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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品におけるＩＣチップを内部に備える本体部から露出する複数の端子部をプリン
ト基板上に設けられた当該端子部に対応する複数のランドに電気的に接続すると共に、前
記本体部おける前記プリント基板と対向する面から露出する、前記ＩＣチップが機械的に
接続された補強部と当該プリント基板とを接続部材にて機械的に接続することによって、
前記電子部品を前記プリント基板に表面実装してなる電子装置であって、
　前記プリント基板は、前記複数のランドに対応する複数の配線を備え、
　前記複数の配線は、少なくとも前記電子部品における本体部と対向する領域に配置され
る配線を含み、
　前記接続部材は、前記本体部と対向する領域に配置される配線に対応した形状とし、少
なくとも前記補強部の四隅に対応する位置に設けられ、
　前記接続部材に対応する位置の配線は、前記本体部の外部の領域に配置されることを特
徴とする電子装置。
【請求項２】
　前記複数の配線のうち少なくとも一部の配線は、前記本体部と対向する領域と、当該本
体部の外部の領域とに交互に配置されることを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記本体部の外部の領域に配置される配線間にノイズ低減素子が電気的に実装されるこ
とを特徴とする請求項２に記載の電子装置。
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【請求項４】
　前記本体部と対向する領域に配置される配線は、隣接する複数の配線からなることを特
徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項５】
　前記接続部材に対応する位置に配置された配線が複数である場合、当該接続部材に対応
する位置に配置された配線間の間隔は、当該接続部材に対応する位置に配置された配線以
外の配線間の間隔に比べて広いことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載
の電子装置。
【請求項６】
　前記複数の配線は、少なくとも一部の複数のランドに共通に接続される大電流を流す大
電流用配線を備えるものであり、前記接続部材に対応する位置の前記配線を当該大電流用
配線とすることを特徴とする請求項1乃至請求項５のいずれかに記載の電子装置。
【請求項７】
　前記接続部材は、前記補強部の四隅に対応する位置に加えて、ＩＣチップに対応する領
域を含む前記補強部に対向する領域の中央部に設けられ、当該中央部に対応する前記配線
は、本体部と対向する領域に配置されることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれ
かに記載の電子装置。
【請求項８】
　前記ＩＣチップに対応する領域を含み、前記補強部に対向する領域の中央部に設けられ
る前記接続部材は、グランドに接続されることを特徴とする請求項７に記載の電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリント基板に電子部品を表面実装する電子装置として特許文献１に示すものが
あった。
【０００３】
　特許文献１に示す電子装置は、プリント基板と、電子部品におけるプリント基板と対向
する面との間にはんだを設けるものである。この特許文献１に示す電子装置は、プリント
基板と、電子部品におけるプリント基板と対向する面との間にはんだを設けることによっ
て、放熱性を向上させると共に、電子部品とプリント基板との接続強度を向上させる効果
を奏するものである。
【特許文献１】特開２００３－２８９５７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に示す電子装置の場合、プリント基板と、電子部品における
プリント基板と対向する面との間にはんだを備えるので、電子部品とプリント基板との間
に配線を設けることができず、実装密度が低下するという問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、プリント基板の実装効率を向上させ
ることができる電子装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために請求項１に記載の電子装置は、電子部品におけるＩＣチップ
を内部に備える本体部から露出する複数の端子部をプリント基板上に設けられた端子部に
対応する複数のランドに電気的に接続すると共に、本体部おけるプリント基板と対向する
面から露出するＩＣチップが機械的に接続された補強部とプリント基板とを接続部材にて
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機械的に接続することによって、電子部品をプリント基板に表面実装してなる電子装置で
あって、プリント基板は、複数のランドに対応する複数の配線を備え、複数の配線は、少
なくとも電子部品における本体部と対向する領域に配置される配線を含み、接続部材は本
体部と対向する領域に配置される配線に対応した形状とし、少なくとも前記補強部の四隅
に対応する位置に設けられ、接続部材に対応する位置の配線は、本体部の外部の領域に配
置されることを特徴とするものである。
【０００７】
　このように、複数の配線のうち少なくとも一部の配線は、電子部品における本体部と対
向する領域に配置し、接続部材は、その配線に対応した形状をなすことによって、電子部
品の周辺領域にスペースを確保することができ、プリント基板の実装効率を向上させるこ
とができる。また、接続部材は、少なくとも補強部の四隅に対応する位置に設けることに
よって電子部品の接続強度を保つことができる。さらに、接続部材に対応する位置の配線
は、本体部の外部の領域に配置することによって、接続部材を補強部の四隅に対応する位
置に設けることができる。
【０００８】
　また、請求項２に示すように、複数の配線のうち少なくとも一部の配線は、本体部と対
向する領域と、本体部の外部の領域とに交互に配置することができる。このように、本体
部と対向する領域と、本体部の外部の領域とに交互に配線を配置することによって、配線
間の間隔が比較的広くとれるため好ましい。
【０００９】
　また、請求項３に記載の電子装置では、本体部の外部の領域に配置される配線間にノイ
ズ低減素子が電気的に実装されることを特徴とするものである。
【００１０】
　このように、本体部の外部の領域に配置される配線間にノイズ低減素子を電気的に実装
することによって、ノイズ低減素子を電子部品の近傍に配置することができ、伝導ノイズ
を低減することができる。
【００１１】
　また、請求項４に記載の電子装置では、本体部と対向する領域に配置される配線は、隣
接する複数の配線からなることを特徴とするものである。
【００１２】
　このように、隣接する複数の配線を本体部と対向する領域に配置することによって、電
子部品の周囲領域には、比較的大きなスペースを確保することができる。したがって、電
子部品の近傍にも比較的大型の素子を配置できるのでプリント基板の実装効率をより一層
向上させることができる。
【００１５】
　また、配線は、プリント基板の内層に設けられる内層配線とヴィアホールを介して接続
するために、ヴィア接続部を備える場合がありうる。通常、このヴィア接続部は、ヴィア
ホールとの接続信頼線を確保するために配線よりも幅を広くするものである。したがって
、同一方向に複数の配線を配置する場合、隣接するヴィア接続部、及び隣接する配線とヴ
ィア接続部とが接触しないようにする必要がある。
【００１６】
　そこで、請求項５に示すように、接続部材に対応する位置に配置された配線が複数であ
る場合、その接続部材に対応する位置の配線を本体部の外部の領域に配置する場合、この
接続部材に対応する位置に配置された配線の間隔は、接続部材に対応する位置に配置され
た配線以外の配線の間隔に比べて広くすると好ましい。すなわち、接続部材に対応する位
置の配線がヴィア接続部を備えるような場合であっても、隣接するヴィア接続部、及び隣
接する配線とヴィア接続部とが接触するのを防止することができる。
【００１７】
　また、請求項６に記載の電子装置では、複数の配線は、少なくとも一部の複数のランド
に共通に接続される大電流を流す大電流用配線を備えるものであり、接続部材に対応する
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位置の配線を大電流用配線とすることを特徴とするものである。
【００１８】
　このように、大電流用配線は、複数のランドに共通に接続される、すなわち太い配線で
あるため、本体部と対向する領域に配置しづらいので、接続部材に対応する位置の配線を
大電流用配線とすると好適である。
【００１９】
　また、請求項７に示すように、接続部材は、補強部の四隅に対応する位置に加えて、Ｉ
Ｃチップに対応する領域を含む補強部に対向する領域の中央部に設けられ、中央部に対応
する配線は、本体部と対向する領域に配置されることによって、電子部品とプリント基板
との接続強度、及びプリント基板の実装効率を共に向上させることができる。
【００２０】
　また、請求項８に記載の電子装置では、ＩＣチップに対応する領域を含み、補強部に対
向する領域の中央部に設けられる接続部材は、グランドに接続されることを特徴とするも
のである。
【００２１】
　このように、少なくともＩＣチップに対応する領域を含み、補強部に対向する領域の中
央部にグランドに接続された接続部材を設けることによって、ＩＣチップの放射ノイズを
低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００２５】
　（第１の実施の形態）
　まず、第１の実施の形態について説明する。図１は、本発明における電子装置の概略構
成を説明するための、組み付け前の状態を示す分解図である。図２は、本発明における電
子装置のＱＦＮの構成を説明するための断面図である。図３は、本発明の第１の実施の形
態における電子装置の電子部品付近を説明するための拡大図であり、（ａ）は透視図であ
り、（ｂ）は断面図である。なお、本発明の電子装置は、車両のエンジンＥＣＵ（Electr
ic Control Unit）を構成する電子制御装置に適用して好適なものである。
【００２６】
　図１に示すように、電子装置１００は、筐体２００と、その筐体２００内に収容される
回路基板３００とにより構成される。
【００２７】
　筐体２００は、例えばアルミニウム、鉄等の金属材料や合成樹脂材料からなり、一方が
開放された箱状のケース２１０と、ケース２１０の開放面を閉塞する略矩形板状の底の浅
いカバー２２０とにより構成される。そして、ケース２１０とカバー２２０とを組み付け
ることで、回路基板３００を収容する内部空間を有した筐体２００を構成する。本実施形
態においては、螺子締結によって、ケース２１０とカバー２２０が固定されるよう構成さ
れている。尚、筐体２００はケース２１０とカバー２２０の２つの部材から構成されるも
のに限定されない。１つの部材から構成されても良いし、３つ以上の部材から構成されて
も良い。
【００２８】
　回路基板３００は、ランド３１１、補強ランド３１２、配線３１７、内層配線３１７ａ
、配線間（配線３１７と内層配線３１７ａ間など）を接続するヴィアホール３１５ａ等が
形成されてなるプリント基板３１０に、マイコン、パワートランジスタ、抵抗、コンデン
サ等の電子部品３２０と入出力部（外部接続端子）としてのコネクタ３３０を実装してな
るものである。プリント基板３１０の構成材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、
セラミック、ガラス（例えばガラス布）と樹脂との複合体等の公知材料を適用することが
できる。また、プリント基板３１０の表面には、レジスト３１６が形成される。
【００２９】
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　コネクタ３３０は、導電性材料からなり、一端がプリント基板３１０の表面に実装され
て他端が筐体２００外に露出される端子３３１を、絶縁材料（例えば合成樹脂）からなる
ハウジング３３２に複数配設してなる表面実装型のコネクタである。このコネクタ３３０
は、筐体２００（本実施形態においてはケース２１０）に、コネクタ３３０に対応したコ
ネクタ用切り欠き部（図示略）が設けられており、回路基板３００を収容するようにケー
ス２１０とカバー２２０を螺子締結した状態で、コネクタ３３０の一部が筐体２００内に
収容され、残りの部分が筐体２００外に露出される。
【００３０】
　複数の端子３３１は、例えば金属板を打ち抜いて形成された所謂打ち抜き端子であり、
互いに干渉しないようにハウジング３３２に一部が埋設固定されている。端子３３１のプ
リント基板３１０に実装される側は、ハウジング３３２の一側面からプリント基板３１０
に略平行に突出し、下方（プリント基板３１０側）に折曲されている。そして、折曲され
た部位の先端領域がプリント基板３１０と略平行となるように折曲され、プリント基板３
１０に設けられたランドとの接合部として構成されている。なお、本実施形態においては
、複数の端子３３１が、ハウジング３３２に対して１列配置され、プリント基板３１０に
対して接合部が一列配置される態様を示した。しかしながら、端子３３１の配置は上記例
に限定されるものではない。
【００３１】
　また、電子部品３２０としては、図２で示す表面実装型のＱＦＮ（電子部品）３２０ａ
が含まれる。このＱＦＮ３２０ａは、補強部３２１、接着剤３２２、ＩＣチップ３２３、
複数の端子部３２４、リード３２５、本体部３２６などを備える。ＩＣチップ３２３は、
接着剤３２２を介して補強部３２１に機械的に接続され、ＩＣチップ３２３の電極（図示
せず）と端子部３２４とがリード３２５で電気的に接続されている。このＱＦＮ３２０ａ
は、ＩＣチップ３２３、接着剤３２２、補強部３２１の一部、端子部３２４の一部、リー
ド３２５が樹脂モールドされて本体部３２６をなすものである。そして、補強部３２１の
一部と端子部３２４の一部とが本体部３２６から露出している。なお、補強部３２１は、
プリント基板３１０との接続強度を保持すると共に、ＱＦＮ３２０ａ（ＩＣチップ３２３
）が動作することによって発生した熱をプリント基板３１０側に逃がすためのものである
。
【００３２】
　次に、本発明の特徴部分であるＱＦＮ３２０ａの実装部分の配線３１７について説明す
る。
【００３３】
　プリント基板３１０におけるＱＦＮ３２０ａの実装領域には、図３（ａ）に示すように
、複数のランド３１１、複数の配線３１７、及び補強ランド３１２などが形成される。複
数のランド３１１は、銅箔などの導電性部材からなり、ＱＦＮ３２０ａの本体部から露出
した端子部３２４に対応するようにそれぞれ離間して形成される。
【００３４】
　配線３１７は、図３（ｂ）に示すように、ランド３１１に対応して設けられ、対応する
ランド３１１と電気的に接続される。また、配線３１７は、レーザーなどによってプリン
ト基板３１０に形成された孔に導電性ペーストなどが充填されたヴィアホール３１５ａを
介して内層配線３１７ａと電気的に接続するためのヴィア接続部３１７ｂを備える。
【００３５】
　このヴィア接続部３１７ｂは、ヴィアホール３１５ａとの接続信頼性を確保するために
配線３１７の幅に比べて比較的幅を広くしてある。つまり、ヴィア接続部３１７ｂをヴィ
アホール３１５ａの形状に合わせて丸型とした場合、このヴィア接続部３１７ｂの径を配
線３１７の幅よりも長くする。
【００３６】
　また、配線３１７は、隣接する配線との意図しない電気的接続を防止するためにレジス
ト３１４が表面に形成されている。さらに、レジスト３１４におけるヴィアホール３１５
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ａ及びヴィア接続部３１７ｂに対応する領域は、このヴィア接続部３１７ｂの径にあわせ
た形状のレジストであるヴィアホール部３１５とする。
【００３７】
　なお、配線３１７と対応するランド３１１とは、電気的に接続されていればよく、一体
で形成されても、別体で形成されてもよい。
【００３８】
　補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は、はんだを介してＱＦＮ３２０ａの補
強部３２１と機械的に接続されるものであり、本発明における接続部材に相当する。補強
ランド３１２は、ＱＦＮ３２０ａとの接続強度を保持すると共に、ＱＦＮ３２０ａ（ＩＣ
チップ３２３）が動作することによって発生した熱をプリント基板３１０側に逃がすため
のものである。補強ランド３１２は、ランド３１１と同様に銅箔などの導電性部材からな
り、補強ランド３１２を周囲と電気的に絶縁するために周囲にソルダーレジスト３１３が
設けられる。また、この補強ランド３１２をグランド電位とすると、ＩＣチップ３２３の
放射ノイズを低減することができるため好適である。
【００３９】
　このように複数のランド３１１、複数の配線３１７、及び補強ランド３１２などが形成
されたプリント基板３１０に対して、ＱＦＮ３２０ａは、複数の端子部３２４をプリント
基板３１０における複数のランド３１１に電気的に接続すると共に、補強部３２１をプリ
ント基板上に設けたれた補強ランド３１２にはんだを介して機械的に接続することによっ
て表面実装される。
【００４０】
　そして、複数の配線３１７は、図３（ａ）に示すように、少なくともＱＦＮ３２０ａに
おける本体部３２６と対向する領域に配置される配線３１７を含む。すなわち、複数の配
線３１７のうち少なくとも一部の配線３１７は、図３（ａ）のＱＦＮ３２０ａの想像線で
ある二点鎖線で囲まれる領域に配置する。
【００４１】
　例えば、図３（ａ）に示すように、この複数の配線３１７は、少なくとも一部の配線３
１７を本体部３２６と対向する領域と、本体部３２６の外部の領域とに交互に配置するこ
とができる。このように、少なくとも一部の配線３１７を本体部３２６と対向する領域と
、本体部３２６の外部の領域とに交互に配置することによって、配線３１７間の間隔が比
較的広くとれるため好ましい。そして、本体部３２６の外部の領域に配置された配線３１
７間には、ノイズ低減素子であるバイパスコンデンサ３２０ｂなどを電気的に実装する。
【００４２】
　補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は、本体部３２６と対向する領域に配置
される配線３１７に対応した形状、すなわち、本体部３２６と対向する領域に配線３１７
を配置できるような形状とする。本実施の形態においては、補強ランド３１２及びソルダ
ーレジスト３１３は、本体部３２６と対向する領域に配置される配線３１７から所定間隔
だけ離間した形状である。
【００４３】
　ここで、本実施の形態における電子装置とＱＦＮを実装した通常の電子装置とを比較し
てみる。図１０は、比較例における電子装置の電子部品付近を説明するための拡大図であ
り、（ａ）は透視図であり、（ｂ）は配線部分の拡大図である。
【００４４】
　図１０に示す電子装置においては、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３が本
体部３２６と対向する領域の略全域に形成されている。したがって、配線３１７は、全て
本体部３２６の外部の領域に配置することとなる。また、配線３１７には、ヴィアホール
部３１５（ヴィアホール３１５ａ、ヴィア接続部３１７ｂ）が形成されている。
【００４５】
　さらに、隣接するヴィアホール部３１５（ヴィアホール３１５ａ、ヴィア接続部３１７
ｂ）間、及び、隣接するヴィアホール部３１５（ヴィアホール３１５ａ、ヴィア接続部３
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１７ｂ）と配線３１７とが接触しないようにする必要がある。このため、図１０（ｂ）に
示すように、ヴィアホール３１５ａを千鳥状に形成し、この千鳥状に形成したヴィアホー
ル３１５ａに対応させて隣接する配線３１７の長さを異ならせる必要がある。すなわち、
比較例における電子装置においては、配線３１７は、ランド３１１からの長さがｘ１の配
線３１７と、ランド３１１からの長さがｘ２の配線３１７とに区分される。
【００４６】
　これに対して、本実施の形態における電子装置１００では、少なくとも一部の配線３１
７を本体部３２６と対向する領域と、本体部３２６の外部の領域とに交互に配置すること
によって、配線３１７間の間隔が比較的広くとれる。したがって、本体部３２６の外部の
領域に配置する配線３１７のほとんどがランド３１１からの長さがｘ１とすることができ
る。すなわち、本実施の形態における電子装置１００は、比較例における電子装置に比べ
て、本体部３２６と対向する領域に配置する配線３１７の本数とｘ２とに応じた領域の分
だけ実装面積を増やすことができる。
【００４７】
　このように複数の配線３１７のうち少なくとも一部の配線３１７は、ＱＦＮ３２０ａに
おける本体部３２６と対向する領域に配置し、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３
１３は、その配線３１７に対応した形状をなすことによって、ＱＦＮ３２０ａの周辺領域
にスペースを確保することができ、プリント基板３１０の実装効率を向上させることがで
きる。また、近年におけるエンジンＥＣＵなどの電子装置に関しては、高機能化、小型化
の要望がある。したがって、プリント基板３１０の実装効率を向上させることができる本
発明の電子装置１００は、エンジンＥＣＵなどの電子装置に好適である。
【００４８】
　また、このようにしてＱＦＮ３２０ａの周辺領域にスペースを確保することによって、
バイパスコンデンサ３２０ｂなどのノイズ低減素子を電子部品３２０ａの近傍に配置する
ことができ、伝導ノイズを低減することもできる。
【００４９】
　なお、本実施の形態においては、電子部品としてＱＦＮ３２０ａを用いて説明したが本
発明はこれに限定されるものではない。電子部品におけるＩＣチップを内部に備える本体
部から露出する端子部をプリント基板上に設けられた端子部に対応するランドに電気的に
接続すると共に、本体部おけるプリント基板と対向する面とプリント基板とを機械的に接
続することによって、プリント基板に表面実装してなる電子部品であれば本発明の目的を
達成できるものである。
【００５０】
　（変形例１）
　次に、本発明の変形例１について説明する。図４は、本発明の変形例１における電子装
置の電子部品付近を説明するための透視図である。
【００５１】
　変形例１における電子装置１００は、上述の第１の実施の形態によるものと共通すると
ころが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点的に
説明する。変形例１において、上述の第１の実施の形態と異なる点は、本体部３２６と対
向する領域に配置する配線３１７と補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３の態様
である。
【００５２】
　変形例１として、本体部３２６と対向する領域に配置する配線３１７は、隣接する複数
の配線３１７としてもよい。図４におけるＢ領域に示すように、複数の配線３１７のうち
隣接する複数の配線３１７を集中的に本体部３２６と対向する領域に配置する。
【００５３】
　この場合、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は、ＱＦＮ３２０ａとプリン
ト基板３１０との接続強度をできるだけ確保できるように、本体部３２６と対向する領域
に配置する配線３１７が少ない領域に突出する形状とし、補強部３２１との接触面積を増
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やすと好ましい。
【００５４】
　このように、隣接する複数の配線３１７を本体部と対向する領域に配置することによっ
て、ＱＦＮ３２０ａの周囲領域には、比較的大きなスペースを確保することができる。し
たがって、ＱＦＮ３２０ａの近傍にも比較的大型の素子３２０ｃを配置できるのでプリン
ト基板３１０の実装効率をより一層向上させることができる。
【００５５】
　（変形例２）
　次に、本発明の変形例２について説明する。図５は、本発明の変形例２における電子装
置の電子部品付近を説明するための透視図である。
【００５６】
　変形例２における電子装置１００は、上述の実施の形態及び変形例によるものと共通す
るところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点
的に説明する。変形例２において、上述の実施の形態及び変形例と異なる点は、本体部３
２６と対向する領域に配置する配線３１７の態様である。
【００５７】
　変形例２として、図５に示すように、複数の配線３１７を全て本体部３２６と対向する
領域に配置するようにしてもよい。このように、複数の配線３１７を全て本体部３２６に
対向する領域に配置することによって、ＱＦＮ３２０ａの周辺領域をより一層効率的に使
用することができるので、プリント基板３１０の実装効率をより一層向上させることがで
きる。
【００５８】
　（変形例３）
　次に、本発明の変形例３について説明する。図６は、本発明の変形例３における電子装
置の電子部品付近を説明するための透視図である。
【００５９】
　変形例３における電子装置１００は、上述の実施の形態及び変形例によるものと共通す
るところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点
的に説明する。変形例３において、上述の実施の形態及び変形例と異なる点は補強ランド
３１２及びソルダーレジスト３１３の態様である。
【００６０】
　変形例３として、図６に示すように、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は
、少なくとも補強部３２１の四隅に対応する位置に設けようにしてもよい。そして、この
補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３に対応する位置の配線３１７、すなわち、
図６のＣ領域に示す配線３１７は、本体部の外部の領域に配置する。
【００６１】
　ＱＦＮ３２０ａにおける補強部３２１は、比較的四隅に応力が加えられやすい。したが
って、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は、少なくとも補強部３２１の四隅
に対応する位置に設けることによって、ＱＦＮ３２０ａの接続強度を保つことができる。
さらに、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３に対応する位置の配線３１７は、
本体部３２６の外部の領域に配置することによって、補強ランド３１２及びソルダーレジ
スト３１３を補強部３２１の四隅に対応する位置に設けることができる。
【００６２】
　（変形例４）
　次に、変形例４について説明する。図７は、本発明の変形例４における電子装置の電子
部品付近を説明するための透視図である。
【００６３】
　変形例４における電子装置１００は、上述の実施の形態及び変形例によるものと共通す
るところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点
的に説明する。変形例４において、上述の実施の形態及び変形例と異なる点は、配線３１
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７の配置、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３の態様である。
【００６４】
　変形例３として、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３は、補強部３２１の四
隅に対応する位置に加えて、図７のＤ領域に示すＩＣチップに対応する領域を含む補強部
に対向する領域の中央部に設ける。そして、配線３１７に関しては、中央部に対応する配
線３１７は本体部と対向する領域に配置し、補強部３２１の四隅に対応する位置の配線３
１７は本体部の外部の領域に配置する。
【００６５】
　このように、補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３を設け、配線３１７を配置
することによって、ＱＦＮ３２０ａとプリント基板３１０との接続強度、及びプリント基
板３１０の実装効率を共に向上させ最適化することができる。
【００６６】
　また、図７のＤ領域に示すＩＣチップ３２３に対応する領域を含む補強部３２１に対向
する領域の中央部に設けられる補強ランド３１２をグランドに接続するようにしてもよい
。このように、少なくともＩＣチップ３２３に対応する領域を含む補強部３２１に対向す
る領域の中央部に設けられる補強ランド３１２をグランドに接続することによって、ＩＣ
チップ３２３の放射ノイズ及び外来ノイズを低減することができる。
【００６７】
　（変形例５）
　次に、本発明の変形例５について説明する。図８は、本発明の変形例５における電子装
置の電子部品付近を説明するための透視図である。
【００６８】
　変形例５における電子装置１００は、上述の実施の形態及び変形例によるものと共通す
るところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点
的に説明する。変形例５において、上述の実施の形態及び変形例と異なる点は配線３１７
の態様である。
【００６９】
　変形例５として、図８のＥ領域に示すように、少なくとも一部の複数のランド３１１に
共通に接続される大電流を流す太い（幅の広い）大電流用配線３１７１を設ける場合、補
強部３２１の四隅に対応する位置の配線３１７を大電流用配線３１７１とする。
【００７０】
　大電流用配線３１７１は、複数のランドに共通に接続される配線、すなわち太い配線で
あり、多くのヴィアホール３１５ａが必要であるため、本体部３２６と対向する領域に配
置しづらい。また、補強部３２１の四隅に対応する位置に補強ランド３１２及びソルダー
レジスト３１３を設ける場合、この補強部３２１の四隅に対応する位置の配線３１７は、
本体部の外部の領域に配置しなくてはならない。したがって、補強部３２１の四隅に対応
する位置の配線３１７を大電流用配線３１７１とすると好適である。
【００７１】
　（変形例６）
　次に、本発明の変形例６について説明する。図９は、本発明の変形例６における電子装
置の電子部品付近を説明するための拡大図であり、（ａ）は透視図であり、（ｂ）は特徴
部の拡大図である。
【００７２】
　変形例６における電子装置１００は、上述の実施の形態及び変形例によるものと共通す
るところが多いので、以下、共通部分についての詳しい説明は省略し、異なる部分を重点
的に説明する。変形例６において、上述の実施の形態及び変形例と異なる点は配線間の間
隔である。
【００７３】
　変形例６として、図９のＦ領域に示すように、補強部３２１の四隅に対応する位置に設
けられた補強ランド３１２及びソルダーレジスト３１３に対応する位置の配線３１７が複
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隔ｙ２に比べて広くする。配線３１７の間隔を他の領域の配線３１７の間隔より広くする
には、例えば、図示はしないが、間隔を広くする領域の配線３１７は、一つおきのランド
３１１に接続するようにする。したがって、配線３１７と接続されないランド３１１が存
在することとなる。
【００７４】
　このように、補強部３２１の四隅に対応する位置に設けられた補強ランド３１２及びソ
ルダーレジスト３１３に対応する位置の複数の配線３１７の間隔をそれ以外の配線３１７
の間隔に比べて広くすることによって、ヴィアホール３１５ａを千鳥状に形成し、この千
鳥状に形成したヴィアホール３１５ａに対応させて隣接する配線３１７の長さを異ならせ
る必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明における電子装置の概略構成を説明するための、組み付け前の状態を示す
分解図である。
【図２】本発明における電子装置のＱＦＮの構成を説明するための断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における電子装置の電子部品付近を説明するための拡
大図であり、（ａ）は透視図であり、（ｂ）は断面図である。
【図４】本発明の変形例１における電子装置の電子部品付近を説明するための透視図であ
る。
【図５】本発明の変形例２における電子装置の電子部品付近を説明するための透視図であ
る。
【図６】本発明の変形例３における電子装置の電子部品付近を説明するための透視図であ
る。
【図７】本発明の変形例４における電子装置の電子部品付近を説明するための透視図であ
る。
【図８】本発明の変形例５における電子装置の電子部品付近を説明するための透視図であ
る。
【図９】本発明の変形例６における電子装置の電子部品付近を説明するための拡大図であ
り、（ａ）は透視図であり、（ｂ）は特徴部の拡大図である。
【図１０】比較例における電子装置の電子部品付近を説明するための拡大図であり、（ａ
）は透視図であり、（ｂ）は配線部の拡大図である。
【符号の説明】
【００７６】
１００　電子装置、２００　筐体、２１０　ケース、２２０　カバー、
３００　回路基板、３１０　プリント基板、３１１　ランド、３１２　補強ランド、３１
３　ソルダーレジスト、３１４　レジスト、３１５　ヴィアホール部、３１５ａ　ヴィア
ホール、３１６　レジスト、３１７　配線、３１７ａ　内層配線、３１７ｂ　ヴィア接続
部、３２０　電子部品、３２０ａ　ＱＦＮ、３２０ｂ　バイパスコンデンサ、３２０ｃ　
大型素子、３２１　補強部、３２２　接着剤、３２３　ＩＣチップ、３２４　端子部、３
２５　リード、３２６　本体部、３３０　コネクタ、３３１　端子、３３２　コネクタハ
ウジング
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