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　76 GHz車載レーダ用HEMT MMIC（Monolithic Microwave IC）を紹介する。この用途
のMMICは，高周波での電気的特性はもとより，信頼度，耐環境性，品質管理の面でも
最高の技術を必要とする一方，高量産性，低コストでなければならない。本稿では，低
コスト製造技術という視点から，そのキーテクノロジであるフリップチップ実装技術と
パッケージング技術を中心に述べる。
　フリップチップ実装のためにMMICチップ上に形成したAuのピラーを，AuSn溶着に
よりパッケージ基板に接着することで，ミリ波特性と製造性，信頼性に優れたMMICを
実現した。パッケージは，アルミナ単板の簡単な構造ながら，気密性を保ち，低コスト
であり，耐環境性にも優れている。
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Abstract

76 GHz 車載レーダ用HEMT MMIC

This paper describes a HEMT MMIC for 76 GHz automotive radar systems.  MMICs used
for this purpose must have excellent electrical characteristics, high reliability, and high
endurance in the high frequency region.  They also must be producible in mass quantities at
low cost.  Focusing on the requirement for low-cost production, this paper mainly describes the
key technologies, for example, the flip-chip assembly and packaging technology used to fabricate
this IC.  Using flip-chip assembly, gold （Au） pillars are formed on an MMIC chip and these
pillars are AuSn-bonded to a package base.  This provides a reliable MMIC with superior
millimeter-wave characteristics and superior productivity.  The low-cost package of this product
is hermetically sealed in spite of its simple structure, which also provides a high protection
against environmental stress.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ま　え　が　き

　76 GHz車載レーダは，高周波半導体にとって最も難し

い用途と言える。その理由は五つ挙げることができる。

（1） 民生用途で最も高い周波数であり，デバイス自体の

高性能が必要なこと。

（2） 自動車の制動を司る「目」となる部品であり，PL法

上高い信頼度が必要なこと。

（3）
じんあい

振動，高湿・高温，塵埃・排気ガス，パルス・サー

ジ電圧といった半導体にとっては劣悪環境下での使用

であり，極めて高い耐環境性が要求されること。

（4） 自動車という量産性とデリバリが要求される工業分

野であること，すなわち，徹底した製品管理が必要で

あること。

（5） 量産時に低コストであることが要求される用途であ

ること。

すなわち，製品の技術から，信頼性技術，製造品質管理

に至るすべてにおいて最高レベルが要求される。いよい

よミリ波時代到来の感が強いが，本当の意味でのミリ波

時代を招来するためには，上記（1）項のみならず，（2）-（5）

項すべてに対応する技術が必要である。

　富士通グループでは，すでに1981年に50 GHzのレーダ

センサを試作している。さらに，1997年には，HEMT

MMIC(注1)を用いた初の60 GHzのレーダを完成させて実用

に供している。その後，各国のレーダ用周波数が76 GHz

で認可されるようになり，76 GHzでのMMICが待望され

ていた。76 GHz MMICの開発に当たっては，技術を一か

ら見直すことから作業を始めた。すなわち，性能だけで

なく，低コスト設計，高信頼度という相反する三つの要

素をまとめ上げるという製品企画の再構築を行った。こ

うして完成したMMICの性能と特長であるフリップチッ

プ実装技術については，技術開発段階からいくつかの論

文として発表されている(1)-(3)ので詳細は省略する。

　本稿では，製造と信頼度の視点から76 GHz MMIC技術

を述べる。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○技術の選択

　ミリ波MMICにおいては，何よりも電気的特性が重視

される。わずかなりとも優れた特性を達成するために，

阻害要因をことごとく排除しなければならず，ミリ波

MMICは組立工程以降を熟練技術者の技に頼る「芸術品」

となっていた。しかし，実用化するためには，何よりも

量産製造できることが必要であり，このためには組立・

試験といったいわゆる後工程の設計を軸として全体設計

を行うことが必要となる。これは，MMICチップもさる

ことながら，パッケージや実装方法といった周辺構造が

性能とコストに支配的なインパクトを持つためである。

　実装上の問題となる工程は，MMICチップのダイア

タッチ(注2)とワイヤボンディングである。76 GHzの周波数

では，ワイヤのループ形状や長さバラツキでMMICの特

性が著しく異なってしまう。ワイヤ付け制御性を確保す

るためには，数十μm以内という高い精度のダイアタッ

チを必要とする。この困難を克服する手段として，フ

リップチップ実装(注3)を採用した。フリップチップ実装用

に，新たにミリ波信号のI/Oが行える接続部の構造を開発

した。また，ワイヤボンディングが不要となり，特性ば

らつきを抑えることができた。チップ実装も簡易にな

り，精度も10μm以内と十分なものとなった。

　車内の過酷な環境から半導体を守るために，気密パッ

ケージが必要となる。パッケージとしては，気密性を保

持した上で，ミリ波のI/Oをとる構造が必要になる。従来

のマイクロ波半導体パッケージ構造をミリ波に適用した

のでは，I/O端子部に微細な加工と複雑な構造が必要にな

るため，高価になってしまう。逆に，構造は簡単にした

上で，パッケージ基板を貫通するスルーホール構造とミ

リ波伝搬モードに不整合を生じない線路構成とを採用す

ることでこの問題を解決した。

　MMICの断面構造模式図を図-１に示す。パッケージ自体

は，アルミナ単板とキャンタイプの蓋板からなる単純な

構造となる。アルミナ基板にMMICをフリップチップ実

装し，キャップをするという極めて簡単な工程で組立は

完了する。すべての工程を自動化できるため量産可能で

あり，量産時の組立コストも抑えられる。

　次章では，フリップチップ実装とパッケージを技術面

から説明する。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○フリップチップ実装

　フリップチップ実装は，LSIなどの多端子チップ実装で

広く用いられている。通常は，転写はんだバンプを用

い，はんだの表面張力を利用して位置合せと接続・成形

を行う。76 GHzでは，接続部でのインピーダンスの不整

合をなくし，伝送損失を抑えるため，さらに精度の高い

（注1）それぞれ，HEMT：High Electron Mobility Transistor，MMIC：
Monolithic Microwave Integrated Circuitの略語。

（注2）半導体チップをパッケージなどに接着する工程。
（注3）半導体チップのトランジスタや回路が形成された表側をチップの

接着面とする実装方法。一般には接着のために金属バンプが用い
られる。
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位置合せが必要になる。また，高周波特性をシミュレー

トできる簡単な構造と，製造での再現性の良い構造であ

ることも要求される。このために，ピラー（Pillar：柱）と

呼ぶ直径40μm，高さ20μmの円柱状のAuをチップの随所

に形成する。

　図-２は，MMICチップの一部を鳥瞰する電子顕微鏡写

真である。ピラーは，ウエハプロセスの配線工程の最後

にメッキにより形成する。通常の準ミリ波MMICにある

裏面削り工程やビアホール工程がないため，全体として

のプロセス工程は少なくて済む。また，後述するが，

パッケージ基板のチップ実装面は接地に繋がるAuメッキ

ともなっており，HEMTなどの能動デバイスの接地もピ

ラーを通じてとられるため，寄生インダクタンス成分が

通常のビアホールによる接地よりも少なくなる利点もあ

る。高さモニタを入れたメッキ工程により，設計上要求さ

れるピラー高さの範囲内での製造制御が実現している。

　フリップチップ接続にはAuSn溶着を用いている。パッ

ケージ基板のチップ実装面には，端子ピラー位置を除い

て接地導体となるAuメッキが施してあり，ピラー接続部

にはSnが付けられている。MMICチップと基板を位置合

わせして，加熱・加重することにより，Snを溶融して

AuSn接続がとられる。接続強度は，ダイシェア試験(注4)で

測定・管理されており，１ピラーあたり20 g以上のシェア

強度が確保されている。接着時のボンディングツールの

加熱温度は350℃と高いため，後の工程設計を容易にして

いる。

　フリップチップ実装されたピラー部分の高周波特性を

図-３に示す。設計どおりの構造が維持されているため，

77 GHzでの通過損失（S21）0.3 dB，反射損失（S11）15 dBと

いう値を達成している。これは，通常のワイヤ接続の場

合に想定される値（通過損失0.6 dB，反射損失10 dB）に比

べ優れている。フリップチップ接続後の高さばらつきも

±２μm程度に抑えられており，接続部での特性ばらつき

も小さい。ちなみに，20μm高のピラーが±５μmの高さ

ばらつきを持っても，MMIC上のコプレーナ伝送線路(注5)

の特性インピーダンスは±２Ω変化するに過ぎない。し

キャップ�
� MMICチップ�

�
パッケージ基板�

パッケージ基板�
�

ピラー・バンプ�
Φ：40 µm，h：20 µm

スルーホール�
�

MMICチップ�
�

図-1　MMICの断面構造模式図
Fig.1-Schematic cross-sectional view of MMIC.

図-2　MMICチップの鳥瞰電子顕微鏡写真
Fig.2-Bird-eye overview of MMIC chip by scanning electron

microscope（SEM）.

図-3　フリップチップ接続部の高周波特性
Fig.3-High-frequency characteristics of flip-chip bonded pillar.

（注4）接着した半導体チップに横からの力を加え接着強度を測定する
試験。

（注5）同一面上で両側に接地を持つように配置された伝送線路。　　　　
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たがって，MMIC全体の特性は，製造上生じるウエハプ

ロセス，組立てのばらつきに対し，十分な余裕度を確保

して設計されている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ミリ波気密パッケージ

　気密性を要求すると，ミリ波でのパッケージは極めて

難しい課題を抱える。すなわち，

（1）　高周波信号の入出力部分の構造設計，

（2）　パッケージ内の空洞部分による共振の抑制，
しゃへい

（3）　電磁遮蔽構造の設計

などである。実装にフリップチップ接続を採用したこと

でワイヤが不要となり，パッケージ内部の空間を小さく

でき，共振周波数を必要帯域外に出すことができたた

め，（2）項は解決できた。パッケージ基板のチップ搭載面

のほとんどに接地金属メタライズが施されているため，

MMICチップを覆い隠すような金属キャップをロー付け

することで（3）項も解決できた。（1）項の解決方法として

は，パッケージを貫通するスルーホールによる方法を

採った。課題は，スルーホール内をいかにミリ波を伝送

させるかということになる。この課題を，

①パッケージの内側をコプレーナ線路，外側をマイクロ

ストリップ線路にすることで，接地面を共有させ，伝

送モード変化を最小限に抑える，

②0.2 mm厚の薄い基板を用いることで，スルーホールで

の損失を抑え，マイクロストリップ線路の遮断周波数

を80 GHz以上にとる
(4)という二つの方法で解決した。MMICの外観を図-４に示

す。パッケージの高周波入出力部分の金属パターン設計

は，電磁界シミュレーションを用いて行った。この部分の

特性は，77 GHzでの挿入損失が0.5 dB，反射損失は85 GHz

までの周波数で13 dB以下である。簡単な構造でありなが

ら，76 GHzでの使用に十分な性能が得られている。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○信　　頼　　性

　フリップチップ実装を用いたことで，信頼度上最も懸

念されるのが，温度と機械振動に対する耐環境性であ

る。熱ストレス試験として，－55℃～＋150℃，1,000サイ

クルの温度サイクル試験，および熱衝撃試験を実施し

て，不良の発生はなく，十分な信頼度を確認できた。ピ

ラー接続チェインを使った環境試験でも，接続部の抵抗

値の変動は３％以内と良好であった。振動試験（振動周波

数10～200 Hz，加速10 G，６時間）および定加速度試験も

行い，機械強度も十分であることを確認した。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○MMICの概要

　ここで，レーダ用に開発したMMICを以下に紹介する｡

（1）　38/76 GHz周波数逓倍器

（2）　76 GHzミクサ

（3）　76 GHz増幅器

このほかに，38 GHz電圧制御型発振器は混成集積回路と

して開発した。これらのICを用いて，レーダのミリ波フロ

ントエンド部を構成できる。MMICの一例として，76 GHz

増幅器MMICのチップパターンを図-５に示す。チップサ

イズは2.5 mm × 2.0 mmで，図中の黒く見える斑点がピ

ラーである。用いた半導体プロセスは，InGaP/InGaAsヘ

テロ接合を持つP-HEMT（Pseudomorphic HEMT）をベー

スにしており，P-HEMTはゲート長0.15μm，遷移周波数

（transition frequency）ft ＝ 90 GHz，最高発振周波数

図-4　MMICのパッケージ外形
Fig.4-Outer view of MMIC.

図-5　増幅器MMICのチップパターン
Fig.5-Chip pattern of amplifier MMIC.
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（maximum frequency of oscillation）fmax ＝ 170 GHzの性

能である。キャパシタは，SiNを用いたMIM（Metal-

Insulator-Metal）構造である。抵抗は，エピタキシャル活

性層を用いる。パッケージに入れた増幅器MMICの伝送

特性を図-６に示す。利得は70～80 GHzの周波数で10 dBで

あり，反射も－10 dB以下である。利得を抑え，広帯域で

安定化を図った設計となっており，製造ばらつきに強く

量産製造性に優れている。

図-6　パッケージングされた増幅器MMICの伝送・反射特性
Fig.6-Transmit and reflection characteristics of packaged MMIC

amplifier.

（注6）Frequency Modulated Continuous Waveの略語で，周波数変調連
続波方式。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○む　　す　　び

　ミリ波レーダが世に出ようとしている。本稿で述べた

76 GHz MMIC技術を用いたレーダセンサが完成してい
(5)る。FM-CW(注6)方式を採用し，ビームはメカニカルにス

キャンする。前方角度±８°，距離120 mの範囲の車両を

検知できる能力を持ち，高速道路などでの実使用に耐え

る十分な性能を持っている。

　車載レーダは，最も高い周波数であるミリ波を利用す

るにもかかわらず，量産が必要な民生市場と言える。最

高の技術を，最低のコストで提供することが求められる

厳しい分野であるが，本稿で紹介したMMICはこの要求

に応えるものと言える。必ずやミリ波市場創成の牽引車

となろう。
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