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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周端面によって囲まれた基板上に複数の部品が配置され該各部品が封止樹脂層で被覆
された回路モジュールにおいて、
　内層パターンの少なくとも１つは分離切断においてハーフカット面に露呈して接地用電
極となるように形成されており、
　前記封止樹脂層の上に形成され前記接地用電極に接続された導電性樹脂製のシールド層
とを具備し、
　前記基板には、外周全長に渡り前記封止樹脂層側面と連続面となる前記ハーフカット面
が形成してあり、
　当該シールド層が、前記封止樹脂層の上から延びて前記封止樹脂層の側面及び前記ハー
フカット面を包み込むように被覆するとともに、前記基板の外周端面と前記シールド層の
外周端面が連続した同一平面を形成することを特徴とする回路モジュール。
【請求項２】
　前記基板と前記シールド層との同一平面を、ダイサーカットにより形成してある
　ことを特徴とする請求項１記載の回路モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術の分野】
　本発明は、電子部品の回路モジュールに関し、基板表面に搭載した要素部品をモールド
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するモールド樹脂を２層化し、２層目の樹脂に導電性の樹脂を使用すると共に、該導電性
の樹脂を基板表面の電極、若しくは基板端面の電極と導通させることによりグランドへ接
続するようにして、回路モジュールの小型化とシールド効果とをもたせるようにした回路
モジュールに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、基板上に複数の要素部品を搭載してなる小型の電子部品が急速に普及してきた。
この種の電子部品には、ＩＣやハイブリットモジュール等のように封止或いはモールドさ
れたもの又は金属製キヤップで部品を覆ったもの、金属製キヤップに収納されたものが存
在する（図１２参照）。
【０００３】
　この金属製キャップに収納されたモジュールタイプの回路モジュール１０'の製造にお
いては、個々の回路モジュール毎に基板を作成し、この基板上に要素部品を実装した後に
、樹脂を用いた封止又はモールドした後、金属製キャップの装着を行っている。このため
、基板表面に金属ケース装着のためのハンダ付けランドが必要になり、回路モジュールの
小型化には支障があった。また、金属ケースを装着せずに、モールド樹脂にてモールドす
る場合には、シールド効果をもたせることが必要であり、隣接する回路からの電磁波等に
よりモジュールの特性が損なわれないようにシールド対策は必要不可欠である。このため
、近年、基板上に実装した電子部品に対するシールド効果をもたせるため、回路基板の電
子部品を導電性樹脂で被覆封止するようにした回路モジュールが提案されている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】
　　　　特開平７－１１１２９９号公報（第２－４頁、図１）
【０００５】
　この特許文献１に記載された発明は、複数の端子を有する配線パターンを備えた回路基
板と、その上に固定される複数の半導体集積回路チップと、これら半導体集積回路チップ
と接続端子との間を電気的に接続するボンディングワイヤとを具備する混成集積回路にお
いて、各半導体集積回路チップとそれに接続されるボンディングワイヤ及び接続端子とを
絶縁性封止層で覆うと共に、これら複数の半導体集積回路チップの内少なくとも一つの半
導体集積回路チップについては前記絶縁性封止層を更に導電性封止層で被覆し、該導電性
封止層を回路基板の接地導体に接続するようにした混成集積回路である。この発明は、回
路基板上に搭載される複数の半導体集積回路チップのノイズや静電誘導を防止してシール
ド効果をもたせることができるものである。このような回路モジュールにおいても、更な
る小型化と低コストでの生産を可能にすることが近年益々大きな問題となっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の目的は、上記従来の問題に鑑み、金属ケースを使用しないで、実装する要素部
品に対するシールド性を有すると共にモジュールの小型化と低コスト化を図ることができ
る回路モジュールおよび回路モジュールの製造方法を提供することを課題とするものであ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１では、外周端面によって囲まれた基板上に複数の部品が配置され該各部品が封
止樹脂層で被覆された回路モジュールにおいて、内層パターンの少なくとも１つは分離切
断においてハーフカット面に露呈して接地用電極となるように形成されており、前記封止
樹脂層の上に形成され前記接地用電極に接続された導電性樹脂製のシールド層とを具備し
、前記基板には、外周全長に渡り前記封止樹脂層側面と連続面となる前記ハーフカット面
が形成してあり、当該シールド層が、前記封止樹脂層の上から延びて前記封止樹脂層の側
面及び前記ハーフカット面を包み込むように被覆するとともに、前記基板の外周端面と前
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記シールド層の外周端面が連続した同一平面を形成することを特徴とする回路モジュール
を提案する。
【０００８】
　該回路モジュールによれば、外周端面によって囲まれた基板上に複数の部品が配置され
該各部品が封止樹脂層で被覆された回路モジュールにおいて、内層パターンの少なくとも
１つは分離切断においてハーフカット面に露呈して接地用電極となるように形成されてお
り、前記封止樹脂層の上に形成され前記接地用電極に接続された導電性樹脂製のシールド
層とを具備し、前記基板には、外周全長に渡り前記封止樹脂層側面と連続面となる前記ハ
ーフカット面が形成してあり、当該シールド層が、前記封止樹脂層の上から延びて前記封
止樹脂層の側面及び前記ハーフカット面を包み込むように被覆するとともに、前記基板の
外周端面と前記シールド層の外周端面が連続した同一平面を形成することを特徴とする回
路モジュールとしたので、搭載した要素部品及び内層パターンに対しては、基板とシール
ド層とで完全に被覆するので、高精度で確実なシールド効果と高密度実装とを可能にする
ことができる。すなわち、封止樹脂層断面とハーフカット面とが連続面であって、これら
を包み込むように被覆するシールド層のシールド効果が高精度で確実なものとなる。この
ため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止することができると共に、基板の外周
端面とシールド層の外周端面とが連続した同一平面であるから製造時の切断工程において
個別の切断ではなく一括の切断ができるので従来の回路モジュールよりも一層の小型化と
低コスト化を図ることができる作用を奏するものである。さらに、該回路モジュールによ
れば、前記シールド層は導電性樹脂で形成される回路モジュールとしたので、搭載した要
素部品及び内層パターンに対しては、基板とシールド層とで完全に被覆するので、高精度
で確実なシールド効果と高密度実装とを可能にすることができるため、外部からの電磁界
や静電の影響を有効に阻止することができると共に、従来の回路モジュールよりも一層の
小型化と低コスト化を図ることができる作用を奏するものである。
【０００９】
　請求項２では、請求項１の回路モジュールにおいて、前記基板と前記シールド層との同
一平面を、ダイサーカットにより形成してある回路モジュールを提案する。
【００１０】
　該回路モジュールによれば、基板とシールド層との同一平面の形成をダイサーカットに
よって行うことができる。
【００１１】
　本発明の回路モジュール及びその製造法の実施形態について説明する。実施形態のうち
、第１乃至４の実施形態が回路モジュールについての実施形態であり、第５乃至８の実施
形態が回路モジュールの製造方法についての実施形態である。その中で、特に第３及び第
７の実施形態が、本発明に直接係るものであって、上記２つの実施形態以外の実施形態は
、本発明を理解する上で参考となる実施形態である。
【００１２】
【本発明の第１の実施形態】
　図１は、本発明の第１の実施形態は、回路モジュールについて説明する図である。本発
明の第１の実施形態における回路モジュール（半導体装置）１０は、該図に示すように、
例えば、セラミックやガラス・エポキシ樹脂等からなる回路基板１１と、その表面に搭載
される半導体素子、コンデンサ、抵抗等の要素部品１２とを有する。
【００１３】
　回路モジュール１０は、例えば、所定厚さ（例えば厚さ４ｍｍ）の直方体形状を成し、
プリント配線が形成された回路基板１１と、該回路基板１１の部品実装面（一方の主面：
上面）に実装された複数の要素部品１２と、要素部品１２を覆うように回路基板１１の上
面に形成された封止樹脂層を構成する第１樹脂層（封止樹脂層、第１樹脂モールド層）１
４と、該第１樹脂層１４の表面に形成された静電や電磁界からの影響をシールド遮蔽する
第２樹脂層（シールド層、第２樹脂モールド層）１９とから構成されている。
【００１４】
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　回路基板１１は、例えば上面が長方形を成す厚さ１ｍｍのセラミック基板からなる。こ
の回路基板１１の表面には、要素部品１２を搭載するための接合パッドを兼ねる信号パタ
ーン１５ａと、回路基板１１上の一方の側部に接地用電極とが設けられている。基板１１
の信号パターン１５ａと各半導体チップ、コンデンサ、抵抗等の要素部品１２の端子とは
、ボンディングワイヤ１３或いはハンダ１３'等で接続されている。
【００１５】
　そして、要素部品１２を搭載する回路基板１１の内部には、内層パターン１６ａ，ホー
ル１６ｂが設けられており、また回路基板１１の裏面には、中央に配置された接地用電極
１７ａと、その周囲に配置されたＩ／Ｏ電極（信号電極）１７ｂとが設けられており、基
板１１の端面にはハーフスルー１８ａ，１８ｂが設けられている。基板１１の表面に設け
た前記接地用電極１５ａと信号パターンと、基板１１の裏面に設けた前記接地用電極１７
ａとＩ／Ｏ電極１７ｂとが、それぞれ前記内層パターン１６ａ，ホール１６ｂ及びハーフ
スルー１８ａ，１８ｂを介して導電接続されている。
【００１６】
　この回路基板１１の表面には、要素部品１２がハンダ若しくは導電性樹脂接着剤により
接合されている。要素部品１２としては、例えば半導体素子、コンデンサ、抵抗等の２極
端子を有する部品であり、図１に示すように、それぞれの要素部品１２は、ボンディング
ワイヤ１３，１３又はハンダ１３'等により基板の信号パターンと電気的に接続されてい
る。接地用電極１７ａは、電源の供給等のために設けた回路基板１１の裏面中央部に形成
されており、Ｉ／Ｏ電極（信号電極）１７ｂが同様に接地用電極１７ａの周囲に配置され
ている。
【００１７】
　この回路基板１１の上面に搭載した要素部品１２の上部を覆って第１樹脂層１４が形成
されており、この第１樹脂モールド層１４は、要素部品１２を封止して絶縁層(封止樹脂
層、第１樹脂層)を形成するもので、回路基板１１の側部に配設した前記接地用電極の上
面部分を避けるようにして、モールド被覆されている。この第１樹脂層１４の上に、更に
第２樹脂層１９が形成されている。この第２樹脂層１９は、外部からの静電や電界等の影
響から要素部品１２を保護するためのシールドであって、導電性の樹脂により形成されて
いる。このため、第１樹脂層１４で封止された要素部品１２の端子は、図示しないスルー
ホール等を介して回路基板１１裏面のＩ／Ｏ電極に接続されている。また第２樹脂層１９
は、導電性樹脂であるので、前記接地用電極に対する導電接続を介して基板１１裏面の前
記接地用電極とも導電接続されるように構成されており、第２樹脂層１９に対する外乱ノ
イズは該接地用電極から図示しないマザーボードへと回避されるので、これにより、実装
された要素部品１２や内部配線に対するシールド性が確保される。この第２樹脂層１９は
、導電性樹脂でのモールド形成により上面が平坦面に形成されており、回路モジュール１
０の吸着による取扱や操作が容易に行えるように形成されている。
【００１８】
　この第１樹脂層１４は、前記回路基板１１上の要素部品１２に対して全面被覆するよう
に形成されており、且つ該第１樹脂層１４の前記一方の側部（図では左側）は第２樹脂層
１９と共に、製造工程における分離切断の際に、分離ラインにおいて基板１１の一方の端
面と共に面一となるように切断されてそれぞれの層の端面が露呈されるように配設された
構造となっている。
【００１９】
　また、この第１樹脂層１４の他方の端部（図では右側）は前記接地用電極よりも内側に
形成され、その側部は第２樹脂層１９の側部により完全に被覆されている。第１樹脂層１
４の前記他方の側部を被覆する第２樹脂層１９の端面と接地用電極の端面とは、その側部
が製造工程における分離切断の際に、分離ラインにおいて基板１１の前記他方の端面と面
一となるように切断されて露呈されるように配設された構造となっている。
【００２０】
　本発明の第１実施形態による回路モジュールの構造は、基板の表面に搭載した要素部品
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をモールドするモールド樹脂を第１樹脂層と第２樹脂層とで２層化し、１層目の第１樹脂
層で搭載した要素部品を確実に絶縁し、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用するこ
とにより、前記接地用電極と基板内部に形成された内層パターンを介してシールド性を有
する第２樹脂層をグランド電位へ接続するようにしたリードレス型の回路モジュールの構
造としたので、搭載した要素部品と内層パターンとに対する高精度で確実な絶縁性とシー
ルド効果とをもたせることができるため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止す
ることができると共に、従来の回路モジュール（モジュール）よりも一層の小型化を図る
ことができると共に、高密度実装が容易となる。
【００２１】
【本発明の第２の実施形態】
　次に、本発明の回路モジュールの第２の実施形態について、図２に基づいて説明する。
第２実施形態と第１の実施形態との回路モジュール１０の相違は、第２実施形態の回路モ
ジュールの構成では、第１実施形態の基板１１上に配置した接地用電極が設けられておら
ず、回路基板１１の上部端面に接地用電極１５ａが臨むように構成されていること、回路
用基板１１と第１樹脂層１４との端面が面一の同じ幅に形成され、シールドを形成する第
２樹脂層１９が、その第１樹脂層１４の表面全体を覆うとともに、回路用基板１１の上部
端面と第１樹脂層１４の端面全部を被覆するように第２樹脂層１９の端部が形成されてい
ることである。この第２樹脂層１９は、例えばディップ等の方法で形成するとよい。
【００２２】
　そして、該基板１１端面と第２樹脂層１９の端部との接触により、回路基板１１の上部
端面の接地用電極１５ａが裏面の前記接地用電極１７ｂと前記内層パターンを介して導電
接続されるように構成されている。また、回路基板１１の第１樹脂層１４で封止された要
素部品１２の信号側端子は、図示しないスルーホール等を介して該基板１１裏面のＩ／Ｏ
電極に接続されている。
【００２３】
　本実施形態の回路モジュールによれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドする
モールド樹脂を２層化し、１層目の第１樹脂層で基板に搭載した要素部品を完全被覆して
絶縁封止し、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用すると共に該導電性の樹脂を基板
の基板上部端面に露呈する端面電極まで被覆するようにし、且つ導電性の樹脂とグランド
とを内層パターンを介して導通接続させるようにしたリードレス型の回路モジュールの構
造としたので、搭載した要素部品及び内層パターンに対する高精度で確実なシールド効果
とをもたせることができるため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止することが
できると共に、従来の回路モジュール（モジュール）よりも一層の小型化を図ることがで
きる作用を奏するものである。
【００２４】
【本発明の第３の実施形態】
　次に、本発明の回路モジュールの第３の実施形態について、図３に基づいて説明する。
第３実施形態と第２実施形態との回路モジュール１０の相違は、第３実施形態の回路モジ
ュールの構成では、接地用電極１５ａが形成される回路用基板１１の上部端面と第１樹脂
層１４との端面が同一面（連続面）に形成され、且つ該両端面が基板１１下部端面よりも
内方の部品を実装した側に後退した位置に形成されており、この両端面がシールド層１９
で包み込むように被覆されているとともに、シールドを形成する該シールド層１９の端面
と該基板１１の下部端面（外周端面）とが同一平面に露呈されるように形成されているこ
とである。上記した回路基板１１の上部端面は、後述する回路モジュールの製造方法が示
すように、第１樹脂層１４となる封止樹脂部の固体化後に、回路基板の集合である集合基
板と封止樹脂部に溝をハーフカットにより形成する際に形成されるハーフカット面である
。
【００２５】
　この第３実施形態による回路モジュール１０の構造によれば、基板１１の表面に搭載し
た要素部品１２をモールドするモールド樹脂を２層化し、１層目の第１樹脂層１４で基板
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に搭載した要素部品１２を完全被覆して絶縁封止し、２層目のシールド層１９に導電性の
樹脂を使用すると共に該導電性の樹脂を基板１１の基板上部端面(すなわち、ハーフカッ
ト面)の接地用電極１５ａまで包み込むように被覆させ、且つシールド層１９の導電性の
樹脂とグランドとを内層パターンを介して導通接続させるようにしたリードレス型の回路
モジュールの構造としたので、搭載した要素部品１２及び内層パターンに対しては、回路
用基板１１とシールド層１９とで完全に被覆するので、高精度で確実なシールド効果とを
もたせることができるため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止することができ
ると共に、従来の回路モジュール（モジュール）よりも一層の小型化を図ることができる
。また、この構成により、外部からの衝撃等からも確実に保護される耐衝撃性が得られる
など、保証性の高い回路モジュールの構造と成すことができるものである。
【００２６】
【本発明の第４の実施形態】
　次に、本発明の回路モジュールの第４の実施形態について、図４に基づいて説明する。
第４実施形態と第３実施形態との回路モジュール１０の相違は、第４実施形態の回路モジ
ュールの構成では、回路用基板１１上の境界部端面にシールド層１９との導通確保用のチ
ップ状金属（導通部材）２２を露呈して配設し、このチップ状金属２２とシールド層１９
とを導通させるようにしたことである。この実施形態では、回路用基板１１の端面とシー
ルド層１９との端面が同一平面となるように形成され、第１樹脂層１４の端面は、基板１
１端面よりも内方の部品を実装した側に後退しており、且つ少なくともチップ状金属２２
上面の一部を被覆する位置に形成したから、この第１樹脂層１４の端面がシールド層１９
で被覆されているとともに、シールド層１９とチップ状金属２２とが接触して導通が確保
されており、シールドを形成する該シールド層１９の端面と該基板１１端面とが同一平面
に露呈されるように形成されていることである。
【００２７】
　この第４実施形態による回路モジュール１０の構造によれば、基板１１の表面に搭載し
た要素部品１２をモールドするモールド樹脂を２層化し、１層目の第１樹脂層１４で基板
に搭載した要素部品１２を完全被覆して絶縁封止し、基板１１上の境界部に配置したチッ
プ状金属２２と２層目のシールド層１９とを内層パターン１６ａ，１６ｂを介して導通接
続させるようにしたリードレス型の回路モジュールの構造としたので、搭載した要素部品
１２及び内層パターンに対しては、回路用基板１１とシールド層１９とで完全に被覆する
ので、高精度で確実なシールド効果とをもたせることができるため、外部からの電磁界や
静電の影響を有効に阻止することができると共に、従来の回路モジュール（モジュール）
よりも一層の小型化を図ることができる。また、この構成により、外部からの衝撃等から
も確実に保護される耐衝撃性が得られるなど、保証性の高い回路モジュールと成すことが
できるものである。
【００２８】
【回路モジュールの製造方法】
　次に、本発明の回路モジュールの製造方法について説明する。
【００２９】
【本発明の第５の実施形態】
　図５に基づいて、本発明の第５の実施形態である回路モジュールの製造方法を説明する
。
【００３０】
　図５は、本発明の第１実施形態の回路モジュールに対応する製造方法を示している。上
述した回路モジュール１０の製造方法を図５に示す工程説明図を参照して説明する。製造
方法は、大略して以下の工程から成っている。
【００３１】
　まず、複数の回路モジュール１０の回路基板１１がマトリクス状に連設された集合基板
２１を形成する（集合基板製造工程）。そして、この集合基板２１の上面に要素部品１２
を実装する（回路モジュール実装工程）。次いで、要素部品１２を実装した集合基板２１
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の上面側にモールドにより封止樹脂層（第１の樹脂モールド層）１４を形成する（封止樹
脂層形成工程）。この後、該集合基板２１と封止樹脂層１４の上にモールドにより導電性
樹脂から成るシールド層（第２の樹脂モールド層）１９を形成する（シールド層形成工程
）。最後に、このシールド層１９を形成した集合基板２１を個々のモジュールに分離切断
する（分離工程）から成っている。
【００３２】
　上記工程の集合基板製造工程においては、要素基板の表層パターン１６ａ又はビアホー
ル１６ｂを形成した複数の配線板を積層して、内部に内層パターンを形成するとともに、
裏面には、Ｉ／Ｏ電極（信号電極）１７ａと接地用電極１７ｂとを形成して、表面側の信
号パターンと裏面側のＩ／Ｏ電極と、表面側の接地用電極と裏面側の接地用電極とを導通
接続させた集合基板２１を用意する。ここでは１６個の基板１１を４×４のマトリクス状
に配置した集合基板２１を形成した。
【００３３】
　この工程の後、集合基板２１の上面に、接地用電極を除く要素部品１２を覆うようにバ
ッキング剤をコーティングするバッキング工程を置いてもよい。この場合、バッキングは
絶縁、防水、保護を目的としてコーティングするものであり、バッキング剤としては、例
えばアクリル系、ウレタン系、シリコーン系、フッ素系、ゴム系、ビニール系、ポリエス
テル系、フェノール系、エポキシ系、ワックス系等の塗料材料を使用することができる。
【００３４】
　封止樹脂層形成工程では、トランスファモールド法、ポッティング法或いは、真空印刷
法等のモールド法を採用することができる。
【００３５】
　本実施形態の方法では、トランスファモールド法の１つであるＦＡＭＥ（Ｆｉｌｍ　Ａ
ｓｓｉｓｔ　Ｍｏｌｄｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）法を用いて集合基板２１の上面側に
封止樹脂層１４を形成した。ＦＡＭＥ法による封止樹脂層１４の形成は、フィルムを使用
した樹脂成形方法であり、図６に示すように、集合基板２１が水平状態で嵌入することが
可能な基台３１に集合基板２１を装着し、５ｔｏｒｒの真空にして脱泡を行う（準備工程
）。次いで、集合基板２１の上面側に前述した樹脂を供給する。この状態では集合基板２
１上の要素部品１２の周囲には気泡状の空間が形成されていることが多い。
【００３６】
　次いで、集合基板２１の上面側をフィルム３０で覆い、上金型３３の吸着穴３４からの
吸引によりフィルム３０を吸着して、前述した樹脂３２を供給して硬化させる（ＦＡＭＥ
工程）。樹脂３２を硬化させてから、基台３１から集合基板２１を取り外して、封止樹脂
層形成工程を終了する。
【００３７】
　次に、第２の樹脂モールド層１９を形成するシールド層形成工程では、上記封止樹脂層
形成工程と同様のやり方で、第２の樹脂モールド層１９を形成する。
【００３８】
　第２の樹脂モールド層１９を形成する材料としては、導電性を有する材料であればよく
、金属板や金属膜などの材料の他に金属フィラーを含む樹脂等導電性を有する材料を型に
流し込んで形成するか、又は金属性メッキを用いて形成することができる。
【００３９】
　そして、最後の分離工程では、上記シールド層を形成した集合基板２１を個々のモジュ
ールに分離切断する。
【００４０】
　この場合、モジュールの一方の切断面は、基板１１と、封止樹脂層１４と、シールド層
１９の各端面が同一平面に露呈するように分離ラインに沿って切断され、他方の切断面は
、基板１１上に形成した接地用電極の端部が、基板１１とシールド層１９との端面と同一
面上に露呈するように分離ラインに沿って切断されるものである。このため、基板１１上
の接地用電極と２層目のシールド層１９との導通が確実に確保でき、裏面側の接地用電極
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への接続が十分に保証される。
【００４１】
　集合基板２１の切断には、ダイシング装置やレーザ装置、ウオ－ター装置或いはワイヤ
ー装置等が用いられる。これにより、個々の基板１１間の境界線の分離ラインに沿ってマ
トリクス状に切断することにより回路モジュール１０の本体が得られる。
【００４２】
【本発明の第６の実施形態】
　次に、本発明の第６の実施形態である回路モジュールの製造方法について説明する。
【００４３】
　図７は、本発明の第６実施形態の回路モジュールに対応する製造方法を示している。本
実施形態と第５実施形態との相違は、集合基板２１の形成工程では、基板１１上の接地用
電極の配設に代えて、個々の基板１１の境界部に跨り、分離切断後にその切断面に接地用
電極が露呈されるように基板２１内に内層パターンを形成した集合基板２１を用意するこ
と、封止樹脂層１４の形成工程では、封止樹脂層は基板上面と要素部品表面とを完全に被
覆すること、シールド層１９の形成工程と分離切断工程との順序を入れ替え、封止樹脂層
形成工程後に分離切断工程を先に実施し、そして最後にシールド層１９を形成するように
したことである。
【００４４】
　回路モジュール実装工程までは第５実施形態と同じであるから省略し、封止樹脂層形成
工程以下について、図７に基づいて説明する。
【００４５】
　封止樹脂層形成工程では、モールドにより成形するが、その方法としては、トランスフ
ァモールド法、真空印刷法或いはポッティング法などが使用できる。前記第５実施形態と
同じトランスファモールド法によってもよいが、ここでは、真空印刷法により説明する。
【００４６】
　真空印刷法による樹脂層の形成は、図８に示すように、集合基板２１が水平状態で篏入
する可能な基台３１上に集合基板２１を装着し、５ｔｏｒｒの真空にして脱泡を行う（準
備工程）。次いで、集合基板２１の上面側に前述した樹脂を印刷３２して樹脂を供給する
（第１回目の印刷工程）。この状態では、集合基板２１上の要素部品１２の周囲には気泡
状の空間が形成されていることが多い。
【００４７】
　この後、真空度を例えば、１５０ｔｏｒｒ程度まで上げて差圧を発生させ、前記回路モ
ジュール２１の周囲空間に樹脂を充填させる（樹脂充填工程）。これにより、樹脂３２の
表面には陥没が生じるので、この陥没内に樹脂３２を充填するために、真空度を解除した
非真空状態で再度樹脂３２を印刷する（第２回目印刷工程）。
【００４８】
　次いで、樹脂層１４を硬化させてから基台３１から集合基板２１を取り外して、封止樹
脂形成工程を終了する。
【００４９】
　次に、封止樹脂層１４を形成した集合基板２１をダイシング装置等を用いて個片に分離
切断する。このとき、個々の基板１１間の境界線ラインに沿ってマトリクス状に切断する
ことにより電子装置１０の中間体が得られる。この切断により、封止樹脂層１４と基板１
１との端面は同一平面内に形成される。
【００５０】
　最後に、切断して得られた電子装置１０の中間体にシールド層１９を被覆して形成する
。この被覆形成法としては、ディップ法等のコーティング法を利用する。本実施形態では
、電子装置１０の中間体をディップ液に浸漬し、塗布量を調節しながら所定速度で引き上
げることにより、シールド層１９をコーティング形成した。
【００５１】
　このシールド層１９は、基板１１内部の内層パターンが端面に露呈した部分と導通が確
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保できる範囲で基板１１の上部端面を被覆するように形成するものである。したがって、
基板１１端面に露呈した接地用電極とシールド層１９との導通が確実に確保できるので、
裏面側の接地用電極への接続が十分に保証される。
【００５２】
　シールド層１９を形成する材料としては、第５実施形態と同様に、導電性を有する材料
であればよく、金属板や金属膜などの材料の他に金属フィラーを含む樹脂等導電性を有す
る材料を型に流し込んで形成するか、又は金属性メッキを用いて形成することができる。
【００５３】
【第７の実施形態】
　次に、本発明の第７の実施形態である回路モジュールの製造方法について説明する。
【００５４】
　図９および１０は、本発明の第７実施形態の回路モジュールに対応する製造方法を示し
ている。本第７実施形態と第６実施形態との相違は、封止樹脂層１４の形成工程の後、つ
まり、封止樹脂層１４を基板上面と部品表面とを完全に被覆して硬化させた後でのシール
ド層１９の形成工程の前に、ダイサー等で個片化する分離ラインに沿ってハーフカットし
て封止樹脂層１４から基板１１に至る溝２０を形成するハーフカット工程を入れること、
そして最後の分離切断工程において前記ハーフカット幅よりも狭い幅のダイサー等で切断
することにより、回路モジュール１０の端面にシールド層１９の端面と基板１１の端面と
同一面内に露呈するように形成することである。
【００５５】
　次いで、封止樹脂層形成工程では、モールドにより封止樹脂層を成形するが、その方法
としては、トランスファモールド法、真空印刷法或いはポッティング法などが使用できる
。前記第６実施形態と同じトランスファモールド法によって実施するので詳細な説明は省
略する。
【００５６】
　次いで、溝２０を切削した後、再び封止樹脂層１４の上面にシールド層１９を形成する
（シールド層形成工程）。このシールド層１９を形成する材料としては、導電性を有する
材料であればよく、金属板や金属膜などの材料の他に金属フィラーを含む樹脂等導電性を
有する材料を型に流し込んで形成することができる。
【００５７】
　このようにダイシング装置を用いて前記溝２０の幅よりも狭いブレード２６で切断する
と、切断後においてはシールド層１９が側面に露呈して封止樹脂層１３を完全に包み込む
ように被覆した構造に形成できる。そして、これにより得られた回路モジュール１０は、
ダイサーによるハーフカットで基板１１端面に露呈した接地用電極とのシールド層１９と
の導通を確実に確保することができるものである。
【００５８】
　また、本実施形態では電子装置１０の機能を特に限定していないが、本発明は種々の電
子装置に適用可能である。例えば、高周波パワーアンプ、電子ボリューム、ＤＣ／ＤＣコ
ンバータ、ＦＥＴスイッチ、小電力テレメータ、キーレス送信機、インバータ、等の電子
装置に適用可能である。
【００５９】
【第８の実施形態】
　次に、本発明の第８の実施形態である回路モジュールの製造方法について説明する。
【００６０】
　図１１は、本発明の第８実施形態の回路モジュールに対応する製造方法を示している。
本第８実施形態と第７実施形態との相違は、集合基板形成工程では、集合基板２１上の個
々の基板１１の境界部に跨ってチップ状金属（導通部材）２２を配設し、１層目の封止樹
脂層１４を形成し固体化した後のシールド層形成工程では、該封止樹脂層１４上面からダ
イサー等により少なくとも該チップ状金属２２上面まで切削溝を形成するハーフカット工
程を置き、その後のシールド層形成工程で実装した要素部品１２、チップ状金属２２、及
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び封止樹脂層１４上を導電性の樹脂で被覆してシールド層１９を形成し、最後の分離切断
工程において前記ハーフカット幅よりも狭い幅のダイサー等で分離切断することにより、
回路モジュール１０の端面にシールド層１９の端面と基板１１の端面と同一平面内に露呈
するように形成することである。
【００６１】
　次いで、封止樹脂層形成工程では、前記第７実施形態と同様にトランスファモールド法
によって実施したので詳細な説明は省略する。
【００６２】
　次いで、溝２０を切削した後、再び封止樹脂層１４の上面にシールド層１９を形成する
（シールド層形成工程）。このシールド層１９を形成する材料としては、前記第７実施形
態と同様に導電性を有する材料であればよい。
【００６３】
　上記溝切削工程から分離工程までは、第７実施形態の工程と同様な手段を使用したので
、詳しい説明は省略する。
【００６４】
　なお、本発明の実施の態様は、上記に限定されるものではなく、例えば次のように変更
してもよい。
【００６５】
　基板と、該基板上に実装された要素部品と、該要素部品の周囲所定空間を充填するよう
に前記基板の主面に形成された絶縁性を有する第１樹脂層と、前記第１樹脂層の表面に形
成された導電性を有する第２樹脂層とから成り、前記基板に形成された導体パターンのう
ち、少なくとも該基板表面に形成された接地用電極は該基板裏面に形成された接地用電極
に基板の内層パターンを介して接続されており、前記第１樹脂層は前記基板の主面に所定
厚さに形成された直方体形状を成し、前記第２樹脂層の少なくとも１つの側面は前記接地
用電極に接触してその上部を被覆した回路モジュール。
【００６６】
　該回路モジュールによれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドするモールド樹
脂を第１樹脂層と第２樹脂層とで２層化し、１層目の第１樹脂層で搭載した要素部品を確
実に絶縁し、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用することにより、前記接地用電極
と基板内部に形成された内層パターンを介してシールド性を有する第２樹脂層をグランド
電位へ接続するようにしたリードレス型の回路モジュールとしたので、搭載した要素部品
と内層パターンとに対する高精度で確実な絶縁性とシールド効果とをもたせることができ
るため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止することができると共に、従来の回
路モジュールよりも一層の小型化を図ることができる作用を奏するものである。
【００６７】
　上記回路モジュールにおいて、前記第２樹脂層の少なくとも１つの側面の端面と前記基
板の端面とは同一平面内に露呈し、前記第２樹脂層の他の側面の端面は前記第１樹脂層の
側面の端面及び前記基板の端面と共に同一平面内に露呈するようにした回路モジュール。
【００６８】
　該回路モジュールによれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドするモールド樹
脂を第１樹脂層と第２樹脂層とで２層化し、１層目の第１樹脂層で搭載した要素部品を確
実に絶縁し、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用することにより、前記接地用電極
と基板内部に形成された内層パターンを介してシールド性を有する第２樹脂層をグランド
電位へ接続するようにし、かつ、回路モジュールの側面を基板と各樹脂層とで面一に形成
したリードレス型の回路モジュールの構造としたので、搭載した要素部品と内層パターン
とに対する高精度で確実な絶縁性とシールド効果とをもたせることができ、外部からの電
磁界や静電の影響を有効に阻止することができると共に、高密度実装を可能とすることに
より、従来の回路モジュールよりも一層の小型化を図ることができる作用を奏する。
【００６９】
　基板と、該基板上に実装された要素部品と、該要素部品の周囲所定空間を充填するよう
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に前記基板の主面に形成された絶縁性を有する第１樹脂層と、前記第１樹脂層の表面に形
成された導電性を有する第２樹脂層とから成り、前記基板に形成された導体パターンのう
ち、少なくとも基板周囲の端面に露呈する端面電極は内層パターンを介して該基板裏面に
形成された接地用電極に接続されており、前記第１樹脂層は前記要素部品を被覆し、前記
第２樹脂層は該第１樹脂層を全面被覆し、且つその端面は少なくとも前記基板端面に露呈
する端面電極を含む基板上部端面を被覆するように形成されている回路モジュール。
【００７０】
　該回路モジュールによれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドするモールド樹
脂を２層化し、１層目の第１樹脂層で基板に搭載した要素部品を完全被覆して絶縁封止し
、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用すると共に該導電性の樹脂を基板の基板上部
端面に露呈する端面電極まで被覆するようにし、且つ導電性の樹脂とグランドとを内層パ
ターンを介して導通接続させるようにしたリードレス型の回路モジュールの構造としたの
で、搭載した要素部品及び内層パターンに対する高精度で確実なシールド効果とをもたせ
ることができるため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止することができると共
に、高密度実装が可能で従来の回路モジュールよりも一層の小型化を図ることができる作
用を奏するものである。
【００７１】
　基板と、該基板上に実装された要素部品と、該要素部品の周囲所定空間を充填するよう
に前記基板の主面に形成された絶縁性を有する第１樹脂層と、前記第１樹脂層の表面に形
成された導電性を有する第２樹脂層とから成り、前記第１樹脂層は前記要素部品を実装し
た基板の全上面を被覆し、前記要素部品の少なくとも１つは導通部材として、その端面が
露呈するように配設され、かつ該導通部材は基板裏面の接地用電極に接続される内層パタ
ーンの少なくとも１つに接続されており、前記第２樹脂層の端面と前記導通部材の端面と
前記基板端面とが同一平面に露呈するように形成されている回路モジュール。
【００７２】
　該回路モジュールによれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドするモールド樹
脂を２層化し、１層目の第１樹脂層で基板に搭載した要素部品を完全被覆して絶縁封止し
、２層目の第２樹脂層に導電性の樹脂を使用すると共に該導電性の樹脂を基板上の導通部
材を被覆するように成し、且つ該第２樹脂層と接地用電極とを導通部材と内層パターンと
を介して導通接続させるようにしたリードレス型の回路モジュールとしたので、搭載した
要素部品及び内層パターンに対しては、基板と第２樹脂層とで完全に被覆するので、高精
度で確実なシールド効果と高密度実装とを可能にすることができるため、外部からの電磁
界や静電の影響を有効に阻止することができると共に、従来の回路モジュールよりも一層
の小型化を図ることができる作用を奏するものである。
【００７３】
　集合基板を形成する工程と、前記集合基板に要素部品を実装する工程と、前記要素部品
が実装された集合基板上に封止樹脂部を形成する工程と、前記封止樹脂部が形成された集
合基板を個々の基板に分離する工程とを有し、最後に、分離後の基板と前記封止樹脂部の
表層にシールド層を形成する工程とから成る回路モジュールの製造方法において、前記集
合基板の形成工程では、要素基板の表層パターン又はビアホールを形成した複数の配線板
を積層して内部に内層パターンを形成し、前記内層パターンの少なくとも１つは分離切断
において切断面に露呈して接地用電極となるように形成し、表面側には要素部品と接続す
る信号パターンを形成すると共に、裏面側には信号電極（Ｉ／Ｏ電極）と接地用電極とを
形成して、基板の表面側の信号パターンは裏面側の信号電極と、前記接地用電極は裏面側
の接地用電極とにそれぞれ導通接続させて分離後に個片化される基板をマトリクス状に配
置した集合基板を形成し、前記集合基板の分離工程では、基板と前記封止樹脂部との端面
が同一平面を形成するように分離ラインに沿って切断し、前記シールド層の形成工程では
、分離した基板上部端面及び前記封止樹脂部表面を導電性の樹脂にて被覆してシールド層
を形成し、かつ該シールド層は少なくとも前記基板端面に露呈する接地用電極を被覆する
ようにした回路モジュールの製造方法。
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【００７４】
　この回路モジュールの製造方法によれば、基板の表面に搭載した要素部品をモールドす
るモールド樹脂を２層化し、１層目の封止樹脂層で基板に搭載した要素部品を完全被覆し
て絶縁封止し、２層目のシールド層に導電性の樹脂を使用すると共に該導電性の樹脂を基
板の基板上部端面に露呈する端面電極まで被覆するようにし、且つ導電性の樹脂からなる
シールド層と接地用電極とを内層パターンを介して導通接続させるようにしてシールド性
を確保したリードレス型の回路モジュールが得られるようにしたので、搭載した要素部品
及び内層パターンに対する高精度で確実なシールド効果と共に、外部からの電磁界や静電
の影響を有効に阻止することができる製造方法が提供でき、これにより、従来の回路モジ
ュールよりも一層の小型化を図ることも可能となる。
【００７５】
　集合基板を形成する工程と、前記集合基板に要素部品を実装する工程と、前記要素部品
が実装された集合基板上に封止樹脂部を形成する工程と、前記集合基板及び封止樹脂部の
表層にシールド層を形成する工程と、前記封止樹脂部及びシールド層が形成された集合基
板を個々の基板に分離する工程とから成る回路モジュールの製造方法において、前記集合
基板の形成工程では、要素基板の表層パターン又はビアホールを形成した複数の配線板を
積層して内部に内層パターンを形成し、前記内層パターンの少なくとも１つは分離切断に
おいて切断面に露呈して接地用電極となるように形成し、表面側には要素部品と接続する
信号パターンを形成すると共に、裏面側には信号電極（Ｉ／Ｏ電極）と接地用電極とを形
成して、基板の表面側の信号パターンは裏面側の信号電極と、前記基板切断面の接地用電
極は裏面側の接地用電極とにそれぞれ導通接続させて分離後に個片化される基板をマトリ
クス状に配置した集合基板を形成し、前記封止樹脂部の形成工程では、前記封止樹脂部を
形成して固体化した後に、分離工程での切断位置に少なくとも前記基板切断面の接地用電
極となる導電パターンに達する溝をハーフカットにより形成し、前記集合基板及び封止樹
脂部に溝を形成する工程の後で、前記シールド層を形成する工程では、前記溝を埋設する
ように導電性の樹脂を流し込んでシールド層を形成し、しかる後、前記集合基板の分離工
程では、基板下端面と前記シールド層の端面とが同一平面を形成するように前記ハーフカ
ットの幅よりも幅狭な分離手段により前記溝を両断するように切断し、かつ該シールド層
は少なくとも前記基板切断面に露呈する接地用電極を被覆するようにして個片化する回路
モジュールの製造方法。
【００７６】
　該回路モジュールの製造方法によれば、１層目の封止樹脂部に前記ハーフカットで形成
した溝を、分離工程において、該ハーフカットの溝幅よりも幅狭に切断すると、切断後に
おいてはシールド層が回路モジュールの端面に露呈して封止樹脂部及び基板端面の電極部
を完全に包み込むようにして被覆した構造に形成できる。そして、これにより得られた回
路モジュールは、ハーフカットで基板端面に露呈した電極と２層目のシールド層との導通
を確実に確保することができ、簡単な工程により効率よく側面部のシールド構造を形成す
ることができるとともに、裏面側の接地用電極への接続が十分に保証される。また、複数
の基板がマトリクス状に連設された集合基板を用いているので、従来例のような基板材料
の無駄を大幅に低減することができる。さらに、シールド層の表面を平滑に形成できるの
で自動装着機による吸着が容易であり、高密度実装も容易に可能となる。
【００７７】
　集合基板を形成する工程と、前記集合基板に要素部品を実装する工程と、前記要素部品
が実装された集合基板上に封止樹脂部を形成する工程と、前記集合基板及び封止樹脂部の
表層にシールド層を形成する工程と、前記封止樹脂部及びシールド層が形成された集合基
板を個々の基板に分離する工程とから成る回路モジュールの製造方法において、前記集合
基板の形成工程では、要素基板の表層パターン又はビアホールを形成した複数の配線板を
積層して内部に内層パターンを形成し、前記内層パターンの少なくとも１つは基板表面に
露呈して接地用電極となるように形成し、表面側には要素部品と接続する信号パターンを
形成すると共に、裏面側には接地用電極と信号電極（Ｉ／Ｏ電極）とを形成して、基板の
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表面側の信号パターンは裏面側の信号電極と、前記基板表面の接地用電極は裏面側の接地
用電極とにそれぞれ導通接続させて分離後に個片化される基板をマトリクス状に配置した
集合基板を形成し、前記要素部品の実装工程では、分離ラインに跨って配設された該要素
部品のうちの少なくとも１つの導通部材と前記基板表面の接地用電極とを接続させ、前記
シールド層形成工程の前に、前記封止樹脂部の形成工程で前記封止樹脂部を形成して固体
化した後、分離ラインに沿い少なくとも前記導通部材に達する溝をハーフカットにより形
成する切削工程を置き、前記シールド層を形成する工程では、前記切削工程で形成した溝
を埋設するように導電性の樹脂を流し込んでシールド層を形成し、しかる後、前記集合基
板の分離工程では、前記ハーフカットの幅よりも幅狭な分離手段により前記溝を両断する
ことにより、前記シールド層端面と前記導通部材端面と前記基板端面とが同一平面に露呈
するように切断分離されて個片化される回路モジュールの製造方法。
【００７８】
　この回路モジュールの製造方法によれば、１層目の封止樹脂部に前記ハーフカットによ
り導通部材にまで達するように形成した溝を、分離工程において、該ハーフカットの溝幅
よりも幅狭に切断すると、切断後においてはシールド層と前記導通部材とで他の要素部品
を完全に包み込むようにして被覆したシールド構造に形成できると共に、シールド層から
前記導通部材と内層パターンとを介して裏面側の接地用電極への確実な導通が確保できる
。そして、これにより得られた回路モジュールは、複数の基板がマトリクス状に連設され
た集合基板を用いているので、従来例のような基板材料の無駄を大幅に低減することがで
きる。さらに、シールド層の表面を平滑に形成できるので自動装着機による吸着が容易で
あり、高密度実装も容易に可能となる。
【００７９】
【発明の効果】
　本発明の回路モジュールは次の効果を奏するものである。
【００８０】
　本発明の回路モジュールによれば、基板上に複数の部品が配置され該各部品が封止樹脂
層で被覆された回路モジュールにおいて、前記封止樹脂層から露呈させた状態で前記基板
上に設けられた接地用電極と、前記封止樹脂層の外側に形成され前記接地用電極に接続さ
れたシールド層とを具備し、前記基板と前記シールド層の端面が同一平面上に位置する回
路モジュールとしたので、搭載した要素部品及び内層パターンに対しては、基板と封止樹
脂層及びシールド層とで完全に被覆するので、高精度で確実な絶縁性とシールド効果と高
密度実装とを可能にすることができるため、外部からの電磁界や静電の影響を有効に阻止
することができる。また、マザーボードに対する接地用電極は基板の裏面に形成されてい
るので、回路モジュールの側面にリード端子等の電極が露出することがなく、従来の回路
モジュールよりも一層の小型化と高密度実装が容易となり低コスト化を図ることができる
効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態における回路モジュールの構造を示す断面図
【図２】第２の実施形態における回路モジュールの構造を示す断面図
【図３】第３の実施形態における回路モジュールの構造を示す断面図
【図４】第４の実施形態における回路モジュールの構造を示す断面図
【図５】第５の実施形態における電子装置の製造方法を説明する工程説明図
【図６】本発明のＦＡＭＥ法の樹脂層形成工程の説明図
【図７】第６の実施形態における電子装置の製造方法を説明する工程説明図
【図８】本発明の真空印刷法の樹脂層形成工程の説明図
【図９】第７の実施形態における電子装置の製造方法を説明する工程説明図
【図１０】第７の実施形態における切断工程の説明図
【図１１】第８の実施形態における電子装置の製造方法を説明する工程説明図
【図１２】従来例の電子装置の外観斜視図
【符号の説明】
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　　　１０　　　　　　回路モジュール
　　　１１　　　　　　基板
　　　１２　　　　　　要素部品
　　　１３　　　　　　ボンディングワイヤ
　　　１４　　　　　　第１樹脂層（封止樹脂層、第１樹脂モールド層）
　　　１５ａ　　　　　端子電極
　　　１６ａ，１６ｂ　内層パターン
　　　１７ａ　　　　　接地用電極
　　　１７ｂ　　　　　Ｉ／Ｏ電極
　　　１９　　　　　　第２樹脂層（シールド層、第２樹脂モールド層）
　　　１９´　　　　　シールド層の側面
　　　２０　　　　　　溝
　　　２１　　　　　　集合基板
　　　２２　　　　　　導通部品（チップ状金属）
　　　２５，２６　　　ブレード
　　　３１　　　　　　基台
　　　３２　　　　　　樹脂
　　　５０　　　　　　分離ライン

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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