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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グランド電位と導通するビア導体を備えた個基板の部品実装面に電子部品が実装され、
前記部品実装面が前記電子部品とともに絶縁性材料からなる封止層により封止され、かつ
、前記封止層を覆うとともに上記ビア導体と導通するようにシールド導電層が配設された
構造を有する高周波モジュールの製造方法であって、
　それぞれが周縁部にグランド電位と導通するビア導体を備えた複数の個基板がマトリッ
クス状に連設された集合基板を準備する工程と、
　前記集合基板の部品実装面上に所定の電子部品を実装する工程と、
　前記集合基板の前記部品実装面と前記電子部品を、絶縁性材料からなる封止層により封
止する工程と、
　前記封止層が配設された前記集合基板を、前記封止層が形成された面側から切削するこ
とにより、前記封止層を貫通して分断し、さらに、前記集合基板の厚み方向の途中にまで
達するハーフカット溝を形成して、前記ハーフカット溝の底面のみに、前記ビア導体を露
出させる工程と、
　前記封止層を覆うとともに、前記ハーフカット溝の底面に露出した前記ビア導体と導通
するようにシールド導電層を形成する工程と、
　前記集合基板をカットすることにより、それぞれが、前記ビア導体を備え、前記シール
ド導電層が前記ビア導体を介してグランド電位と導通する個々の個基板であって、前記ビ
ア導体が該個基板の側面から露出していない個基板に分割する工程と、
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　を備えていることを特徴とする高周波モジュールの製造方法。
【請求項２】
　前記ビア導体が、前記集合基板を貫通して形成されていることを特徴とする請求項１記
載の高周波モジュールの製造方法。
【請求項３】
　部品実装面に電子部品が実装され、周縁部が前記部品実装面より標高の低い段差部とさ
れた基板と、
　前記基板の底面に配設され、グランド電位にある外部電極と、
　絶縁性材料からなり、前記電子部品を前記部品実装面とともに封止する封止層と、
　前記封止層を覆うシールド導電層と、
　前記シールド導電層と前記外部電極とが導通するように、前記基板の周縁部の前記段差
部を貫通し、かつ、前記基板の側面から露出しないように形成されたビア導体と
　を備え、
　前記ビア導体は、前記基板の前記段差部の表面に露出している端面のみで前記シールド
導電層と接続されていること
　を特徴とする高周波モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波モジュールの製造方法および高周波モジュールに関し、詳しくは、電
子部品を実装した個基板の部品実装面が絶縁性材料からなる封止層により封止され、かつ
、封止層を覆うように、グランド電位と導通するシールド導電層が配設された構造を有す
る高周波モジュールの製造方法および該製造方法で製造することが可能な高周波モジュー
ルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高周波モジュールの一つに、基板の部品実装面上に電子部品を搭載するとともに、該部
品実装面および電子部品を絶縁性の樹脂などの封止層により封止し、封止層の表面（モジ
ュールの表面）をグランド電位に導通する、導電性材料からなるシールド導電層で覆うこ
とにより、外部からの電磁波の侵入や、外部への電磁波の漏洩を低減することができるよ
うにした高周波モジュールがある。
【０００３】
　そして、このような構造を有するモジュールの製造方法として、以下に説明するような
電子モジュールの製造方法が提案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　この特許文献１の方法においては、まず、図１６に示すように、グランド電位（グラン
ド電極Ｇ）と導通する電極（ビア導体）１０１を備えた複数の個基板１１０の集合体であ
る集合基板１１０ａに電子部品１０２，１０３を実装するとともに、部品実装面および電
子部品１０２，１０３を封止層（封止樹脂）１０４で封止する。
【０００５】
　それから、図１７に示すように、封止樹脂１０４により封止された集合基板１１０ａを
、基準ラインＳに沿って、封止層（封止樹脂）１０４側から切削し、封止層（封止樹脂）
１０４を貫通して、集合基板１１０ａの厚み方向の途中にまで達するハーフカット溝１０
５を形成し、該ハーフカット溝１０５の側面１０５ａ、および底面１０５ｂに、ビア導体
１０１を露出させ、下記のシールド導電層１０６との接触面積を十分に確保できるように
する。
【０００６】
　それから、図１８に示すように、封止層（封止樹脂）１０４を覆うとともに、ハーフカ
ット溝１０５の側面１０５ａおよび底面１０５ｂに露出したビア導体１０１と導通するよ
うにシールド導電層１０６を形成する。
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【０００７】
　そして、その後、さらに必要な工程を経て、個々の個基板（電子モジュール）１１０に
分割する。
【０００８】
　特許文献１の電子モジュールの製造方法では、このようにして、基板（個基板）１１０
上に電子部品１０２，１０３が搭載され、かつ、電子部品１０２，１０３およびその搭載
面が封止層（封止樹脂）１０４により封止されているとともに、封止層（樹脂樹脂）１０
４の表面が、グランド電位に導通するシールド層により覆われた電子モジュールを得るよ
うにしている。
【０００９】
　そして、この特許文献１の方法によれば、集合基板１１０ａをハーフカットする際に、
ビア導体１０１の側部をカットして、ハーフカット溝１０５の側面１０５ａに、切削によ
り形成されたビア導体１０１の側面１０１ａを露出させるとともに、ハーフカット溝１０
５の底面１０５ｂにビア導体１０１の水平面（切削により形成されたビア導体の水平面）
１０１ｂを露出させることにより、シールド導電層とグランド電位のビア導体１０１との
接触面積が大きくなり、その点では高い接続信頼性を確保することが可能になる。
【００１０】
　しかしながら、特許文献１の方法の場合、シールド導電層１０６との接触面積を大きく
するために、ビア導体１０１の側面１０１ａと水平面１０１ｂを露出させるようにしてい
ることから、ビア導体１０１が集合基板１１０ａ側から、ハーフカット溝１０５側に脱落
する懸念があり、信頼性が低下するという問題点がある。
【００１１】
　また、他のモジュールの製造方法として、集合基板をハーフカットすることにより、内
部のグランド電位の内部電極層（面内電極）を、ハーフカット溝の側面に露出させた後、
シールド導電層とハーフカット溝の側面に露出した面内電極とを接続させるようにした回
路モジュールの製造方法が開示されている（特許文献２、図３参照）。
【００１２】
　しかしながら、特許文献２の方法の場合、シールド導電層と導通させる内部電極層（面
内電極）の厚みが、ハーフカット溝の深さ寸法に比べて、著しく小さい（薄い）ため、ハ
ーフカット溝の深さ精度によっては、ハーフカット溝の側面に内部電極層（面内電極）を
露出させることができない場合が生じる。例えば、内部電極層（面内電極）が集合基板の
下面に近い位置に形成されているような場合には、集合基板を切断してしまわないように
ハーフカット溝を形成して、ハーフカット溝の側面に内部電極層（面内電極）を露出させ
ることが困難になる。
【００１３】
　また、内部電極層（面内電極）をハーフカット溝の側面に露出させることができたとし
ても、内部電極層（面内電極）の厚みは薄いため、シールド導電層と内部電極層（面内電
極）の接触面積が小さく、接続信頼性が不十分になりやすいという問題点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００９－２１８４８４号公報
【特許文献２】特開２００８－２８８６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、シールド導電層が接続されるビア導体が脱
落することを防止しつつ、シールド導電層とグランド電位のビア導体を確実に接続するこ
とが可能で、外部からの電磁波の侵入や、外部への電磁波の漏洩を低減することが可能な
、信頼性の高い高周波モジュールの製造方法および該製造方法で製造することが可能な信
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頼性の高い高周波モジュール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】
【００１６】
　上記の課題を解決するため、本発明の高周波モジュールの製造方法は、
　グランド電位と導通するビア導体を備えた個基板の部品実装面に電子部品が実装され、
前記部品実装面が前記電子部品とともに絶縁性材料からなる封止層により封止され、かつ
、前記封止層を覆うとともに上記ビア導体と導通するようにシールド導電層が配設された
構造を有する高周波モジュールの製造方法であって、
　それぞれが周縁部にグランド電位と導通するビア導体を備えた複数の個基板がマトリッ
クス状に連設された集合基板を準備する工程と、
　前記集合基板の部品実装面上に所定の電子部品を実装する工程と、
　前記集合基板の前記部品実装面と前記電子部品を、絶縁性材料からなる封止層により封
止する工程と、
　前記封止層が配設された前記集合基板を、前記封止層が形成された面側から切削するこ
とにより、前記封止層を貫通して分断し、さらに、前記集合基板の厚み方向の途中にまで
達するハーフカット溝を形成して、前記ハーフカット溝の底面のみに、前記ビア導体を露
出させる工程と、
　前記封止層を覆うとともに、前記ハーフカット溝の底面に露出した前記ビア導体と導通
するようにシールド導電層を形成する工程と、
　前記集合基板をカットすることにより、それぞれが、前記ビア導体を備え、前記シール
ド導電層が前記ビア導体を介してグランド電位と導通する個々の個基板であって、前記ビ
ア導体が該個基板の側面から露出していない個基板に分割する工程と
　を備えていることを特徴としている。
【００１７】
　また、本発明の高周波モジュールの製造方法においては、前記ビア導体が、前記集合基
板を貫通して形成されていることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明の高周波モジュールは、
　部品実装面に電子部品が実装され、周縁部が前記部品実装面より標高の低い段差部とさ
れた基板と、
　前記基板の底面に配設され、グランド電位にある外部電極と、
　絶縁性材料からなり、前記電子部品を前記部品実装面とともに封止する封止層と、
　前記封止層を覆うシールド導電層と、
　前記シールド導電層と前記外部電極とが導通するように、前記基板の周縁部の前記段差
部を貫通し、かつ、前記基板の側面から露出しないように形成されたビア導体と
　を備え、
　前記ビア導体は、前記基板の前記段差部の表面に露出している端面のみで前記シールド
導電層と接続されていること
　を特徴としている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の高周波モジュールの製造方法は、電子部品が実装され、封止層により封止され
た集合基板を、封止層が形成された面側から切削し、封止層を貫通して分断し、さらに、
集合基板の厚み方向の途中にまで達するハーフカット溝を形成して該ハーフカット溝の底
面のみにビア導体を露出させ、封止層を覆うとともに、ハーフカット溝の底面に露出した
ビア導体と導通するシールド導電層を形成した後、所定の位置で集合基板をカットして、
それぞれが、ビア導体を介してシールド導電層がグランド電位と導通する個々の個基板で
あって、前記ビア導体が該個基板の側面から露出していない個基板に分割するようにして
いるので、上述の従来技術（特許文献１）のように、ビア導体がハーフカット溝の側面か
ら露出することがなく、該側面からビア導体が脱落することもないので、シールド導電層
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とグランド電位のビア導体を確実に接続して、信頼性の高い高周波モジュールを効率よく
製造することが可能になる。
【００２０】
　また、ビアホールは、基板内に配設される内部電極層などに比べて、厚みが大きいため
、事実上、ハーフカット溝の深さ精度に影響されることなく、確実にシールド導電層をグ
ランド電位のビア導体に接続することができる。
【００２１】
　なお、本発明において用いられている集合基板についての、「……周縁部にグランド電
位と導通するビア導体を備えた複数の個基板において……」の記載における周縁部とは、
集合基板を平面視した場合のそれぞれの個基板の外周に近い領域であって、高周波モジュ
ールを構成する要素が存在せず、ハーフカット溝を形成することに支障のない領域をいう
。
【００２２】
　また、ビア導体が、集合基板を貫通して形成されている場合、ビア導体の、集合基板の
厚み方向の寸法を最大化することが可能になり、ハーフカット溝の深さ寸法の精度に影響
されることなく、ビア導体をハーフカット溝の底面に確実に露出させて、シールド導電層
とグランド電位のビア導体とを確実に導通させることが可能になり、本発明をさらに実効
あらしめることができる。
　また、集合基板を貫通してビア導体を形成することにより、ビア導体を個基板に強固に
固定することが可能になる。
　さらに、個基板の底面に、ビア導体と接続する外部電極を形成することにより、この外
部電極をグランド電位にすることが可能になり、構成の自由度を向上させることができる
。
【００２３】
　また、本発明の高周波モジュールは、基板（個基板）の周縁部の段差部を貫通し、かつ
、基板の側面から露出しないように形成されたビア導体により、グランド電位にある外部
電極とシールド導電層とを導通させるようにしているので、シールド導電層を短い距離で
グランド電位にある外部電極に接続することが可能になり、シールド導電層のシールド性
能を向上させることができる。
　なお、この高周波モジュールは、本発明の請求項２の方法を適用することにより製造す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施例である実施例１の方法により製造される高周波モジュールの構
成を示す正面断面図である。
【図２】(ａ)は図１の高周波モジュールの製造に用いられる、電子部品を実装した状態の
集合基板の要部を示す平面図であり、(ｂ)は(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層により
封止した状態を示す正面断面図である。
【図３】図２(ｂ)の封止層が形成された集合基板にハーフカット溝を形成した状態を示す
正面断面図である。
【図４】ハーフカット溝が形成された図３の集合基板にシールド導電層を形成した状態を
示す正面断面図である。
【図５】図４の集合基板を所定の位置でカットして個々の個基板に分割した状態を示す正
面断面図である。
【図６】(ａ)は本発明が関連する発明の実施例である実施例２において用いた集合基板に
電子部品を実装した状態を示す図であり、(ｂ)は(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層に
より封止した状態を示す正面断面図である。
【図７】図６(ｂ)の封止層が形成された集合基板にハーフカット溝を形成した状態を示す
正面断面図である。
【図８】ハーフカット溝が形成された図７の集合基板にシールド導電層を形成した状態を
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示す正面断面図である。
【図９】図８の集合基板を所定の位置でカットして個々の個基板に分割した状態を示す正
面断面図である。
【図１０】実施例２の方法により製造される高周波モジュールの構成を示す正面断面図で
ある。
【図１１】(ａ)は本発明の他の実施例である実施例３において用いた集合基板に電子部品
を実装した状態を示す図であり、(ｂ)は(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層により封止
した状態を示す正面断面図である。
【図１２】実施例３の方法により製造される高周波モジュールの構成を示す正面断面図で
ある。
【図１３】(ａ)は本発明が関連する発明の実施例である実施例４において用いた集合基板
に電子部品を実装した状態を示す図であり、(ｂ)は(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層
により封止した状態を示す正面断面図である。
【図１４】実施例４の方法により製造される高周波モジュールの構成を示す正面断面図で
ある。
【図１５】本発明の実施例にかかる高周波モジュールの構成を示す正面断面図である。
【図１６】従来の電子モジュールの製造方法の一工程を示す図である。
【図１７】従来の電子モジュールの製造方法の他の工程を示す図である。
【図１８】従来の電子モジュールの製造方法のさらに他の工程を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に本発明の実施例を示して、本発明の特徴とするところをさらに詳しく説明する。
【実施例１】
【００２６】
　この実施例では、図１に示すように、グランド電位（グランド電極Ｇ）と導通するビア
導体１（この実施例１ではビア導体１は、個基板１０を貫通するように配設されている）
、外部電極１３を備えた個基板１０の部品実装面に電子部品（例えば半導体装置１１や積
層セラミックコンデンサ１２など）が実装され、部品実装面が電子部品１１，１２ととも
に絶縁性材料からなる封止層３０により封止され、かつ、封止層３０を覆うとともに上記
ビア導体１と導通するようにシールド導電層５０が配設された構造を有する高周波モジュ
ールＭを製造する場合を例にとって説明する。
【００２７】
　なお、図１における個基板１０の内部に配設されたグランド電極Ｇなどの内部電極の配
設態様や、電子部品１１，１２の配設態様などはあくまで模式的なものであり、必要に応
じて種々の態様とすることが可能である。
【００２８】
　以下、図１の高周波モジュールＭの製造方法について説明する。
　(１)まず、図２(ａ)，(ｂ)に示すように、それぞれが周縁部にビア導体１、すなわち、
グランド電位（グランド電極Ｇ）と導通するビア導体１、外部電極１３を備えた複数の個
基板１０がマトリックス状に連設された集合基板２０を準備する。なお、図２(ａ)は、図
１の高周波モジュールの製造に用いられる集合基板２０に電子部品１１，１２を実装した
状態を示す図であり、(ｂ)は(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層により封止した状態を
示す正面断面図である。
【００２９】
　なお、この実施例１で用いた集合基板２０において、ビア導体１は集合基板２０を構成
する各個基板１０を上面側から下面側まで貫通して配設されている。
　ただし、本発明においては、ビア導体１を、各個基板１０に分割される集合基板２０を
貫通しないような態様で、集合基板２０の内部に配設することも可能である。
【００３０】
　(２)そして、集合基板２０を構成する各個基板１０上に所定の電子部品１１，１２を実



(7) JP 5365647 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

装する（図２(ａ)参照）。
　なお、本発明において、実装する電子部品の種類に特別の制約はなく、高周波モジュー
ルを構成するのに必要な種々の電子部品を実装することができる。
【００３１】
　(３)それから、集合基板２０の部品実装面および部品実装面上に実装された電子部品１
１，１２を封止する、絶縁性材料からなる封止層（絶縁層）３０を形成する（図２(ｂ)参
照）。
【００３２】
　なお、封止層を構成する材料としては、例えばエポキシ樹脂などの絶縁性樹脂や、絶縁
性樹脂に、シリカ、水酸化アルミニウムなどの無機フィラーを配合したものなどが用いら
れる。そして、これらの材料を塗布して、硬化させることにより、図２(ｂ)に示すように
、封止層３０が形成される。
【００３３】
　(４)次に、図３に示すように、封止層３０を配設した集合基板２０を、ダイシングブレ
ードを用いて、封止層３０が形成された面側から切削して、封止層３０を貫通して分断し
、さらに、集合基板２０の厚み方向の途中にまで達するハーフカット溝４０を形成するこ
とにより、ハーフカット溝４０の底面４０ａに、ビア導体１を露出させる。ここで、ビア
導体１は、その上端面がハーフカット溝４０の底面４０ａに露出しているのみで、他の部
分は露出せず、集合基板２０の内部に位置している。そのため、ビア導体１は脱落したり
することなく、確実に集合基板２０に保持されることになる。
【００３４】
　なお、実施例１では、隣り合う個基板１０間に位置する２つのビア導体１の両方が位置
する領域（図２(ａ)，(ｂ)など参照）を一度に切削して、両方のビア導体１を、ハーフカ
ット溝４０の底面４０ａに露出させることが可能な幅を有するダイシングブレードを用い
てハーフカットを行った。このようにハーフカットを行うことにより、一回のハーフカッ
トを実施するだけで、ハーフカット溝４０の底面４０ａに、隣り合う個基板１０間に位置
する２つのビア導体１の両方を効率よく露出させることが可能になる。
【００３５】
　(５)それから、図４に示すように、封止層３０を覆うとともに、ハーフカット溝４０の
底面４０ａに露出したビア導体１と導通するようにシールド導電層５０を形成する。
【００３６】
　なお、この実施例では、シールド導電層５０を形成するにあたって、導電成分（通常は
金属粉末）と樹脂を主たる成分とする導電性樹脂を、封止層３０を覆うとともに、ハーフ
カット溝４０に充填されるような態様で塗布して、硬化させることによりシールド導電層
５０を形成した。このシールド導電層５０は、封止層３０を被覆し、かつ、ハーフカット
溝４０の底面４０ａに露出した、グランド電位（グランド電極Ｇ）と導通するビア導体１
に接続されることにより、シールド機能を果たす。なお、シールド導電層を構成する材料
としては、上述のように、導電成分と樹脂とを主たる成分とする種々の導電樹脂や、めっ
き金属などの導電性金属材料などを用いることが可能である。
【００３７】
　(６)次に、所定のカットライン（基準位置）Ｓに沿って集合基板２０をカットして、図
５に示すように、集合基板２０を個々の個基板１０に分割する。このとき、ブレードとし
て、上述のハーフカット工程で用いたダイシングブレードよりも幅が狭いブレードを用い
て集合基板２０をカットし、分割されたそれぞれの個基板１０にビア導体１が存在するよ
うにして、シールド導電層５０がビア導体１を介してグランド電極Ｇと確実に導通した個
基板（高周波モジュール）が得られるようにした。
【００３８】
　これにより、図１に示す、ビア導体１を備え、シールド導電層５０がビア導体１を介し
てグランド電極Ｇと導通した構造を有する個々の個基板（高周波モジュールＭ）が得られ
る。
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【００３９】
　なお、この実施例１の高周波モジュールにおいては、図１に示すように、左右それぞれ
１つのビア導体１（合計２つのビア導体１）がシールド導電層５０に接続されているが、
シールド導電層５０に接続されるビア導体１の数に特別の制約はない。ただし、複数のビ
ア導体１をシールド導電層５０と接続するようにした場合、より確実にグランドに接続す
ることが可能になり、信頼性を向上させることができる。
【実施例２】
【００４０】
　上記実施例１では、集合基板２０として、各個基板１０のうち、隣り合う一対の個基板
１０間には、集合基板２０を貫通する２つのビア導体１が配設されており、分割後には、
上記２つのビア導体１のうちの一つが、一対の個基板１０のうちの一方の個基板１０に位
置し、上記２つのビア導体のうちの他の１つが、他方の個基板１０に位置するように構成
された集合基板２０を用いたが、本発明が関連する発明の実施例であるこの実施例２では
、図６(ａ)，(ｂ)に示すように、隣り合う個基板１０間には、集合基板２０を貫通する１
つのビア導体（分割される前のビア導体）１ａが配設され、集合基板２０を各個基板に分
割する際に、該１つのビア導体１ａが２つに分割されて、隣り合う各個基板のそれぞれに
存在するビア導体１となるように構成された集合基板２０を用いた。
【００４１】
　そして、この集合基板２０を用いて、上記実施例１と同様の方法および手順により、
　(ａ)電子部品１１，１２の実装、
　(ｂ)集合基板２０の部品実装面と該部品実装面上に実装された電子部品１１，１２を封
止する封止層３０の形成、
　(ｃ)封止層３０が形成された面側からハーフカットを行うことによる、底面にビア導体
１ａが露出したハーフカット溝４０の形成（図７参照）、
　(ｄ)シールド導電層５０の形成（図８参照）、
　(ｅ)集合基板２０をカットすることによる個々の個基板１０への分割（図９参照）
　の各工程を経て、１つのビア導体１ａが前記(ｅ)の工程で分割されることにより、図１
０に示すように、隣り合う一対の個基板１０のそれぞれに位置するビア導体１となり、シ
ールド導電層５０が、このビア導体１を介してグランド電極Ｇと導通した構造を有する高
周波モジュールＭを得た。
　なお、ハーフカット溝４０を形成した後に、シールド導電層５０を形成し、その後に集
合基板２０をカットするようにしているので、集合基板２０をカットする工程で一つのビ
ア導体１ａを２つに分割する際にも、分割されたビア導体１が脱落するおそれはない。
【００４２】
　上述の実施例１では、隣り合う一対の個基板１０間に、分割後にそれぞれの個基板１０
のビア導体１として機能する２個のビア導体１を配設していたが、この実施例２では、隣
り合う一対の個基板１０間に１つのビア導体１ａを配設するだけで、分割後に、それぞれ
がビア導体１を備えた個基板（高周波モジュールＭ）を効率よく製造することができる。
【実施例３】
【００４３】
　図１１(ａ)は本発明の他の実施例（実施例３）で用いた集合基板を示す図、本図１１(
ｂ)は図１１(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層により封止した状態を示す正面断面図
である。
【００４４】
　上記実施例１では、集合基板２０として、各個基板１０のうち、隣り合う一対の個基板
１０間には、集合基板２０を貫通する２つのビア導体１が配設されており、分割後には、
上記２つのビア導体１のうちの一つが、一対の個基板１０のうちの一方の個基板１０に位
置し、上記２つのビア導体１のうちの他の１つが、他方の個基板１０に位置するように構
成された集合基板２０を用いたが、本発明においては、図１１に示すように、ビア導体１
が、集合基板２０（個基板）の上面側から、集合基板２０の厚み方向の途中にまで達する
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ような、集合基板２０を貫通していない状態で配設されている集合基板２０を用いること
も可能である。
【００４５】
　図１１(ａ)，(ｂ)に示すように、集合基板２０を貫通していないビア導体１を備えた集
合基板２０を用いた場合にも、上記実施例１と同様の方法および手順により、図１２に示
すような構造を有する、シールド導電層５０が、個基板１０を貫通していないビア導体１
を介してグランド電極Ｇに接続された高周波モジュールＭを得ることができる。
【実施例４】
【００４６】
　図１３(ａ)は本発明が関連する発明の実施例（実施例４）で用いた集合基板を示す図、
本図１３(ｂ)は図１３(ａ)の集合基板の部品実装面を封止層により封止した状態を示す正
面断面図である。
【００４７】
　上記実施例２では、図６(ａ)，(ｂ)に示すように、隣り合う個基板１０間には、集合基
板２０を貫通する１つのビア導体（分割される前のビア導体）１ａが配設され、集合基板
２０を各個基板１０に分割する際に、該１つのビア導体１ａが２つに分割されて、隣り合
う各個基板１０のそれぞれに存在するビア導体１となるように構成された集合基板２０を
用いているが、本発明においては、図１３に示すように、１つのビア導体（分割される前
のビア導体）１ａが、集合基板２０の厚み方向の途中にまで達するような貫通していない
状態で配設されている集合基板２０を用いることも可能である。
【００４８】
　図１３(ａ)，(ｂ)に示すように、集合基板２０を貫通していないビア導体１ａを備えた
集合基板２０を用いた場合にも、上記実施例２と同様の方法および手順により、図１４に
示すような構造を有する、シールド導電層５０が、個基板１０を貫通していないビア導体
１を介してグランド電極Ｇに接続された高周波モジュールＭを得ることができる。
【００４９】
　なお、上記の実施例３および４では、集合基板を貫通していないビア導体１あるいはビ
ア導体１ａが、上面側に露出した集合基板２０を用いているが、ハーフカット溝を形成す
る工程で露出させることが可能でありさえすれば、集合基板２０の上面側および下面側の
いずれにも露出しないような態様でビア導体１あるいはビア導体１ａが集合基板２０の内
部に配設されていてもよい。
【実施例５】
【００５０】
　図１５は、本発明の実施例にかかる高周波モジュールを示す正面断面図である。
　この高周波モジュールＭは、上述の外部電極１３を、特に図示しないグランド電極と接
続される電極とし、この外部電極１３をビア導体１の下端面に直接接続するように配設し
た構造を有している。その他の構成は、上述の実施例１の方法で製造した、図１に示す高
周波モジュールＭと同一であり、図１５において、図１と同一符号を付した部分は同一部
分を示している。
【００５１】
　この実施例５の高周波モジュールは、上述のように、基板（個基板）の周縁部の、部品
実装面よりも標高が一段低い段差部を貫通するように形成されたビア導体により、グラン
ド電位にある外部電極とシールド導電層とを導通させるようにしているので、シールド導
電層を短い距離でグランド電位にある外部電極に接続することが可能になり、シールド導
電層のシールド性能を向上させることができる。
　なお、この実施例５の高周波モジュールは、例えば、上記実施例１の方法を適用し、外
部電極の配設位置を調整することにより、効率よく製造することができる。
【００５２】
　なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、ビア導体の具体的な配設態様
、集合基板および個基板の具体的な構成、封止層およびシールド導電層を構成する材料、
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ハーフカット溝を形成する際に用いる治具の種類、集合基板をカットして個基板に分割す
る方法などに関し、発明の範囲内において、種々の応用、変形を加えることができる。
【符号の説明】
【００５３】
　１　　　　　　ビア導体
　１ａ　　　　　分割される前のビア導体
　１０　　　　　個基板
　１１，１２　　電子部品
　１３　　　　　外部電極
　２０　　　　　集合基板
　３０　　　　　封止層
　４０　　　　　ハーフカット溝
　４０ａ　　　　ハーフカット溝の底面
　５０　　　　　シールド導電層
　Ｇ　　　　　　グランド電位（グランド電極）
　Ｍ　　　　　　高周波モジュール
　Ｓ　　　　　　カットライン（基準位置）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１５】
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