
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実装基板上にチップ部品が表面実装され、前記チップ部品の上面がシールド導体により
覆われて、前記シールド導体が前記実装基板のグランド層に電気的に接続されてなるチッ
プ部品を備える電子装置であって、
　前記シールド導体は、
　前記チップ部品を完全に覆うような大きさの左右方向及び前後方向の寸法を有する天板
部と、該天板部と一体となり該天板部よりも低位置となるように形成されて前記チップ部
品の左右方向の両側方に配置される一対の側板部とから構成され、さらに前記シールド導
体の前後方向の両側端には前記チップ部品の前後方向の両側方を開放する開口部が形成さ
れ、かつ、
　前記各側板部は、接続手段を介して前記実装基板のグランド層に電気的に接続されてな
ると共に、
　該シールド導体幅Ｗが、前記天板部の高さＨと前記天板部の左右方向に沿った前記開口
部の長さＬとの調和平均に対して、２倍以上の大きさ

に設定されていることを特徴とするチップ部品を備える電
子装置。
【請求項２】
　 ことを特徴とする請求項１に
記載のチップ部品を備える電子装置。
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の分前記チップ部品の端子の存在領
域よりも大きな寸法となるよう

前記シールド導体は、シールド導体兼カソード導体である



【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項２に記載のチップ部品を備える電子装置
。
【請求項４】
　前記シールド導体として弾力性を有するバネ材が用いられることを特徴とする請求項１
に記載のチップ部品を備える電子装置。
【請求項５】
　前記シールド導体としてバネ性を有する形状記憶金属が用いられ、該形状記憶金属に前
記チップ部品を露出する空孔部が形成され、該空孔部の端部の前記バネ性により前記チッ
プ部品を押し付けるように構成されることを特徴とする請求項１記載のチップ部品を備え
る電子装置。
【請求項６】
　

ことを特徴とする請求項１に記載のチップ部品を備える電子装置。
【請求項７】
　

ことを特徴とする請求項６に記載のチップ部品を備
える電子装置。
【請求項８】
　

ことを特徴とする請求項７記載のチップ部品を備え
る電子装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、チップ部品を備える に係り、詳しくは、チップ部品のＥＭＩ（ El
ectro-Magnetic Interference;電磁波妨害）の低減を図ることができる、チップ部品を備
える に関する。
【０００２】
【従来の技術】
実装基板上に半導体チップ、チップコンデンサ、チップ抵抗等の各種チップ部品を実装し
て構成したチップ部品を備える電子装置において、ＥＭＩ低減を図るためにすなわち放射
ノイズからチップ部品のシールド効果を得るために、チップ部品を電磁的にシールド（遮
蔽）することが一般的に行われている。
【０００３】
例えば特許第２９４０４７８号（特開平１０－１２６７５号公報）（第１の従来技術）に
は、信号を配線基板の内層を通すことで、信号線路からの電磁波輻射（放射ノイズ）をほ
とんど完全にカットできるようにしたチップ部品を備える電子装置が開示されている。同
電子装置は、図２０に示すように、表面層１０１及び内層として信号層１０２を形成した
実装基板１００を用いて、抵抗チップを構成するセラミックダイ１０３の表面をＧＮＤ（
グランド）被膜１０４で覆い、ＧＮＤ被膜１０４をＧＮＤ接続端子１０５により表面層１
０１に接続する一方、抵抗膜１０６を信号接続端子１０７により信号層１０２に接続する
ように構成している。
このような構成の電子装置によれば、抵抗膜１０６を通る回路部分である信号層１０２は
、外部空間に対して完全にシールドされている表面層１０１の内側に入っているので、外
部とシールドすることができる。
【０００４】
また、例えば特開２００１－１５９７６号公報（第２の従来技術）には、シールドキャッ
プ接合部と素子実装部とを実装基板の同一平面上に形成し、シールドキャップの側面に開
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前記シールド導体兼カソード導体が、前記チップ部品の前記上面たる裏面、側面、及び
表面の一部を覆っている

前記チップ部品は、２端子チップ部品がアレイ状に形成されたアレイ状チップ部品であ
る

前記アレイ状チップ部品は、表面たる実装面に一方の電極のみが形成され、前記上面た
る裏面に他方の電極が形成されている

前記実装基板と前記チップ部品との間に光導波路が介挿され、該光導波路は前記チップ
部品の前記左右方向に配置されている

電子装置

電子装置



口部を有するようにしたチップ部品を備える電子装置が開示されている。同電子装置は、
図２１（ａ）に示すように、素子（チップ部品）１１１を搭載し半田のような接合パッド
１１２を形成した実装基板１１３上に、側面に開口部１１４を設けたシールドキャップ１
１５をセットした後、シールドキャップ１１５の接合と素子１１１の実装とを同時に行っ
て、図２１（ｂ）に示すように、シールドキャップ１１５の側面に開口部１１４を有する
電子装置を製造するようにしている。このような構成の電子装置によれば、シールドキャ
ップ１１５の側面に開口部１１４を有しているので、半田リフロー時の対流伝熱効率やガ
ス抜け性を良好にした上で、外部とシールドすることができる。
【０００５】
また、例えば特開平９－３０７２７３号公報（第３の従来技術）には、実装基板上の高周
波回路及び信号線を、空間及び基板内を伝搬する電磁波から効果的に遮蔽するシールド構
造を有するチップ部品を備える電子装置が開示されている。同電子装置は、図２２に示す
ように、多層基板１２１の表面に形成された多数のチップ部品を含んだ高周波回路１２２
を、多層基板１２１の表面に形成されたグランドパターン１２３に接続されたシールドケ
ース１２４で覆い、多層基板１２１の内層及び裏層にともに形成したグランド層１２５を
ビアホール１２６によりグランドパターン１２３に接続し、多層基板１２１の表裏を貫く
ようにスリット１２７を形成するように構成したものである。さらに、多層基板１２１の
内層を通るように高周波回路１２２の出力信号線１２８を形成する一方、高周波回路１２
２と出力信号線１２８とをビアホール１２９により接続するように構成したものである。
このような構成の電子装置によれば、グランドパターン１２３、グランド層１２５、ビア
ホール１２６により多層基板１２１内に接地面の壁を作り、シールドケース１２４により
高周波回路１２２の上面及び側面を覆うことで、高周波回路１２２の周囲を全面グランド
で囲むことができる。また、ビアホール１２６の外側にスリット１２７を形成することに
より、高周波回路１２２及び出力信号線１２８を多層基板１２１の他の外部回路と分離す
ることができる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記第１乃至第３の従来技術によるチップ部品を備える電子装置では、い
ずれにおいてもシールド効果及び冷却効果を同時に十分に得るのが困難である、という問
題がある。
すなわち、チップ部品を備える電子装置においては、より高度な機能が要求されるにつれ
て実装基板上に実装されるチップ部品の数も増加する傾向にあるが、これに伴って電子装
置動作時に発生する熱量も必然的に増大することになる。したがって、十分なシールド効
果を得ると同時に、十分な放熱対策を講じることが重要な課題となる。このような観点か
ら従来の技術を見た場合、図２０に示した第１の従来技術では、抵抗チップを構成してい
るセラミックダイ１０３はＧＮＤ被膜１０４で密封されているので、発生した熱は周囲に
逃げにくいため十分な冷却効果が得られない。加えて、この第１の技術では信号層１０２
を実装基板１００の内層を通しているので、設計の自由度が制約されるという欠点も存在
している。
【０００７】
また、図２１に示した第２の従来技術では、シールドキャップ１１５の側面に開口部１１
４を有しているので、この開口部１１４を通じて冷却効果が得られるものの、シールド効
果は十分でないという欠点がある。また、図２２に示した第３の従来技術では、高周波回
路１２２をシールドケース１２４により略密封した構成になっているので、第１の従来技
術と同様に発生した熱は周囲に逃げにくいため十分な冷却効果が得られないという欠点が
ある。
【０００８】
　この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、チップ部品のシールド構造において
、シールド効果及び冷却効果を同時に十分に得ることができるようにした、チップ部品を
備える を提供することを目的としている。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、実装基板上にチップ部品が表面実装
され、前記チップ部品の上面がシールド導体により覆われて、前記シールド導体が前記実
装基板のグランド層に電気的に接続されてなるチップ部品を備える電子装置に係り、前記
シールド導体が、前記チップ部品を完全に覆うような大きさの左右方向及び前後方向の寸
法を有する天板部と、該天板部と一体となり該天板部よりも低位置となるように形成され
て前記チップ部品の左右方向の両側方に配置される一対の側板部とから構成され、さらに
前記シールド導体の前後方向の両側端には前記チップ部品の前後方向の両側方を開放する
開口部が形成され、かつ、前記各側板部は、接続手段を介して前記実装基板のグランド層
に電気的に接続されてなると共に、該シールド導体幅Ｗが、前記天板部の高さＨと前記天
板部の左右方向に沿った前記開口部の長さＬとの調和平均に対して、２倍以上の大きさ

に設定されていることを
特徴としている。
【００１０】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１記載のチップ部品を備える電子装置に係り、

ことを特徴としている。
【００１１】
　また、請求項３記載の発明は、請求項２記載のチップ部品を備える電子装置に係り、

ことを特徴としている。
【００１２】
　また、請求項４記載の発明は、請求項１記載のチップ部品を備える電子装置に係り、前
記シールド導体として弾力性を有するバネ材が用いられることを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項５記載の発明は、請求項１記載のチップ部品を備える電子装置に係り、前
記シールド導体としてバネ性を有する形状記憶金属が用いられ、該形状記憶金属に前記チ
ップ部品を露出する空孔部が形成され、該空孔部の端部の前記バネ性により前記チップ部
品を押し付けるように構成されることを特徴としている。
【００１４】
　また、請求項６記載の発明は、請求項１記載のチップ部品を備える電子装置に係り、

こ
とを特徴としている。
【００１５】
　また、請求項７記載の発明は、請求項６記載のチップ部品を備える電子装置に係り、

ことを特徴としている。
【００１６】
　また、請求項８記載の発明は、請求項７記載のチップ部品を備える電子装置に係り、

ことを特徴としている。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用い
て具体的に行なう。
◇第１実施例
図１は、この発明の第１実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図、図２は
図１のＡ－Ａ矢視断面図、図３は同電子装置の第１の製造方法を工程順に示す工程図、図
４は同電子装置の第２の製造方法を工程順に示す工程図である。
この例のチップ部品を備える電子装置は、図１及び図２に示すように、例えば面発光レー
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の
分前記チップ部品の端子の存在領域よりも大きな寸法となるよう

前
記シールド導体が、シールド導体兼カソード導体である

前
記シールド導体兼カソード導体が、前記チップ部品の前記上面たる裏面、側面、及び表面
の一部を覆っている

前
記チップ部品が、２端子チップ部品がアレイ状に形成されたアレイ状チップ部品である

前
記アレイ状チップ部品が、表面たる実装面に一方の電極のみが形成され、前記上面たる裏
面に他方の電極が形成されている

前
記実装基板と前記チップ部品との間に光導波路が介挿され、該光導波路が前記チップ部品
の前記左右方向に配置されている



ザ（ Vertical Cavity Surface Emitting Laser;VCSEL）から成るチップ部品１のカソード
２である上面（裏面）がシールド導体３で覆われる一方、チップ部品１の表面が実装基板
１０上に表面実装されている。また、シールド導体３の左右方向の両側端面（後述する側
板部５の平坦面５Ａ）は、実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１に電気的に接
続される一方、シールド導体３の前後方向の両側端は開放されて開口部８が形成されてい
る。
【００２６】
実装基板１０は、ガラスエポキシ基板、セラミック基板等の絶縁基板が用いられて、表面
にはグランド導体パターン１１が形成され、内部にはグランド層１２が形成され、グラン
ド層１２とグランド導体パターン１１とはビアホール１３により導通されている。また、
チップ部品１の実装面である表面には、アノード電極６及びカソード電極７、発光部９が
形成され、実装基板１０の表面の上記アノード電極６及びカソード電極７と対向する位置
には、それぞれ銅層から成るランドパターン１４が形成されている。また、実装基板１０
の表面の前後方向には、チップ部品１の発光部９からの光信号を入力して導波する光導波
路１５が形成され、一方その前後方向及び左右方向には、チップ部品１のアノード電極６
及びカソード電極７に接続される表層電気配線１６Ａ、１６Ｂが形成されている。光導波
路１５は、例えばコア径が５０μｍのマルチモード光導波路構造から成り、発光部９から
の光信号を受光する一端部は略４５度の傾斜面を有するように形成される一方、他端部は
天板部４の前後方向の開口部８から引き出されように形成されている。この光導波路１５
としては、ステップインデックス型、あるいはＧＩ型の光ファイバーを用いることができ
る。
【００２７】
面発光レーザから成るチップ部品１は一例として、略０．４ｍｍ□で、厚さが略０．２ｍ
ｍの寸法を有し、チップ部品１の略中央部には上記発光部９が形成されている。また、ア
ノード電極６及びカソード電極７は略０．０８ｍｍの寸法を有し、両電極６、７と発光部
９とは略０．０５ｍｍの距離を隔てられて配置されている。チップ部品１は、上述したよ
うに表面にアノード電極６及びカソード電極７が形成された２端子チップ部品を構成して
、両電極６、７同士を結ぶ左右方向に、電流経路が形成されている。
【００２８】
シールド導体３は、銅板、アルミニウム板等の導電板が用いられて、チップ部品１を完全
に覆うように、左右方向が０．５～０．８ｍｍ、前後方向が０．５～１ｍｍの寸法を有し
、チップ部品１の裏面のカソード２を完全に覆う天板部４と、天板部４と一体となり天板
部４よりも０．２ｍｍ～０．４ｍｍだけ低位置となるように屈曲して加工されて、チップ
部品１の左右方向の両側方に配置される一対の側板部５とから構成されている。一対の側
板部５は、図２に示すように、その平坦面５Ａが前後方向に沿って例えば直径１００μｍ
の５つのシールド用バンプ（接続手段）１７を介して、実装基板１０の表面のグランド導
体パターン１１に電気的に接続されるように構成されている。また、チップ部品１のアノ
ード電極６及びカソード電極７は、例えば直径１００μｍの信号用バンプ１８を介して表
層電気配線１６Ａ、１６Ｂに接続されている。電気接点（接続手段）としてのシールド用
バンプ１７及び信号用バンプ１８は、それぞれ半田、あるいは金等の球状の導電体が用い
られている。また、シールド導体３の側板部５と、実装基板１０のグランド導体パターン
１１との間のシールド用バンプ１７が介在されていない位置には、隙間１９が存在してい
る。
【００２９】
次に、図３を参照して、この例のチップ部品を備える電子装置の第１の製造方法について
説明する。
まず、図３（ａ）に示すように、予め、裏面にカソード２を形成し、一方実装面である表
面にアノード電極６及びカソード電極７、発光部９を形成した面発光レーザから成るチッ
プ部品１を用意するとともに、天板部４と両側板部５とを形成したシールド導体３を用意
して、天板部４により導電性接着剤を介してチップ部品１の裏面のカソード２を完全に覆
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うことにより、チップ部品１をシールド導体３と一体に組み立てる。
【００３０】
次に、図３（ｂ）に示すように、表面にグランド導体パターン１１が形成され、内部にグ
ランド層１２が形成され、グランド層１２とグランド導体パターン１１とがビアホール１
３により導通され、さらにランドパターン１４が所望の位置に形成された実装基板１０を
用意する。次に、チップ部品１と一体に組み立てられたシールド導体３を実装基板１０上
に配置して、シールド導体３の両側板部５の平坦面５Ａを実装基板１０の表面のグランド
導体パターン１１に位置決めするとともに、チップ部品１の表面のアノード電極６及びカ
ソード電極７を実装基板１０の表面のランドパターン１４に位置決めする。そして、シー
ルド導体３の平坦面５Ａとグランド導体パターン１１との間にシールド用バンプ１７を介
在させると同時に、ランドパターン１４とアノード電極６及びカソード電極７との間に信
号用バンプ１８を介在させて、チップ部品１を実装基板１０上に表面実装すると同時に、
シールド導体３を実装基板１０のグランド導体パターン１１に電気的に接続して、図１及
び図２に示したような、チップ部品を備える電子装置を完成させる。
【００３１】
ここで、前述した平坦面５Ａとグランド導体パターン１１との間、ランドパターン１４と
アノード電極６及びカソード電極７との間の接続は、加熱炉を利用して実装基板１０をそ
の内部を通過させて、シールド用バンプ１７及び信号用バンプ１８を加熱変形させること
により行なう。あるいは、圧着法を利用してシールド用バンプ１７及び信号用バンプ１８
を変形させることにより行なうこともできる。
【００３２】
上述したような第１の製造方法によれば、予めチップ部品１を一体に組み立てたシールド
導体３を用いて、このシールド導体３を実装基板１０上に位置決めして、チップ部品１を
信号用バンプ１８により実装基板１０のランドパターン１４に表面実装すると同時に、シ
ールド導体３をシールド用バンプ１７により実装基板１０のグランド導体パターン１１に
接続するようにしたので、実装基板１０に対するチップ部品１の表面実装及びシールド導
体３の実装基板１０への接続を一つの工程で行なうことができるようになるため、製造工
程を簡略化することができる。
【００３３】
次に、図４を参照して、この例のチップ部品を備える電子装置の第２の製造方法について
説明する。
まず、図４（ａ）に示すように、予め、裏面にカソード２を形成し、一方実装面である表
面にアノード電極６及びカソード電極７、発光部９を形成した面発光レーザから成るチッ
プ部品１を用意するとともに、表面にグランド導体パターン１１が形成され、内部にグラ
ンド層１２が形成され、グランド層１２とグランド導体パターン１１とがビアホール１３
により導通され、さらにランドパターン１４が所望の位置に形成された実装基板１０を用
意する。次に、チップ部品１を実装基板１０上に配置して、アノード電極６及びカソード
電極７を実装基板１０の表面のランドパターン１４に位置決めし、アノード電極６及びカ
ソード電極７とランドパターン１４との間に信号用バンプ１８を介在させて、チップ部品
１を実装基板１０上に表面実装する。
【００３４】
次に、図４（ｂ）に示すように、天板部４と両側板部５とが形成されたシールド導体３を
用意する。次に、シールド導体３を実装基板１０上に配置して、シールド導体３の両側板
部５の平坦面５Ａを実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１に位置決めするとと
もに、チップ部品１の裏面とシールド導体３の天板部４とを位置決めする。そして、シー
ルド導体３の平坦面５Ａとグランド導体パターン１１との間にシールド用バンプ１７を介
在させると同時に、シールド導体３の天板部４とチップ部品１の裏面との間に導電性接着
剤を介在させて、シールド導体３を実装基板１０のグランド導体パターン１１に接続する
とともに、チップ部品１の裏面を天板部４に固着して天板部４により完全に覆うことによ
り、図１及び図２に示したような、チップ部品を備える電子装置を完成させる。
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ここで、前述した平坦面５Ａとグランド導体パターン１１との間、ランドパターン１４と
アノード電極６及びカソード電極７との間の接続は、第１の製造方法と同様に、加熱炉を
利用してあるいは圧着法を利用して、シールド用バンプ１７及び信号用バンプ１８を加熱
変形させることにより行なう。
【００３５】
上述したような第２の製造方法によれば、予めチップ部品１を実装基板１０上に表面実装
した後に、シールド導体３を実装基板１０上に位置決めして、シールド導体３を実装基板
１０に接続すると同時にチップ部品１を覆うようにしたので、チップ部品１の実装をシー
ルド導体３の接続よりも先に行なうため、チップ部品１の実装に自由度を持たせることが
できる。
【００３６】
上述したような第１及び第２の製造方法により製造されたこの例のチップ部品を備える電
子装置によれば、実装基板１０に接続したシールド導体３の前後方向の両側端面に開口部
８を形成したことにより、実装基板１０上に表面実装された複数のチップ部品１で発生し
た熱量は、その開口部８を通じてシールド導体３の外部に放熱させることができるので、
十分な放熱効果を得ることができる。また、シールド導体３の形状を、以下に示すような
特定の形状に形成することにより、十分な放熱効果と同時に十分なシールド効果も得るこ
とができる。以下、図５及び図６を参照して、十分なシールド効果が得られる原理につい
て説明する。
【００３７】
図５は、この例のチップ部品を備える電子装置に用いられるシールド導体３を概略的に示
す図である。同図において、符号Ｗはシールド導体３の幅寸法、符号Ｈはシールド導体３
の高さ寸法、符号Ｌはシールド導体３の長さ寸法を示している。また、図６は、シールド
導体３を用いた場合の、シールド効果のシミュレーション結果を示し、シールド導体幅Ｗ
（横軸）と放射ノイズ（縦軸）との関係を示している。このシミュレーション結果は、放
射される電磁界の波長の１／４よりも小さい寸法のシールド導体について計算したもので
あるが、このシミュレーション結果から以下のことが分かる。
すなわち、チップ部品１から実装基板１０のグランド導体パターン１１に流れる電流は、
実装基板１０の面に垂直方向に循環する電流ループを形成して、図５に示すように、波源
導体ループＰを形成する。ここで、上述の電流ループは放射ノイズを発生する原因となる
。波源導体ループＰから流出する電流がグランド層１２を流れる主要な方向は左右方向と
なる。放射ノイズを発生する原因となる上記電流の向きは実装基板１０面に垂直方向とな
るが、その電流の影響は、チップ部品１からの電流ループの方向に平行となる、チップ部
品１の裏面を覆っている天板部４と、側板部５と、実装基板１０のグランド導体パターン
１１とにより導体ループを形成することで低減することができるようになる。すなわち、
そのような導体ループを形成することにより導体ループの側板部５に、チップ部品１に流
れる電流と反対方向の電流が誘起されるため、チップ部品１による電流ループの電磁界が
打ち消されるようになるので、放射ノイズが低減されるようになる。
【００３８】
図６のシミュレーション結果は、シールド導体高さＨ及びシールド導体長さＬ（左右方向
に沿った寸法）をパラメータとした場合、シールド導体幅Ｗ（前後方向に沿った寸法）を
変化させたときに放射ノイズがどのように変化するかを示している。図６において、特性
ａは、シールド導体高さＨを０．５ｍｍに、シールド導体長さＬを１．０８ｍｍに設定し
た場合の特性を示し、特性ｂは、シールド導体高さＨを０．４ｍｍに、シールド導体長さ
Ｌを０．６８ｍｍに設定した場合の特性を示し、特性ｃは、シールド導体高さＨを０．１
ｍｍに、シールド導体長さＬを０．４８ｍｍに設定した場合の特性を示している。
【００３９】
図６から明らかなように、特性ａ、ｂ、ｃのいずれにおいても、シールド導体幅Ｗを増加
することにより、放射ノイズを指数関数的に低減することができることが理解される。こ
の現象は、シールド導体３の前後方向の両側端が開放されて開口部８が形成されているに
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もかかわらず、シールド導体３の天板部４の高さ（すなわち、シールド導体高さＨ）と、
天板部４の左右方向に沿った開口部８の長さ（すなわち、シールド導体長さＬ）との調和
平均に対して、天板部４の幅（すなわち、シールド導体幅Ｗ）の比が大きいと、放射ノイ
ズを低減することができて、天板部４の幅が広いほどシールド効果が大きくなることを示
している。例えば、天板部４の幅を広くして、上記調和平均の２以上の比にした場合には
、放射ノイズを略１０００分の１以下に低減することができる。
【００４０】
図６において、例えば特性ｂに注目すると、その調和平均は略０．５ｍｍとなり、Ｂ点に
おけるシールド導体幅Ｗ（すなわち、天板部４の幅）である略０．９ｍｍの値はその調和
平均の値の略２倍になる。そして、Ｂ点においては、シールド導体（すなわち、天板部４
）がない場合に比較して、放射ノイズを略１０００分の１以下に低減することができる。
このように、シールド導体３を、天板部４の開口部８の長さ（シールド導体長さＬ）より
も天板部４の幅（シールド導体幅Ｗ）を大きくし、かつ天板部４の高さ（シールド導体高
さＨ）をチップ部品１の厚さ程度まで低くすることにより、シールド効果を高めることが
できるようになる。チップ部品の端子数が複数存在する場合は、その端子群の存在領域よ
りも、上記調和平均の２倍以上大きい天板を用いることで同じ効果が得られる。
このように、シールド導体３の形状を、天板部４の幅が天板部４の長さよりも大きくなる
ような特定の形状に形成することにより、十分なシールド効果を得ることができる。
【００４１】
また、図１及び図２において、シールド導体３の側板部５と、実装基板１０のグランド導
体パターン１１との間のシールド用バンプ１７が介在されていない位置には、隙間１９が
存在しているが、このようなシールド構造においても、シミュレーション計算の結果、以
下の条件のシールド構造がシールド効果を高める上で最適であることを見い出した。
（１）天板部４と、側板部５と、実装基板１０のグランド導体パターン１１とによる導体
ループを形成し、この導体ループの幅が、導体ループの両端間の長さと天板部４の高さと
の調和平均の略２倍以上ある場合に、ノイズ源となる電流ループからの放射ノイズを略１
０００分の１以下に低減することができる。
（２）（１）の前提条件を維持した上で、シールド導体３の側板部５の平坦面５Ａと、実
装基板１０のグランド導体パターン１１とを接続する電気接点としてのシールド用バンプ
１７の数は、図７に示すように、４個～９個配置することにより、良好なシールド効果を
得ることができる。
図７において、特性ａはシールド用バンプ１７の幅寸法を０．０４ｍｍに、特性ｂは同バ
ンプ１７の幅寸法を０．１ｍｍに設定した例を示している。図７から明らかなように、シ
ールド用バンプ１７を配置しない場合を基準とすると、特性ａにおいては同バンプ１７を
５個配置した場合に、また特性ｂにおいては同バンプ１７を４個配置した場合に、いずれ
も放射ノイズを略１００分の１以下に低減することができる。
【００４２】
このように、この例のチップ部品を備える電子装置によれば、実装基板１０上にチップ部
品１が表面実装され、チップ部品１の裏面がシールド導体３により覆われてこのシールド
導体３が実装基板１０のグランド導体パターン１１に電気的に接続されてなる構成におい
て、シールド導体３は、チップ部品１を完全に覆うような大きさの左右方向及び前後方向
の寸法を有する天板部４と、この天板部４と一体となり天板部４よりも低位置となるよう
に形成されてチップ部品１の左右方向の両側方に配置される側板部５とから成り、さらに
シールド導体３の前後方向の両側端にはチップ部品１の前後方向の両側方を開放する開口
部８が形成され、シールド導体３の側板部５は、前後方向に沿って複数のシールド用バン
プ１７を介して実装基板１０のグランド導体パターン１１に電気的に接続されているので
、シールド導体３の前後方向の両側端が開放されてれているにもかかわらず、天板部４の
幅を広くとることにより、シールド効果を大きくすることができる。したがって、チップ
部品のシールド構造において、シールド効果及び冷却効果を同時に十分に得ることができ
る。
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【００４３】
図８は、この例のチップ部品を備える電子装置の第１の変形例を示す断面図である。この
第１の変形例の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、シールド導体
を兼ねるカソード導体によりチップ部品の側面を覆うようにした点である。
すなわち、第１の変形例によるチップ部品を備える電子装置は、図８に示すように、銅板
、アルミニウム板等の導電板が用いて構成されたシールド導体兼カソード導体２１により
、面発光レーザから成るチップ部品１のカソードである裏面、側面及び表面の一部が覆わ
れる一方、チップ部品１の表面が実装基板１０上に表面実装されている。また、シールド
導体兼カソード導体２１の左右方向の両側端面（チップ部品１の表面の一部を覆っている
平坦面２１Ａ）は、実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１に電気的に接続され
る一方、シールド導体３の前後方向の両側端面は開放されて開口部８が形成されている。
これ以外は、上述した第１実施例と略同様である。それゆえ、図８において、図１及び図
２の構成部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００４４】
この第１の変形例によれば、第１実施例と略同様な効果が得られる他に、実装基板１０の
グランド導体パターン１１及びランドパターン１４にそれぞれ対向するチップ部品１の表
面が略同じ高さ位置となるように形成されているので、高さの揃ったシールド用バンプ１
７及び信号用バンプ１８を用いてチップ部品１の表面実装を行なうことにより、チップ部
品１の姿勢を傾かせることなくチップ実装と同時にシールド導体兼カソード導体２１の接
続も行なえる。したがって、簡単な方法でチップ部品の実装を行なうことができる。
【００４５】
図９は、この例のチップ部品を備える電子装置の第２の変形例を示す断面図である。この
第２の変形例の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、シールド導体
の天板部に空孔部を形成するようにした点である。
すなわち、第２の変形例によるチップ部品を備える電子装置は、図９に示すように、銅板
、アルミニウム板等の導電板が用いて構成されたシールド導体の、チップ部品１のカソー
ドである裏面を覆う天板部４の中央領域にはチップ部品１を露出する空孔部２０が形成さ
れている。
これ以外は、上述した第１実施例と略同様である。それゆえ、図９において、図１及び図
２の構成部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００４６】
この第２の変形例によれば、第１実施例と略同様な効果が得られる他に、シールド導体３
の天板部４の中央領域にチップ部品１を露出する空孔部２０が形成されているので、この
空孔部２０を通じてチップ部品１の冷却効果をさらに高めることができる。
【００４７】
図１０は、前述した第１の製造方法において、図３（ｂ）に示したように、チップ部品１
をシールド導体３と一体に組立てた後、チップ部品１を実装基板１０上に実装する前の段
階のシールド導体３の裏面を示す図である。
図１０に示すように、一体化されたチップ部品１及びシールド導体３の不要領域にソルダ
レジスト２２を印刷して必要領域のみを露出して開口部２３を形成した後、ソルダレジス
ト２２をマスクとして開口部２３に半田ペーストを印刷し、続いて半田ペーストを加熱溶
融することにより、シールド導体３の側板部５の平坦面５Ａ、チップ部品１のアノード電
極６及びカソード電極７にそれぞれ半田バンプからなるシールド用バンプ１７及び信号用
バンプ１８を形成する。このように、予めシールド導体３及びチップ部品１の必要領域に
半田バンプを形成しておくことにより、チップ部品１を実装基板１０上に表面実装する作
業、シールド導体３を実装基板１０のグランド導体パターン１１に接続する作業を簡単に
行なうことができるようになる。
【００４８】
図１１は、この例のチップ部品を備える電子装置の第３の変形例を示す断面図、図１２は
図１１のＢ－Ｂ矢視断面図である。この第３の変形例の構成が、上述の第１実施例のそれ
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と大きく異なるところは、シールド用バンプに代えて弾力性を有する導電体を用いるよう
にした点である。
すなわち、第３の変形例によるチップ部品を備える電子装置は、図１１及び図１２に示す
ように、シールド導体３を実装基板１０のグランド導体パターン１１に接続するために、
第１実施例で用いていたシールド用バンプ１７に代えて、金属網、導電性プラスチック等
の弾力性を有する導電体２４が用いられている。
【００４９】
図１３は、この例のチップ部品を備える電子装置の第４の変形例を示す断面図である。こ
の第４の変形例の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、シールド導
体の材料として弾力性を有するバネ材を用いるようにした点である。
すなわち、第４の変形例によるチップ部品を備える電子装置は、図１３に示すように、チ
ップ部品１を覆うシールド導体３として、リン青銅、ステンレス鋼等の弾力性を有するバ
ネ材が用いられている。
【００５０】
上述した第３及び第４の変形例によれば、第１実施例と略同様な効果が得られる他に、シ
ールド導体３を実装基板１０に接続する場合、弾力性を有する導電体２４の弾力性を利用
して、あるいはシールド導体３自身の弾力性を利用して行なうので、簡単な手段で電気的
な接続をとることができる。
【００５１】
図１４は、この例のチップ部品を備える電子装置の第５の変形例を示す断面図、図１５は
図１４のＣ－Ｃ矢視断面図である。この第５の変形例の構成が、上述の第１実施例のそれ
と大きく異なるところは、シールド導体のバネ力によりチップ部品の裏面を押し付けるよ
うにした点である。
すなわち、第５の変形例によるチップ部品を備える電子装置は、図１４及び図１５に示す
ように、チップ部品１を覆うシールド導体３として、加熱するとバネ性を回復するニッケ
ル・チタン（Ｎｉ－Ｔｉ）合金のような形状記憶金属が用いられ、シールド導体の天板部
に空孔部２０を形成して、この空孔部２０内に突出する突出部３Ａのバネ性によりチップ
部品１の端部１Ａを押し付けるようにしたものである。ここで、チップ部品１を実装基板
１０に対して挿脱する場合は、形状記憶金属を塑性変形させることでチップ部品１を空孔
部２０を通じて挿入、取り外しする。これにより、チップ部品１に不良が生じたような場
合、部品交換を簡単に行なうことができるようになる。なお、空孔部２０を複数個所に設
けることにより、１つのシールド導体３により複数のチップ部品１を押し付けることも可
能となる。
【００５２】
上述した第５の変形例によれば、第１実施例と略同様な効果が得られる他に、シールド導
体３を実装基板１０に接続したままでシールド導体３を塑性変形させることにより、実装
基板１０に対するチップ部品１の挿脱を行なうことができるので、チップ部品の挿脱が簡
単となる。
【００５３】
◇第２実施例
図１６は、この発明の第２実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図、図１
７は図１６のＤ－Ｄ矢視断面図である。この第２実施例の構成が、上述の第１実施例のそ
れと大きく異なるところは、チップ部品として２端子チップ部品が複数集積されたアレイ
状チップ部品を用いるようにした点である。このアレイ状チップ部品としては、アレイ状
フォトダイオードやアレイ状の信号増幅回路等に適用することができる。
この例のチップ部品を備える電子装置は、図１６及び図１７に示すように、例えば面発光
レーザから成る２端子チップ部品１Ａ、１Ｂ、１Ｃが集積されたアレイ状チップ部品２５
の共通のカソード２である裏面がシールド導体３で覆われる一方、アレイ状チップ部品２
５の表面が実装基板１０上に表面実装されている。また、シールド導体３の左右方向の両
側端面である側板部５の平坦面５Ａは、実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１
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に電気的に接続される一方、シールド導体３の前後方向の両側端は開放されて開口部８が
形成されている。
【００５４】
アレイ状チップ部品２５は、複数の２端子チップ部品１Ａ～１Ｃが前後方向に沿って集積
されているので、アレイ状チップ部品２５を完全に覆うシールド導体３の天板部４の幅は
、第１実施例に比較して広くとられている。また、アレイ状チップ部品２５の前後方向に
沿って最外側に配置されている２端子チップ部品１Ａの各電極６Ａ、７Ａからシールド導
体３の前後の端部までの距離は、天板部４の左右の寸法の半分以上となるように設定され
ている。各２端子チップ部品１Ａ～１Ｃは、第１実施例と同様に、両電極６Ａ、７Ａ同士
を結ぶ左右方向に、電流経路が形成されている。
【００５５】
アレイ状チップ部品２５を構成している２端子チップ部品１Ａ～１Ｃの実装面である表面
には、それぞれアノード電極６Ａ及びカソード電極７Ａが形成され、実装基板１０の表面
の上記アノード電極６Ａ及びカソード電極７Ａと対向する位置には、それぞれ銅層から成
るランドパターン１４が形成されている。
【００５６】
シールド導体３の一対の側板部５は、その平坦面５Ａが前後方向に沿って８つのシールド
用バンプ１７を介して、実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１に電気的に接続
されるように構成されている。また、各２端子チップ部品１Ａ～１Ｃのアノード電極６Ａ
及びカソード電極７Ａは、シールド導体３の側板部５と実装基板１０のグランド導体パタ
ーン１１との間のシールド用バンプ１７が介在されていない隙間１９の位置において、左
右方向に沿って形成された表層電気配線２６Ａ、２６Ｂに接続されている。
【００５７】
ここで、シールド導体３の天板部４と実装基板１０との空間領域には、エポキシ樹脂、フ
ェノール樹脂等の誘電率の高い有機樹脂を充填するようにすることができる。このような
有機樹脂を充填した場合には、上記空間領域に発生する電磁界の共振を損失させて、その
電磁界による影響を減少させることができるという効果が得られる。
【００５８】
このように、この例の構成によれば、第１実施例と比較してシールド導体の天板部の幅を
広くとったので、実施例１で説明した理由により、より大きなシールド効果を得ることが
できる。
【００５９】
◇第３実施例
図１８は、この発明の第３実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図、図１
９は図１８のＥ－Ｅ矢視断面図である。この第３実施例の構成が、上述の第２実施例のそ
れと大きく異なるところは、チップ部品として２端子チップ部品が複数集積されたアレイ
状チップ部品を用いるようにした構成において、発光部からの光信号を入力して導波する
光導波路を左右方向に配置するようにした点である。なお、この例で用いられる２端子チ
ップ部品は、カソード電極は裏面のみに形成されて、実装面にはアノード電極のみが形成
されているものとする。
【００６０】
この例のチップ部品を備える電子装置は、図１８及び図１９に示すように、アレイ状チッ
プ部品２５を構成している２端子チップ部品１Ａ～１Ｃの実装面に形成された発光部９か
らの光信号を入力して導波する光導波路２７は、シールド導体３の側板部５と実装基板１
０のグランド導体パターン１１との間のシールド用バンプ１７が介在されていない左側側
板部５の隙間１９の位置において、左右方向に沿って配置されている。一方、２端子チッ
プ部品１Ａ～１Ｃのアノード電極６Ａは、シールド導体３の側板部５と実装基板１０のグ
ランド導体パターン１１との間のシールド用バンプ１７が介在されていない右側側板部５
の隙間１９の位置において、左右方向に沿って形成された表層電気配線２６に接続されて
いる。また、アレイ状チップ部品２５の前後方向に沿って最外側に配置されている２端子
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チップ部品１Ａのアノード電極６Ａからシールド導体３の端部までの距離は、天板部４の
幅の半分以上となるように設定されている。
これ以外は、上述した第２実施例と略同様である。それゆえ、図１８、１９において、図
１６、１７の構成部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００６１】
このように、この例の構成によれば、チップ部品として２端子チップ部品が複数集積され
たアレイ状チップ部品を用いるようにし、各２端子チップ部品の実装面に一方の電極のみ
が形成されている場合に、実施例１で説明した理由により、大きなシールド効果を得るこ
とができる。すなわち、チップ部品１のカソード電極がシールド導体３と電気的に接続さ
れ、シールド導体３の左右方向の両側側面である側板部５を経て実装基板１０の表面のグ
ランド導体パターン１１に電気的に接続される。そして、アノード電極６Ａが実装基板１
０の表層電気配線２６に接続され、チップ部品１のアノード電極６Ａから直下の実装基板
１０の表層電気配線２６まで流れる電流と、左右方向の両側面である側板部５を天板部４
から実装基板１０の表面のグランド導体パターン１１まで流れる電流とが対になり、実装
基板１０の面に垂直方向に循環する電流ループを形成して、図５に示す波源導体ループＰ
を形成する。この波源導体ループＰは、天板部４と、側板部５と、実装基板１０のグラン
ド導体パターン１１とによる導体ループに、反対方向の電流が誘起されることでその生ず
る電磁界が打ち消されるようになるので、放射ノイズが低減される。
【００６２】
ここで、各端子を流れる電流は、チップ部品１の左端に存在する電極に流れる電流対とし
ては天板部４の左端に接続する側板部５に反対方向の電流が誘起され、チップ部品１の右
端に存在する電極に流れる電流に対しては天板部４の右端に接続する側板部５に反対方向
の電流が誘起され、電磁界が打ち消されるようになるので、放射ノイズが低減される。そ
のため、端子１つとカソード電極に接続する側板部５の対が１つの２端子のチップ部品と
考えられ、それが複数集積されたアレイ状チップ部品と考えられる。そのため、電源端子
とグランド端子と信号端子がチップ部品１の前後端には形成されずに、チップ部品１の上
面あるいは、チップ部品１の左右端にのみ存在するチップ部品１に対しては、本実施例の
シールド効果が同様に得られる。例えば、電源端子は、チップ部品１の上面のカソード端
子と対になる２端子部品と考えられ、その電源端子に流れる電流の生ずる電磁界も打ち消
される。そのため、信号端子以外に電源端子が存在する複数回路にも、その全端子がチッ
プ部品１の左右にのみ存在するチップ部品１に対して、本実施例が適用できる。すなわち
、特に発熱量が多い信号増幅回路に対しても本実施例が適用できる。
【００６３】
以上、この発明の実施例を図面により詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に限ら
れるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更などがあってもこの発
明に含まれる。例えば、各実施例では２端子チップ部品として面発光レーザを用いた例で
説明したが、面発光レーザに限らずにチップコンデンサ、チップ抵抗等の他の２端子チッ
プ部品に適用することができる。また、シールド導体としては銅板、アルミニウム板等に
限らずに、シリコン基板、導電性樹脂等の他の導体材料を用いることができる。また、各
実施例ではシールド導体を実装基板に接続するために半田バンプのようなシールド用バン
プを用いる例で説明したが、これに限らずネジ止め、あるいは熱可塑性導電性接着剤等の
他の接続手段を用いることができる。また、チップ部品の寸法、シールド導体の寸法、ア
ノード電極及びカソード電極の寸法、シールド用バンプの寸法、信号用バンプの寸法等は
一例を示したものであり、バンプを導体ポストあるいは導体リード線に代える等、目的、
用途等に応じて変更することができる。
【００６４】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明のチップ部品を備える電子装置によれば、実装基板上にチ
ップ部品が表面実装され、チップ部品の上面がシールド導体により覆われてこのシールド
導体が実装基板のグランド層に電気的に接続されてなる構成において、シールド導体は、
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チップ部品を完全に覆うような大きさの左右方向及び前後方向の寸法を有する天板部と、
この天板部と一体となり天板部よりも低位置となるように形成されてチップ部品の左右方
向の両側方に配置される側板部とから成り、さらにシールド導体の前後方向の両側端には
チップ部品の前後方向の両側方を開放する開口部が形成され、シールド導体の側板部は、
前後方向に沿って複数の接続手段を介して実装基板のグランド層に電気的に接続されてい
るので、シールド導体の前後方向の両側端が開放されてれているにもかかわらず、天板部
の幅を広くとることにより、シールド効果を大きくすることができる。
したがって、チップ部品のシールド構造において、シールド効果及び冷却効果を同時に十
分に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ矢視断面図である。
【図３】同電子装置の第１の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図４】同電子装置の第２の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図５】同電子装置に用いられるシールド導体を概略的に示す図である。
【図６】同シールド導体を用いた場合のシールド効果のシミュレーション結果を示す図で
ある。
【図７】同電子装置においてシールド導体を実装基板にシールド用バンプにより接続する
場合の、シールド用バンプの個数（横軸）と放射ノイズ量（縦軸）との関係を示す図であ
る。
【図８】第１実施例の第１の変形例を示す断面図である。
【図９】第１実施例の第２の変形例を示す断面図である。
【図１０】電子装置の第１の製造方法におけるシールド導体及びチップ部品の裏面を示す
図である。
【図１１】第１実施例の第３の変形例を示す断面図である。
【図１２】図１１のＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図１３】第１実施例の第４の変形例を示す断面図である。
【図１４】第１実施例の第５の変形例を示す断面図である。
【図１５】図１４のＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１６】この発明の第２実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図である
。
【図１７】図１６のＤ－Ｄ矢視断面図である。
【図１８】この発明の第３実施例であるチップ部品を備える電子装置を示す平面図である
。
【図１９】図１８のＥ－Ｅ矢視断面図である。
【図２０】従来のチップ部品を備える電子装置（第１の従来技術）の構成を示す断面図で
ある。
【図２１】従来のチップ部品を備える電子装置（第２の従来技術）の構成を示す斜視図で
ある。
【図２２】従来のチップ部品を備える電子装置（第３の従来技術）の構成を示す断面図で
ある。
【符号の説明】
１　　　チップ部品
２　　　カソード
３　　　シールド導体
４　　　天板部
５　　　側板部
５Ａ、２１Ａ　　　平坦面
６、６Ａ　　　アノード電極
７、７Ａ　　　カソード電極
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８、２３　　　開口部
９　　　発光部
１０　　　実装基板
１１　　　グランド導体パターン
１２　　　グランド層
１３　　　ビアホール
１４　　　ランドパターン
１５　　　光導波路
１６Ａ、１６Ｂ、２６、２６Ａ、２６Ｂ　　　表層電気配線
１７　　　シールド用バンプ
１８　　　信号用バンプ
１９　　　隙間
２０　　　空孔部
２１　　　シールド導体兼カソード導体
２２　　　ソルダレジスト
２４　　　弾力性を有する導電体
２５　　　アレイ状チップ部品
２７　　　光導波路
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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