は送信用ＩＣ
及び受信用ＩＣを１チップで実現したものである。本実施例では、送信用回路と受信用回
路の両者を含む能動回路部３３と送信アンテナ３７と受信アンテナ３８を同一の半導体基
板３１上に形成し、能動回路部３３中心に送信アンテナ３７と受信アンテナ３８とが対象
になるように配列しモノリシック化してレーダ用ＩＣ３１を構成している。
【００２１】
図７は、上記他の実施例のレーダ用ＩＣ３１で形成される回路の等価回路図を示す。本実
施例では、送信信号を生成するための発振器と混合器に入力する局部信号発生器に同一の
発振器を用いる。発振器３４で生成された高周波信号は電力分配器１７で分配され、一方
は送信信号として、他方は混合器に入力する局部信号として利用される。上記送信信号は
増幅器１０で増幅された後、送信アンテナ３７から送信される。反射信号は、受信アンテ
ナ３８により受信され、低雑音増幅器１３を介して混合器１２でＩＦ信号が生成される。
本実施例においても、十分な送信電力が得られる場合は増幅器１０を十分な受信感度が得
られる場合は低雑音増幅器１３を省略してもよい。本実施例によれば、レーダセンサ用の
ＩＣが１チップのＭＭＩＣ３１で構成されており、実装にかかるコストをさらに低減でき
る。なお、本実施例は、図８のように送信と受信を兼用したアンテナ３９を用い、アイソ
レータ１９を用いることで簡略化することができる。
【００２２】
図９は本発明によるレーダセンサを構成するＭＭＩＣ３１の実施例の構成を示す回路図で
ある。本回路は、等価回路(a)のように自己発振混合器４０と送受信兼用アンテナ３９を
用いることで回路を簡略化できる。図（ｂ）に示すように、単一のＦＥＴと、ＦＥＴのド
レイン端子に分布定数線４５－２を介しアンテナ３９が接続されている。また、ドレイン
端子には分布定数線４５－１を電源端子Vdが接続されている。電源端子Vdは中間周波出力
を兼ねる。ＦＥＴのゲート端子には抵抗４８介しVｇが接続されている。またゲート端子
にはインピーダンス素子４７も接続されている。ＦＥＴのソース端子にはオープンスタブ
型の共振器４５－３が接続されており、更にその先端には周波数調整用のバラクタダイオ
ード４６が接続されている。バラクタダイオード４６には抵抗４９を介して制御電圧用端
子が接続されている。さらに、ＦＥＴのソース端子はλ/4分布定数線４５－４を介し、接
地される。図中Ｅは接地を表し、ＭＭＩＣの基板に接地される。
【００２３】
図１０は、本発明によるレーダセンサの更に他の実施例の側断面図を示す。本実施例は樹
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脂パッケージ１内に、センサ用ＩＣ３１と信号処理用ＩＣ４２を実装している。信号処理
用ＩＣ４２は、例えば、レーダセンサで生成されたＩＦ信号をＦＦＴ（フーリエ変換）信
号処理するためのＩＣである。
【００２４】
本実施例によれば、レーダセンサＩＣ３１が出力した信号を信号処理することで、より高
度なレーダセンサを実現することが可能である。
【００２５】
図１１は本発明によるレーダセンサの更に別の実施例の側断面図を示す。前述の各実施例
では、パッケージ内は同一の樹脂で充填されている例を示したが、パッケージ内の一部分
に別の樹脂を用いて形成しても良い。図１１の実施例では、ＭＭＩＣ３１と接する部分に
別の樹脂４３を用いている。特に、ＭＭＩＣに接する部分の材料の高周波性能は、センサ
性能に大きく影響するため、この部分に誘電体損失の小さい高周波特性の良い材料を用い
ることで、より高性能なセンサを実現する。また、樹脂の影響を完全に除去したい場合は
、この部分に樹脂を充填せず、空気や真空、または、窒素充填等の状態にしてもよい。
【００２６】
さらに、これは、図１２のようにパッケージ内の一部分の樹脂４４と誘電体レンズ２に同
一の材料を用いると、製造コストを下げることができる。これらの実施例のように、パッ
ケージの一部分に別の樹脂を用いることで、より高性能なセンサを作ることができ、特に
ＭＭＩＣに接する部分や、アンテナの上方等、高周波信号が通過する部分に高周波特性の
良い材料を用いると効果的である。
【００２７】
【発明の効果】
本発明によれば、ミリ波や準ミリ波等の超高周波信号を利用するレーダセンサにおいて、
レーダセンサ用ＭＭＩＣを樹脂パッケージで封止し、これと誘電体レンズを組み合わせる
ことにより、低コストなレーダセンサを製造することが可能である。
さらに、この誘電体レンズを樹脂パッケージと一体形成とすることで、低コストで大量生
産することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるレーダセンサの第一の実施例の断面図。
【図２】本発明によるレーダセンサの第一の実施例の概観平面図。
【図３】本発明によるレーダセンサの第一の実施例の上部を除いた平面図。
【図４】本発明の第一の実施例の中のＩＣの等価回路図。
【図５】従来のレーダセンサの一例の断面図。
【図６】本発明によるレーダセンサの第二の実施例の平面図。
【図７】本発明によるレーダセンサの第二の実施例の等価回路図。
【図８】本発明によるレーダセンサの第三の実施例の等価回路図。
【図９】本発明によるレーダセンサの第四の実施例の回路図。
【図１０】本発明によるレーダセンサの第五の実施例の側断面図。
【図１１】本発明によるレーダセンサの第六の実施例の側断面図。
【図１２】本発明によるレーダセンサの第七の実施例の側断面図。
【符号の説明】
１：樹脂パッケージ、　２：誘電体レンズ、　３：送信用ＩＣ、４：受信用ＩＣ５：送信
アンテナ、　６：受信アンテナ、　７：送信用能動回路、８：受信用能動回路、　９：送
信用発振器、　１０：増幅器、　１１：局部信号発生器、　１２：混合器、　１３：低雑
音増幅器、１４：ベースプレート、　１５：電極ピン、１６：ワイヤ、１７：電力分配器
、１９：サーキュレータ、２１：ベースプレート、　２２：放射窓、及び、誘電体レンズ
、２３：導電性パッケージ、　２４：アンテナ、２５：能動回路、　２６：ベースプレー
ト、　３１：レーダセンサ用ＩＣ、　３３：送受信能動回路、３４：発振器、　３７：送
信アンテナ、　３８：受信アンテナ、３９：送受信兼用アンテナ、　４０：自己発振混合
器、　４２：信号処理ＩＣ、４３：第二の樹脂、　４４：第二の樹脂、　４５：分布定数
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線路、４６：ダイオード：４７：インピーダンス素子、４８、４９：抵抗。

【図１】 【図２】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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