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(57)【要約】
【課題】基板に設けた接地電極に導電性キャップを接合
させることにより半導体素子のパッケージを構成した電
子部品において、安価な手段によって導電性接着樹脂が
内部に流れ出るのを防ぎ、さらに高さのばらつきを小さ
くする。
【解決手段】基板５２と導電性キャップ５４により、基
板５２上面に実装した半導体素子を収納するためのパッ
ケージを構成する。基板５２の上面外周部に接地電極５
７を環状に形成する。接地電極５７の内周部上面をソル
ダーレジスト６７によって覆う。導電性キャップ５４の
外周下端面には略水平に屈曲したフランジ７０が形成さ
れている。導電性キャップ５４を基板５２の上面に配置
し、フランジ７０の下面をソルダーレジスト６７の上面
に当接させる。さらに、ソルダーレジスト６７よりも外
周側において、フランジ７０の下面と接地電極５７との
間に形成された空間に導電性接合部材７３を充填して導
電性キャップ５４を基板５２に接合させる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上面に半導体素子を実装し、前記基板の上面の前記半導体素子を囲む領域に接地
電極を形成し、前記半導体素子を覆うようにして前記基板の上に導電性キャップを重ねて
導電性接合部材により前記導電性キャップの下面全周を前記接地電極に接合させた電子部
品において、
　前記導電性キャップは下面の一部に押し当て部を有し、前記押し当て部よりも外周側に
おいて前記導電性キャップの下面と前記接地電極とを前記導電性接合部材によって接合さ
せたことを特徴とする電子部品。
【請求項２】
　前記接地電極の一部を被覆部材により覆って当該被覆部材で覆われた領域よりも外周側
において前記接地電極の一部を当該被覆部材から露出させ、前記押し当て部を前記被覆部
材の上面に配したことを特徴とする、請求項１に記載の電子部品。
【請求項３】
　前記導電性キャップ下面の前記押し当て部よりも外周側において、前記導電性キャップ
の下面を前記押し当て部よりも上方へ窪ませたことを特徴とする、請求項１に記載の電子
部品。
【請求項４】
　前記押し当て部よりも外周側へ向かうに従って、前記導電性キャップの下面と前記接地
電極との間の隙間が次第に大きくなるようにしたことを特徴とする、請求項１に記載の電
子部品。
【請求項５】
　前記押し当て部を前記接地電極の上面に配したことを特徴とする、請求項３または４に
記載の電子部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子部品に関する。具体的には、センサチップや電子回路等の半導体素子をパ
ッケージ内に納めた電子部品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子を高周波用パッケージに納めた電子部品としては、例えば特許文献１に開示
されたものがある。図１及び図２は特許文献１に開示された電子部品１１の分解斜視図及
び断面図である。この電子部品１１は、基板１２の上面に実装された半導体素子１３の上
方を金属キャップ１４で覆ったものである。基板１２の上面に実装された半導体素子１３
は、ボンディングワイヤ１５によってパッド１６に接続されており、パッド１６はビアホ
ール２２によって裏面の引き出し電極１８に接続されている。基板１２の上面外周部には
、回路領域を囲むようにして環状の接地電極１９が設けられており、接地電極１９はビア
ホール１７によって基板１２の裏面の接地パターン２０につながっている。金属キャップ
１４は導電性樹脂接着剤２１によって接地電極１９に接着され、接地電極１９に機械的に
固定されると共に接地電極１９に電気的に接続される。そして、金属キャップ１４を接続
するための接地電極１９を基板１２の上面に設けることで、引き出し電極１８と金属キャ
ップ１４との間の電気容量Ｃによる回路機能への悪影響を抑制している。
【０００３】
　しかしながら、特許文献１のような構造の電子部品１１では、導電性樹脂接着剤２１が
内側へ流れ出して導電性樹脂接着剤２１によって半導体素子１３を短絡させることがあっ
た。すなわち、基板１２に金属キャップ１４を固定する際には、シリンジから吐出させた
導電性樹脂接着剤２１を接地電極１９に沿って塗布し、接地電極１９と金属キャップ１４
の外周部下面との間に導電性樹脂接着剤２１を挟み込むようにして基板１２の上に金属キ
ャップ１４を重ね、さらに金属キャップ１４を押さえ付けている。そのため、金属キャッ
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プ１４を接地電極１９に押さえ付けたときに導電性樹脂接着剤２１が接地電極１９と金属
キャップ１４との間から押し出され、内側へ流れ出した導電性樹脂接着剤２１が信号入出
力用や給電用のパッド１６に触れる可能性があった。導電性樹脂接着剤２１は接地電極１
９に接触していてグランド電位となっているから、パッド１６に触れると回路を短絡させ
ることになり、解決すべき課題となっていた。
【０００４】
　このような不具合を回避するため、従来においては、半導体素子１３やパッド１６を設
けている領域と接地電極１９との距離に十分な余裕を持たせるようにしている。しかし、
この距離を大きくすると、結局電子部品１１の設置面積（footprint）が大きくなり、電
子部品１１のサイズが大きくなる。反対に、電子部品１１のサイズを小さくすると、導電
性樹脂接着剤２１による短絡が発生しやすくなる。このため、電子部品１１の小型化と短
絡防止とは、トレードオフの関係にあった。
【０００５】
　また、特許文献１のような構造の電子部品１１では、導電性樹脂接着剤２１の厚みばら
つきにより電子部品１１の高さにもばらつきが発生しやすかった。すなわち、金属キャッ
プ１４を導電性樹脂接着剤２１で接着する際に金属キャップ１４を強く押さえると上記の
ように導電性樹脂接着剤２１が内側へ流れ出て短絡を発生させる可能性があるので、金属
キャップ１４の接着時に金属キャップ１４を十分に押圧することができず、そのため導電
性樹脂接着剤２１の厚みにばらつきが生じていた。電子部品１１の高さは、基板１２の厚
みと、金属キャップ１４の高さと、導電性樹脂接着剤２１の厚みとの合計で決まるから、
導電性樹脂接着剤２１の厚みがばらつくと電子部品１１の高さが一定に揃わなくなる。そ
して、導電性樹脂接着剤２１の厚みが大きなものについては電子部品１１を低背化する妨
げとなる。また、厚みが小さすぎるものについては樹脂量不足や気泡の発生により接着強
度の低下を招くという問題があった。
【０００６】
　図３は特許文献２に開示された電子部品３１を示す断面図である。この電子部品３１に
あっては、基板３２の上面に設けられたアイランド部３３に高周波用の半導体素子３４が
実装されており、アイランド部３３はビアホール３５を介して裏面の引き出し電極３６に
接続されている。さらに、半導体素子３４の電極はボンディングワイヤ３７によって基板
３２の上のパッド３８に接続されており、パッド３８はビアホール３９を介して裏面の引
き出し電極４０に接続されている。基板３２の上面外周部には、ダイシングブレードで切
削することによって溝部４１が設けられており、この溝部４１の上に樹脂キャップ４２を
重ねたとき、溝部４１と樹脂キャップ４２との間に樹脂溜まり４３が形成されるようにし
ている。よって、樹脂キャップ４２の下面と溝部４１とを接着樹脂４４で接着するとき、
余分な接着樹脂４４を樹脂溜まり４３で保持し、内部の半導体素子３４側へ流れ出るのを
防いでいる。
【０００７】
　しかしながら、このような構造の電子部品３１では、基板３２をダイシングブレードに
よって機械的に加工して溝部４１を作製しなければならないので、製造コストが高くつく
。また、基板３２の作製後に溝部４１を設けるため、接着部である溝部４１に導電パター
ンを設けることが難しく、金属キャップと基板の導電パターン（接地電極）との導電を伴
う接合には向かない。さらに、溝部４１の機械加工ばらつきにより電子部品３１の高さの
ばらつきも大きくなるという問題があった。
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１３４６３９号公報
【特許文献２】特開２００２－１１０８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記のような技術的課題に鑑みてなされたものであって、その目的とすると
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ころは、基板に設けた接地電極に導電性接合部材で導電性キャップを接合させることによ
って半導体素子のパッケージを構成した電子部品において、安価な手段によって導電性接
着樹脂が内部に流れ出るのを防ぐことができ、さらに高さのばらつきを小さくすることの
できる電子部品を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の電子部品は、基板の上面に半導体素子を実装し、前記基板の上面の前記半導体
素子を囲む領域に接地電極を形成し、前記半導体素子を覆うようにして前記基板の上に導
電性キャップを重ねて導電性接合部材により前記導電性キャップの下面全周を前記接地電
極に接合させた電子部品において、前記導電性キャップは下面の一部に押し当て部を有し
、前記押し当て部よりも外周側において前記導電性キャップの下面と前記接地電極とを前
記導電性接合部材によって接合させたことを特徴としている。
【００１１】
　本発明の電子部品にあっては、基板の上面に実装した半導体素子を基板と導電性キャッ
プからなるパッケージにより覆って導電性キャップを接地電極に導通させているので、内
部の半導体素子を外部の高周波ノイズから遮蔽することができる。また、導電性キャップ
の下面の一部に押し当て部を設け、この押し当て部よりも外周側において導電性キャップ
の下面と接地電極とを導電性接合部材によって接合させているので、導電性キャップの下
面と接地電極との間の導電性接合部材は導電性キャップの押し当て部で止められ、それよ
りも内側まで流れ込むことがなく、あるいは押し当て部を超えて導電性接合部材が内側ま
で浸入したとしても、少量となるように抑制される。よって、導電性接合部材が接地電極
よりも内側に浸入して内部の回路を短絡させることを防止できる。また、導電性キャップ
を基板に対して十分に押し付けることができるので、電子部品の高さはほぼ基板の厚みと
導電性キャップの高さとの和で決まり、電子部品の高さばらつきを低減させることができ
る。
【００１２】
　本発明の電子部品のある実施態様は、前記接地電極の一部をソルダーレジストやシルク
パターン等の被覆部材により覆って当該被覆部材で覆われた領域よりも外周側において前
記接地電極の一部を当該被覆部材から露出させ、前記押し当て部を前記被覆部材の上面に
配したことを特徴としている。かかる実施態様によれば、導電性キャップ下面と接地電極
との間の導電性接合部材の厚みを、押し当て部を接地電極の上面に配する場合よりも被覆
部材の厚み分だけ厚くすることができ、導電性キャップをより確実かつ強固に接地電極に
接合させることができる。
【００１３】
　本発明の電子部品の別な実施態様は、前記導電性キャップ下面の前記押し当て部よりも
外周側において、前記導電性キャップの下面を前記押し当て部よりも上方へ窪ませたこと
を特徴としている。かかる実施態様によれば、導電性キャップ下面と接地電極との間の導
電性接合部材の厚みを、導電性キャップ下面が窪んでいる分だけ厚くすることができ、導
電性キャップをより確実かつ強固に接地電極に接合させることができる。
【００１４】
　本発明の電子部品のさらに別な実施態様は、前記押し当て部よりも外周側へ向かうに従
って、前記導電性キャップの下面と前記接地電極との間の隙間が次第に大きくなるように
したことを特徴としている。かかる実施態様によれば、導電性キャップ下面と接地電極と
の間の導電性接合部材の厚みを、導電性キャップ下面と接地電極の間の隙間が次第に大き
くなっている分だけ厚くすることができ、導電性キャップをより確実かつ強固に接地電極
に接合させることができる。
【００１５】
　また、これら実施態様においては、前記押し当て部を前記接地電極の上面に配してあっ
てもよい。前記実施態様においては、導電性キャップの下面が窪んでいたり、導電性キャ
ップ下面と接地電極の間の隙間が次第に大きくなっていたりするので、押し当て部を接地
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電極の上面に配している場合であっても、導電性キャップ下面と接地電極との間に導電性
接合部材を保持させるための空間を得ることができる。
【００１６】
　なお、本発明における前記課題を解決するための手段は、以上説明した構成要素を適宜
組み合せた特徴を有するものであり、本発明はかかる構成要素の組合せによる多くのバリ
エーションを可能とするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１８】
（第１の実施形態）
　図４は本発明の実施形態１による電子部品の構造を示す断面図、図５は図４のＸ部拡大
図である。また、図６は基板の上面図、図７はソルダーレジスト（被覆部材）を除いた状
態の基板の上面図、図８は基板の下面図である。ここに示す電子部品５１は、基板５２の
上面に半導体素子５３を実装し、基板５２と導電性キャップ５４からなるパッケージ（フ
ァラデーケージ）内に半導体素子５３を納めたものである。
【００１９】
　基板５２はプリント基板によって構成されており、図７に示すように、基板５２の上面
には、絶縁板５２ａの上面に貼られたＣｕ等の金属薄膜をパターニングすることにより、
アイランド部５５、パッド５６、接地電極５７が形成されている。接地電極５７は、基板
５２の外周部において、アイランド部５５やパッド５６を囲むように形成されており、パ
ッド５６はアイランド部５５の近傍に配置されている。また、接地電極５７内の領域のう
ち、アイランド部５５やパッド５６の無い領域には、表面側接地パターン５８が形成され
ている。これらのアイランド部５５、パッド５６、接地電極５７、表面側接地パターン５
８は、溝６１、６２、６３によって互いに分離されている。
【００２０】
　図６に示すように、アイランド部５５の外周部を除く領域は、金属薄膜の表面を保護す
るためのソルダーレジスト６７によって覆われている。表面側接地パターン５８の表面も
ソルダーレジスト６７によって覆われている。さらに、接地電極５７の内周部から溝６３
内の絶縁板５２ａが露出した部分にかかる領域にもソルダーレジスト６７が形成されてい
る。例えば、幅０.２５ｍｍの接地電極５７に対しては、接地電極５７の内周部の幅０.１
０ｍｍの範囲をソルダーレジスト６７により覆っている。これらのソルダーレジスト６７
は、溶融状態のソルダーレジストをスクリーン印刷することによって基板５２の表面に均
一な厚みに塗布した後、加熱することによって硬化させてある。なお、実施形態において
は被覆部材としてソルダーレジストを用いているが、これ以外にもシルクパターンなどを
用いてもよい。
【００２１】
　また、図８に示すように、基板５２の下面には、絶縁板５２ａの下面に貼られたＣｕ等
の金属薄膜をパターニングすることにより、引き出し電極５９と裏面側接地パターン６０
とが形成されている。この引き出し電極５９と裏面側接地パターン６０は、溝６４によっ
て互いに分離されている。これらの引き出し電極５９や裏面側接地パターン６０は、電子
部品５１を実装するための基板（例えば携帯電話用のマザーボード）にハンダ実装するた
めのパターンである。
【００２２】
　図４に示すように、絶縁板５２ａには表裏に貫通するようにビアホールが設けられてお
り、パッド５６はビアホール６５によって引き出し電極５９に電気的に接続されており、
アイランド部５５及び接地電極５７はビアホール６６によって裏面側接地パターン６０に
接続されている。なお、表面側接地パターン５８は、同じくビアホールによって裏面側接
地パターン６０に接続されていてもよく、あるいは電気的にグランドから浮いていてもよ
く、あるいは無くてもよい。もっとも、表裏の金属薄膜の面積をほぼ等しくすることによ
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り基板５２の反りを防ぐことができるので、表面側接地パターン５８を設けてあることが
望ましい。
【００２３】
　半導体素子５３は、各種センシング用のセンサチップ、ＬＳＩ、ＡＳＩＣなどの素子で
あって、ダイボンド樹脂６８によってアイランド部５５及びその上面のソルダーレジスト
６７の上に接着固定されている。ダイボンド樹脂６８としてはシリコーン、エポキシ等の
接着樹脂が用いられており、ダイボンド樹脂６８は外部環境からの余分な力を遮断してい
る。半導体素子５３の端子とパッド５６とはボンディングワイヤ６９によって結線されて
おり、よって半導体素子５３の端子は下面の引き出し電極５９に導通している。なお、基
板５２の上面には、複数個の半導体素子が実装されていてもよく、また他の電気電子部品
も実装されていてもよい。さらに、金属薄膜のパターンは、実装される半導体素子や電気
電子部品などの形態に応じて適宜自由に設計しうる。
【００２４】
　導電性キャップ５４は、比抵抗の小さな金属材料によってキャップ状に形成されており
、下面には半導体素子５３等を収容するための空間が形成されている。導電性キャップ５
４の下端部全周には略水平に延びたフランジ７０が形成されている。フランジ７０の下面
の先端側には全周にわたって凹部７１を設けてあり、フランジ７０の下面において凹部７
１の奥（導電性キャップ５４の内部側）には全周にわたって凸部状の押し当て部７２が形
成されている。
【００２５】
　この導電性キャップ５４は金属板をプレス加工することによって作製されており、凹部
７１もプレス加工時に同時に形成されている。よって、切削加工によって凹部７１を形成
する場合に比べれば、安価に、かつ小さな寸法ばらつきで凹部７１を形成することができ
る。
【００２６】
　導電性キャップ５４は半導体素子５３等を覆うようにして基板５２の上に載置され、フ
ランジ７０下面の押し当て部７２が全周にわたって接地電極５７の上のソルダーレジスト
６７に当接している。そして、フランジ７０の凹部７１と接地電極５７及びソルダーレジ
スト６７との間の空間に導電性接合部材７３を充填させてあり、導電性キャップ５４は導
電性接合部材７３によって接地電極５７に接合固定されると共に、導電性接合部材７３の
導電性によって接地電極５７に電気的に接続されて下面の裏面側接地パターン６０と同電
位（グランド電位）となる。導電性接合部材７３としては、導電性エポキシ樹脂（例えば
、銀フィラーを含有したエポキシ樹脂）やはんだ等の材料を用いる。
【００２７】
　しかして、このような電子部品５１によれば、グランドに接続される導電性キャップ５
４とグランドに接続される裏面側接地パターン６０を有する基板５２によってファラデー
ケージが構成されるので、外部からの高周波ノイズを遮断することができ、半導体素子５
３の外部ノイズによる影響を低減することができる。また、パッケージは、収容する半導
体素子５３の種類に応じて密閉構造となっていてもよく、密閉構造でなくてもよい。例え
ば、耐湿性、耐薬品性を必要とする場合には、パッケージは気密性を持たせることが望ま
しい。あるいは、外部からのゴミ、光などを遮断すればよい場合には、パッケージで半導
体素子５３等を覆ってあればよく、必ずしも気密性まで要求されない。あるいは、半導体
素子５３として音響センサなどが実装されている場合には、導電性キャップ５４の頂部な
どに音響振動を通過させるための孔があいていてもよい。
【００２８】
　導電性接合部材７３にはボイド等でパッケージの外側と内側がつながる程度の孔が発生
することがある。しかし、この実施形態のように導電性キャップ５４と基板５２が直接接
触しており、しかもその外周側にしっかりとした接合部材溜まり（フィレット）が形成さ
れていると、導電性キャップ５４と基板５２との接合部分における通気を遮断することが
できる。よって、パッケージに気密性を持たせたい場合には、その気密性を向上させるこ
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とができる。
【００２９】
　また、この電子部品５１では、図５に示すように、フランジ７０の下面の押し当て部７
２がソルダーレジスト６７に当接して押し当て部７２及びソルダーレジスト６７が導電性
接合部材７３の内側で壁となるので、導電性キャップ５４を接合する際に溶融状態の導電
性接合部材７３が内部へ流れ込むのを阻止することができ、内部に流れ込んだ導電性接合
部材７３がパッド５６などの回路部分に触れて短絡を起こすのを防止できる。さらに、導
電性接合部材７３を充填する空間の厚みは、ソルダーレジスト６７の厚さと凹部７１の高
さの和となるので、導電性接合部材７３の厚みを稼ぐことができ、十分な量の導電性接合
部材７３で接合を行えるとともに気泡の発生を防ぐことができ導電性キャップ５４を基板
５２に強固に接合させることができる。さらに、フランジ７０の押し当て部７２が直接ソ
ルダーレジスト６７の上面に当接しているので、電子部品５１の高さは導電性接合部材７
３の厚みに関係なく基板５２の厚みと導電性キャップ５４の高さによって決まり、しかも
、ソルダーレジスト６７の厚みはスクリーン印刷時のスクリーン厚により精度を出すこと
ができるので、電子部品５１の高さ寸法のばらつきを低減し、電子部品５１の高さ精度を
得ることができる。
【００３０】
　接地電極５７の一部をソルダーレジスト６７から露出させているのは、導電性接合部材
７３によって接地電極５７と導電性キャップ５４とを電気的に導通させるためである。ま
た、導電性接合部材７３はソルダーレジスト６７に対しては濡れ角が小さいので、接地電
極５７の外側の端までソルダーレジスト６７で覆っていると、導電性接合部材７３が導電
性接合部材７３の外周側へ流れ出る恐れがある。導電性接合部材７３は、ソルダーレジス
ト６７よりも接地電極５７（無機材料）に対して濡れ角が大きいので、この実施形態のよ
うに接地電極５７の外周側をソルダーレジスト６７から露出させていると、導電性接合部
材７３が接地電極５７の外周側へ漏れにくくなる。
【００３１】
　図９は、基板５２に導電性キャップ５４を接合させて電子部品５１を組み立てる手順を
説明するための断面図である。図９（ａ）に一部を示すスタンパ７４（転写ピン）は、接
地電極５７の形状に合わせて環状ないし筒状に形成されたものである。導電性接合部材７
３は、図９（ａ）のようにスタンパ７４の下面に塗布された後、接地電極５７のソルダー
レジスト６７で覆われていない領域にスタンパ７４を押し付けることによって当該領域に
転写される。ついで、フランジ７０を接地電極５７に位置合わせした状態で導電性キャッ
プ５４を基板５２に重ね、図９（ｂ）のように凹部７１で導電性接合部材７３を押さえ、
図９（ｃ）のように押し当て部７２をソルダーレジスト６７の上面に当接させる。このと
き、導電性接合部材７３はフランジ７０で押さえられて凹部７１と接地電極５７との間の
空間に広がるが、当該空間の内側の端は押し当て部７２とソルダーレジスト６７によって
形成された壁で塞がれているので、導電性接合部材７３が導電性キャップ５４の内側へ流
れ込むことがない。
【００３２】
　なお、導電性接合部材７３は、シリンジなどによって接地電極５７に沿って塗布するよ
うにしてもよい。
【００３３】
（第１の実施形態の変形例）
　図１０は、実施形態１の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。この変形例
では、引き出し電極５９を覆うソルダーレジスト６７を除いてあり、フランジ７０の押し
当て部７２を引き出し電極５９の表面に当接させている。このような形態では、フランジ
７０と引き出し電極５９の間に充填された導電性接合部材７３の厚みは、凹部７１の高さ
と等しくなり、実施形態１の場合よりもやや薄くなる。また、フランジ７０と引き出し電
極５９の間に充填された導電性接合部材７３は、その内側に位置する押し当て部７２が壁
となるので、導電性キャップ５４の内側へ流れ込むことがない。
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【００３４】
　なお、実施形態１においては、引き出し電極５９のソルダーレジスト６７から露出して
いる面をＡｕメッキ等のメッキ層で覆っておいてもよい。変形例においても、引き出し電
極５９の表面をＡｕメッキ等のメッキ層で覆っておいてもよい。
【００３５】
（第２の実施形態）
　図１１は、本発明の実施形態２による電子部品の構造を示す断面図である。また、図１
２は、図１１のＹ部拡大図である。実施形態２の電子部品８１と実施形態１の電子部品５
１との違いは、実施形態２の電子部品８１では、導電性キャップ５４のフランジ７０に凹
部７１が設けられておらず、押し当て部７２が平坦になっている点だけである。
【００３６】
　実施形態２の電子部品８１では、フランジ７０下面の屈曲部近傍が押し当て部７２とな
っており、この押し当て部７２をソルダーレジスト６７の上面に当接させてあり、フラン
ジ７０と接地電極５７との間に挟みこまれた導電性接合部材７３によって導電性キャップ
５４を接地電極５７に接合すると共に電気的に接続している。
【００３７】
　よって、この構成では導電性接合部材７３の厚みは、ソルダーレジスト６７とほぼ同じ
程度の厚み（およそ２０μｍ程度）となり、実施形態１の場合よりもやや薄くなる。しか
し、この場合もソルダーレジスト６７よりも内側では、ソルダーレジスト６７の端面が壁
となってソルダーレジスト６７が導電性キャップ５４の内部へ流れ込むのを防止している
ので、内部に流れ込んだ導電性接合部材７３によって短絡が起きる恐れがない。また、こ
の場合も、フランジ７０がソルダーレジスト６７に当接していて、電子部品８１の高さは
導電性接合部材７３の厚みに関係なく基板５２の厚みと導電性キャップ５４の高さによっ
て決まるので、電子部品８１の高さばらつきを低減させることができる。
【００３８】
　なお、導電性キャップ５４の接合の仕方によっては、フランジ７０の一部または全周に
おいて、図１３に示すように導電性接合部材７３が毛細管現象などで押し当て部７２とソ
ルダーレジスト６７との間に浸入することがある。この場合には、厳密な意味では押し当
て部７２はソルダーレジスト６７に当接していない。しかし、導電性接合部材７３は押し
当て部７２よりも外側に塗布されており、しかも押し当て部７２はソルダーレジスト６７
に十分強く押し付けられるので、導電性接合部材７３が押し当て部７２とソルダーレジス
ト６７との間に浸入したとしても、その膜厚は非常に薄くて導電性接合部材７３は表面張
力によって押し当て部７２とソルダーレジスト６７との間に保持されるので、内側へ流れ
込んで半導体素子５３等を短絡させる恐れはほとんどない。また、導電性接合部材７３が
押し当て部７２とソルダーレジスト６７との間に浸入したとしても導電性接合部材７３が
短絡を引き起こす恐れがないので、導電性キャップ５４を十分に強く基板５２に押し付け
ることができ、浸入した導電性接合部材７３の膜厚を十分に薄くできる。そのため、実質
的には押し当て部７２がソルダーレジスト６７に当接していると言うことができ、この場
合にも電子部品５１の高さのバラツキを小さくすることができる。（これらの点について
は、実施形態１等の他の実施形態ついても同様である。）
【００３９】
（第２の実施形態の変形例）
　図１４は、実施形態２の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。この変形例
では、接地電極５７の表面のうちソルダーレジスト６７から露出している領域をＡｕメッ
キ等の不銹性の金属からなるメッキ層８２によって覆い、接地電極５７を保護している。
【００４０】
（第３の実施形態）
　図１５は、本発明の実施形態３による電子部品の構造を示す断面図である。この電子部
品においては、フランジ７０の先端（外周端縁）を斜め上方へ向けて傾斜もしくは湾曲さ
せ（１点鎖線はフランジ７０の下面を延長した線分である。）、フランジ７０基部の押し
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当て部７２をソルダーレジスト６７の上面に当接させている。よって、フランジ７０の下
面と接地電極５７の上のメッキ層８２との間の空間の厚みをソルダーレジスト６７の厚み
よりも大きくすることができる。その結果、導電性接合部材７３の厚みを大きくでき、導
電性キャップ５４の接合強度を高めることができる。
【００４１】
　なお、この実施形態においても、接地電極５７を覆っているソルダーレジスト６７を無
くしても差し支えない。フランジ７０が傾斜もしくは湾曲しているので、フランジ７０基
部の押し当て部７２を直接接地電極５７に当接させても、フランジ７０の外周部と接地電
極５７との間に空間（隙間）が生じ、この空間に導電性接合部材７３を充填させて導電性
キャップ５４を基板５２に接合させることができるからである。
【００４２】
（第４の実施形態）
　図１６は、本発明の実施形態４による電子部品の構造を示す断面図である。この実施形
態においては、フランジ７０に凹部７１と押し当て部７２を形成された導電性キャップ５
４を用いている。そして、導電性キャップ５４の押し当て部７２を、接地電極５７よりも
内側において絶縁板５２ａの表面に当接させている。当接部分よりも外周側においては、
接地電極５７を覆うように塗布された導電性接合部材７３によって凹部７１の内面と基板
５２とを接合させている。
【００４３】
（第４の実施形態の変形例）
　図１７は、実施形態４の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。この変形例
においては、接地電極５７の内周側において接地電極５７から離して絶縁板５２ａの上面
にソルダーレジスト６７を形成してある。このソルダーレジスト６７は、接地電極５７と
平行となるようにして環状に形成されている。そして、フランジ７０の基部の押し当て部
７２をソルダーレジスト６７の上面に当接させ、ソルダーレジスト６７の外周側において
、接地電極５７を覆うように塗布された導電性接合部材７３によって押し当て部７２と基
板５２とを接合させている。
【００４４】
（第５の実施形態）
　図１８は、本発明の実施形態５による電子部品の構造を示す断面図である。この実施形
態の電子部品９１においては、樹脂（例えば、液晶ポリマー）を用いてキャップ形状に成
形された樹脂モールド品のキャップ本体９２の表面全体（外面及び内面）を導電膜９３（
例えば、１層または複数層のメッキ膜）で被覆して導電性キャップ５４を構成している。
【００４５】
　また、図示しないが、導電膜９３はキャップ本体９２の全面にわたってキャップ本体９
２の内部に設けられていてもよい。この場合には、導電膜９３の一部をフランジ７０の下
面に露出させておいて接地電極５７と導通させられるようにしておけばよい。
【００４６】
（第６の実施形態）
　図１９は、本発明の実施形態６による電子部品の構造を示す断面図である。図２０は、
半導体素子５３を実装された基板５２を示す上面図、図２１はソルダーレジスト６７を形
成する前の基板５２を示す上面図である。この実施形態の電子部品１０１に用いる基板５
２では、図２１に示すように、アイランド部５５と表面側接地パターン５８と接地電極５
７を一体に形成している。すなわち、実施形態１における溝６１、６３を無くしている。
この結果、パッド５６だけが溝６２によって分離されている。これに伴って、ソルダーレ
ジスト６７も、図２０に示すように、接地電極５７の外周部（導電性接合部材７３を塗布
する領域）とパッド５６を除く金属薄膜領域の全体に形成している。
【００４７】
（第７の実施形態）
　図２２は、本発明の実施形態７による電子部品の構造を示す部分断面図である。この実
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施形態では、導電性キャップ５４の下端部を外周側に向けてやや屈曲または湾曲させて曲
げ部１０２を設けてあり、曲げ部１０２の先端部下面を押し当て部７２としている。この
実施形態では水平なフランジ７０が存在せず、押し当て部７２の外周側には十分に長い領
域が存在していないが、この場合でも、図２２に示すように、押し当て部７２よりも外周
側の曲げ部１０２先端面と接地電極５７との間に導電性接合部材７３を保持させて導電性
キャップ５４を接地電極５７に接合させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は、特許文献１に開示された電子部品の分解斜視図である。
【図２】図２は、同上の電子部品の断面図である。
【図３】図３は、特許文献２に開示された電子部品の断面図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態１による電子部品の構造を示す断面図である。
【図５】図５は、図４のＸ部拡大図である。
【図６】図６は、電子部品の基板を示す上面図である。
【図７】図７は、同上の基板からソルダーレジストを除いた状態の上面図である。
【図８】図８は、電子部品の基板の下面図である。
【図９】図９は、導電性接着樹脂の塗布方法を説明するための断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態１の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態２による電子部品の構造を示す断面図である。
【図１２】図１２は、図１１のＹ部拡大図である。
【図１３】図１３は、実施形態２の電子部品の異なる組立状態を示す部分断面図である。
【図１４】図１４は、実施形態２の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施形態３による電子部品の構造を示す断面図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施形態４による電子部品の構造を示す断面図である。
【図１７】図１７は、実施形態４の変形例による電子部品の一部を示す断面図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態５による電子部品の構造を示す断面図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施形態６による電子部品の構造を示す断面図である。
【図２０】図２０は、実施形態６の電子部品の基板を示す上面図である。
【図２１】図２１は、同上の基板からソルダーレジストを除いた状態の上面図である。
【図２２】図２２は、本発明の実施形態７による電子部品の構造を示す部分断面図である
。
【符号の説明】
【００４９】
　５１　　　電子部品
　５２　　　基板
　５３　　　半導体素子
　５４　　　導電性キャップ
　５５　　　アイランド部
　５７　　　接地電極
　５９　　　引き出し電極
　６７　　　ソルダーレジスト
　６８　　　ダイボンド樹脂
　６９　　　ボンディングワイヤ
　７０　　　フランジ
　７１　　　凹部
　７２　　　押し当て部
　７３　　　導電性接合部材
　８１　　　電子部品
　８２　　　メッキ層
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】
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