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(57)【要約】
【課題】配線基板の各層と電子部品との位置精度を向上
させることにより、小型化を可能とし、さらに、一括で
半導体素子、キャパシタ、抵抗体、及びインダクタ等の
電子部品を配線基板内に内蔵させることより、製造時間
及びコストを低減させる。
【解決手段】半導体素子、キャパシタ、抵抗、及びイン
ダクタ等の電子部品が内蔵される配線基板において、各
層の積層の際に、電子部品が実装されているフィルムキ
ャリアのスプロケットホール等により位置合せを行うこ
とで、配線基板の各層と電子部品との位置精度を向上さ
せることにより、また、技術的に確立されたＩＬＢ接続
技術を用いることにより、半導体素子の狭ピッチ化への
対応、接続の信頼性確保、さらには、上層に最短距離で
配線を引き出しが可能となり、小型化を実現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の電子部品が搭載される配線基板であって、少なくとも一種類の電子部品が実
装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが複数のモジュールを含む帯状で配置
される層を少なくとも１層有することを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記位置決め用の孔が搬送孔兼用のスプロケットホールであることを特徴とする請求項
１記載の配線基板。
【請求項３】
　前記複数種類の電子部品は、半導体素子、キャパシタ、抵抗体、及びインダクタの少な
くとも一種類を含むことを特徴とする請求項１記載の配線基板。
【請求項４】
　前記電子部品の少なくとも一種類がフィルムキャリアの製造工程内で作り込まれている
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の配線基板。
【請求項５】
　前記フィルムキャリアと電子部品とを電気的に接続するためのバンプがフィルムキャリ
アに形成されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の配線基板。
【請求項６】
　前記フィルムキャリアと電子部品とを電気的に接続するためのバンプが電子部品に形成
されていることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の配線基板。
【請求項７】
　前記フィルムキャリアと電子部品を電気的に接続するためのリードが１つの接続に対し
て２つ以上フィルムキャリアに形成されていることを特徴とする請求項６記載の配線基板
。
【請求項８】
　前記フィルムキャリアと電子部品を電気的に接続するためのバンプが１つの接続に対し
て２つ以上電子部品に形成されていることを特徴とする請求項７記載の配線基板。
【請求項９】
　複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、
　位置決め用の孔が設けられた長尺フィルムキャリアを作製する工程と、
　前記長尺フィルムキャリアに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、
　前記電子部品がＴＡＢ実装された長尺フィルムキャリアの両面にプリプレグを介して配
線用の金属箔を張り合わせる工程とを有し、
　少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが
複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配線基板を形成する
、
　ことを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記長尺フィルムキャリアを複数並べた状態で、並列に前記プリプレグを介して金属箔
を張り合わせる工程を含むことを特徴とする請求項９記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、
　長尺金属板の両面に、ポジ型フォトレジストをロールコートし、露光現像を行うフォト
リソグラフィ法、及び金属を腐食させるエッチング法により、前記電子部品が実装される
部分だけのリードと位置決め用の孔が設けられた長尺フィルムキャリアを作製する工程と
、
　前記長尺フィルムキャリアに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、
　前記電子部品がＴＡＢ実装された長尺フィルムキャリアの実装側にプリプレグを介して
基板を張り合わせる工程とを有し、
　少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが
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複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配線基板を形成する
、
　ことを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、
　第１面に金属箔を張り付けた樹脂基板よりなるフィルムキャリアの第２面に接着剤を塗
布する工程と、
　前記フィルムキャリアの所望の位置に電子部品が実装される開口部、及び位置決め用の
孔を形成する工程と、
　前記フィルムキャリアの第２面に接着剤を介して金属箔を接着する工程と、
　前記フィルムキャリアの金属箔を用いて配線を形成する工程と、
　前記フィルムキャリアに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、
　前記フィルムキャリアに上層膜の積層を行う工程とを有し、
　少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが
複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配線基板を形成する
、
　ことを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記位置決め用の孔が搬送孔兼用のスプロケットホールであることを特徴とする請求項
９～１２のいずれか１項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記複数種類の電子部品は、半導体素子、キャパシタ、抵抗体、及びインダクタの少な
くとも一種類を含むことを特徴とする請求項９～１２のいずれか１項記載の配線基板の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種電子機器の配線基板の製造方法に係わり、さらに詳しくは半導体素子、
キャパシタ、抵抗、インダクタ等の電子部品が内蔵される配線基板において、配線基板の
各層と内蔵電子部品との位置精度を向上させることにより小型化を可能とし、さらに、製
造時間及びコストを低減させることのできる配線基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の配線基板については、以下に示す第１～第３の従来例が知られている。
　まず、第１の従来例は、例えば図９に示すように、配線基板内の電極５上に半導体素子
１、キャパシタ（図示せず）、抵抗３、及びインダクタ（図示せず）等の電子部品を一つ
ずつ実装した例である（例えば特許文献１参照）。
　この配線基板は、複数層の絶縁樹脂１７を重ね合わせて基板本体が成形され、下側の絶
縁樹脂１７上に電極５が形成されている。そして、半導体素子１の場合は、半導体素子の
電極５（図示せず）上に金等のバンプ６を形成し、非導電性接着剤（NCF（Non-conductiv
e Film））２３等を介して、フェイスダウン方式により、基板上の金めっき等が施された
電極５に実装されている。また、その他の部品は、基板（絶縁樹脂１７）上の半田２７等
が施された電極５に実装されている。そして、このような電子部品上に上層の絶縁樹脂１
７が積層される。また、このような配線基板の上下両面に配線１４が設けられている。
【０００３】
　また、第２の従来例は、例えば図１０に示すように、配線基板上に半導体素子１、キャ
パシタ（図示せず）、抵抗３、及びインダクタ（図示せず）等の電子部品が一つずつ接地
され、直接、電子部品の電極５と上層配線１４とが最短で接続された例である（例えば特
許文献２参照）。
　この配線基板においては、半導体素子１の場合は、電極５上に金等のバンプ６を形成し
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、フェイスアップ方式で基板（絶縁樹脂１７）上のダイパッド２４上に銀ペーストを介し
て接地し、その他の電子部品は、絶縁樹脂１７上に絶縁接着剤を介して接地し、上層の絶
縁樹脂１７を積層した後、炭酸ガスレーザー等でバンプ６及び電極５上に穴を開け、無電
解めっきや電解めっきにて上層との接続を行う。なお、その他は図９に示す構成と同様で
あり、共通する部材には同一符号を付して説明は省略する。
【０００４】
　また、第３の従来例は、例えば図１１、図１２に示すように、フィルムキャリア４に半
導体素子１のみが実装されたパッケージを一つずつ配線基板内に埋め込んだ例である（例
えば特許文献３参照）。
　以下、この第３の従来例の製造工程を順次説明する。まず、パッケージはＴＣＰ（図１
１（ａ））と呼ばれ、ＴＡＢ（フィルムキャリヤ）の実装方式を採用したパッケージであ
り、リードピッチの縮小化、パッケージの薄型化小型化に適している。
　代表的な製造方法としては、長尺の樹脂フィルム２６にシート状接着剤（図示せず）を
貼り合わせた後、金型等でパンチングし、所定の開口部２６Ａを設ける。
　次に、シート状接着剤を介して樹脂フィルム２６に銅箔１３を貼りあわせ、フォトリソ
グラフィ及びエッチングプロセスを用いて、樹脂フィルム２６の開口部２６Ａにリード１
７が張り出した銅配線１４を形成する。なお、この一連のプロセスは樹脂フィルム２６の
両端に形成されたスプロケットホール１２と呼ばれる穴で位置合わせ及び搬送が行われる
（図１２参照）。
　次いで、例えば錫めっきが施されたリード７と半導体素子１（半導体チップ）の電極５
上に形成されたバンプ６（例えば金バンプ）とを所定の治具でボンディングする。
　次に、ポッティング樹脂１０により半導体素子１（半導体チップ）及び所望周辺部を樹
脂封止し、所定の金型等でパンチングし、ＴＣＰ（図１１（ａ））を作製する。
　そして、この従来例は、パッケージを配線基板に内蔵する形態であり、ＴＣＰが接着剤
を介して基板（絶縁樹脂１７）の開口部に接地され、アウターリード２５といわれる外へ
張り出したリードがＡＣＦといわれる異方性導電フィルム（図示せず）を介して基板上の
配線１４に接続される（図１１（ｂ）参照）。
【特許文献１】特開平６－４５７６３号公報
【特許文献２】特開２００２－１８５１４５号公報
【特許文献３】特開２００２－９２３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記第１の従来例の場合、電子部品の周辺に配線１４を引き出し、上層
の回路へ接続するため、配線基板の小型化が不可能となり、また、特に半導体素子１の場
合は、半導体素子１上の電極５も狭ピッチ化が進んでいるため、従来の配線基板上の配線
技術では、それに対応する配線の形成が困難であるといった問題があった。また、電子部
品の種類毎に、基板上の電極の表面処理を変える必要があり、コスト高といった問題があ
った。
　また、第２の従来例の場合、配線基板上へ接着剤等を介して電子部品を接着するため、
配線基板の回路パターンと電子部品の位置精度が悪くなり、特に、半導体素子の場合は、
上層回路パターンを形成する際、上層回路パターンと電子部品の電極位置ズレが発生する
と、狭ピッチなため接続不良が発生するといった問題があった。
　また、第３の従来例の場合、第２の従来例の問題を解決する方法の一つではあるが、電
子部品の外周での接続となるため、第１の従来例の問題を解決できないといった問題があ
った。また、さらには、半導体素子とそれ以外の電子部品の実装方法が異なるため、コス
ト高といった問題があった。
　また、第１、２及び３の従来例とも、一つずつ電子部品を配線基板内に内蔵するため、
製造時間が長く、コストが高いといた問題があった。
【０００６】
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　そこで本発明の目的は、配線基板の各層と電子部品との位置精度を向上させることによ
り、小型化を可能とし、さらに、一括で半導体素子、キャパシタ、抵抗体、及びインダク
タ等の電子部品を配線基板内に内蔵させることより、製造時間及びコストを低減させるこ
とのできる配線基板及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するため、本発明の配線基板は、複数種類の電子部品が搭載される配
線基板であって、少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィ
ルムキャリアが複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有すること
を特徴とする。また、前記位置決め用の孔が搬送孔兼用のスプロケットホールであること
を特徴とする。また、前記複数種類の電子部品は、半導体素子、キャパシタ、抵抗体、及
びインダクタの少なくとも一種類を含むことを特徴とする。
　また、前記電子部品の少なくとも一種類がフィルムキャリアの製造工程内で作り込まれ
ていることを特徴とする。また、前記フィルムキャリアと電子部品とを電気的に接続する
ためのバンプがフィルムキャリアに形成されていることを特徴とする。また、前記フィル
ムキャリアと電子部品とを電気的に接続するためのバンプが電子部品に形成されているこ
とを特徴とする。また、前記フィルムキャリアと電子部品を電気的に接続するためのリー
ドが１つの接続に対して２つ以上フィルムキャリアに形成されていることを特徴とする。
また、前記フィルムキャリアと電子部品を電気的に接続するためのバンプが１つの接続に
対して２つ以上電子部品に形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、位置決
め用の孔が設けられた長尺フィルムキャリアを作製する工程と、前記長尺フィルムキャリ
アに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、前記電子部品がＴＡＢ実装された長尺フィルムキ
ャリアの両面にプリプレグを介して配線用の金属箔を張り合わせる工程とを有し、少なく
とも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが複数のモ
ジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配線基板を形成することを特
徴とする。また、前記長尺フィルムキャリアを複数並べた状態で、並列に前記プリプレグ
を介して金属箔を張り合わせる工程を含むことを特徴とする。
【０００９】
　また本発明は、複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、長尺金
属板の両面に、ポジ型フォトレジストをロールコートし、露光現像を行うフォトリソグラ
フィ法、及び金属を腐食させるエッチング法により、前記電子部品が実装される部分だけ
のリードと位置決め用の孔が設けられた長尺フィルムキャリアを作製する工程と、前記長
尺フィルムキャリアに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、前記電子部品がＴＡＢ実装され
た長尺フィルムキャリアの実装側にプリプレグを介して基板を張り合わせる工程とを有し
、少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフィルムキャリアが
複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配線基板を形成する
ことを特徴とする。
【００１０】
　また本発明は、複数種類の電子部品が搭載される配線基板の製造方法であって、第１面
に金属箔を張り付けた樹脂基板よりなるフィルムキャリアの第２面に接着剤を塗布する工
程と、前記フィルムキャリアの所望の位置に電子部品が実装される開口部、及び位置決め
用の孔を形成する工程と、前記フィルムキャリアの第２面に接着剤を介して金属箔を接着
する工程と、前記フィルムキャリアの金属箔を用いて配線を形成する工程と、前記フィル
ムキャリアに電子部品をＴＡＢ実装する工程と、前記フィルムキャリアに上層膜の積層を
行う工程とを有し、少なくとも一種類の電子部品が実装され、位置決め用の孔を有するフ
ィルムキャリアが複数のモジュールを含む帯状で配置される層を少なくとも１層有する配
線基板を形成することを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の配線基板及びその製造方法によれば、半導体素子、キャパシタ、抵抗、及びイ
ンダクタ等の電子部品が内蔵される配線基板において、各層の積層の際に、電子部品が実
装されているフィルムキャリアのスプロケットホール等により位置合せを行うことで、配
線基板の各層と電子部品との位置精度を向上させることにより、また、技術的に確立され
たＩＬＢ接続技術を用いることにより、半導体素子の狭ピッチ化への対応、接続の信頼性
確保、さらには、上層に最短距離で配線を引き出しが可能となり、小型化を実現すること
ができる効果がある。さらに、一括で半導体素子、キャパシタ、抵抗、及びインダクタ等
の電子部品を配線基板内に内蔵させることより、製造時間及びコストを低減させることが
可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
　図１～図８は本発明の実施の形態による配線基板の各具体例を示す断面図及び平面図で
ある。
　本実施の形態による配線基板は、まず、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗３、及びイ
ンダクタ等の少なくとも一種類がフィルムキャリア４（図１（ａ）参照）に実装されてお
り、そのフィルムキャリアが少なくとも１層含まれた配線基板（図１（ｂ）参照）である
。
　なお、フィルムキャリア４と電子部品との接合方法は、電子部品の電極５上に金等のバ
ンプ６を形成して接合する方法（図２（ａ）参照）とフィルムキャリアのリード７上に金
等のバンプ６を形成し接合する方法（図２（ｂ）参照）がある。
　また、キャパシタ、抵抗、及びインダクタ等の電子部品にバンプ６を形成する際、バン
プ６を複数形成し、接合することでリード７との接着強度が上がり、接続信頼性が向上す
る。リード７には、接合のため、金、銀、錫等のめっきを施し、バンプ６としては、一般
に金が用いられるが、接合用の金属種には様々な組み合わせを取ることができることは公
知である。
【００１３】
　また、本実施の形態による配線基板は、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗３、及びイ
ンダクタ等の電子部品が内蔵される配線基板において、キャパシタ２、抵抗３、及びイン
ダクタ等の少なくとも一種類がフィルムキャリア４（図３参照）の製造工程内で作り込ま
れている配線基板である。なお、キャパシタ２及び抵抗３は、印刷や薄膜フォトリソグラ
フィプロセス等で形成され、インダクタはフィルムキャリア４上の配線にて渦上の所謂ス
パイダルコイルを形成するのが一般的であるが、本発明では、その構成は問わないものと
する。
　また、本実施の形態による配線基板は、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗３、及びイ
ンダクタ等の電子部品が内蔵される配線基板において、キャパシタ２、抵抗３、及びイン
ダクタ等の少なくとも一種類の電子部品がフィルムキャリア４の製造工程内で作り込まれ
たものとフィルムキャリアに実装されたものであり、要求精度が低いものは造り込み、要
求精度が高いものはチップ部品をフィルムキャリア４に実装することが望ましい（図４参
照）。
【００１４】
　また、本実施の形態による配線基板に用いられるフィルムキャリア４の構成としては、
金属の１層タイプ、金属と樹脂フィルムとの２層タイプ（接着剤を介して貼り合わされて
いるものでも良い）、樹脂フィルムの両面に金属がある両面タイプ、金属と樹脂フィルム
とが交互に複数積層された多層タイプ（図８参照）がある。金属としては、一般に銅が使
用され、樹脂フィルムとしては、ＰＥＴ、ポリイミド等のフレキシブルタイプやガラスク
ロス入りエポキシ樹脂等のリジッドタイプを用いることができ、厚さは電子部品の構成や
回路設計により決定されるが、２５μｍから３００μｍ程度が用いられる。
　また、フィルムキャリア４における電子部品の実装部は、図２（ａ）及び図５(ａ)、（
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ｂ）に示すように、張り出した形のリードでも、接続部９以外が樹脂１０で覆われた構造
でも良く、各電子部品に対して様々な構成が簡単に適用できる。さらに、フィルムキャリ
ア以外の配線基板の絶縁材に用いられる材料はフレキシブル及びリジッドタイプの材料が
自由に選択できる。
【実施例１】
【００１５】
　 以下、図６を参照して本発明の実施例１を具体的に説明する。なお、図６において、
（ａ）はフィルムキャリアの断面図、（ｂ）は電子部品を実装した後の断面図、（ｃ）は
上層積層前の断面図、（ｄ）は上層積層後の断面図である。
　まず、１５０ｍｍ幅、２５μｍ厚の熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１１上に２μｍ厚
の熱可塑性ポリイミド接着剤（図示せず）を所定温度でラミネートした後、所望の金型で
電子部品が実装される部分及び位置決め孔や搬送孔となるスプロケットホール１２（スプ
ロケットホールでなく、位置決めになる孔だけでも良い）をパンチング加工する。
　次いで、１２μｍ厚の銅箔１３を熱可塑性ポリイミド接着剤（図示せず）を介して熱硬
化性長尺ポリイミドフィルム１１に所定温度でラミネートし、部材を作製する。
　次いで、部材両面にフォトレジストをロールコートし、露光現像を行うフォトリソグラ
フィ及び銅を腐食させるエッチング法により、所望の配線１４を形成する（図６（ａ）参
照）。
【００１６】
　次いで、フォトレジストを剥離後、配線１４の表面に無電解錫めっきを行う。なお、錫
めっき厚は１μｍ程度とする。ここで、錫めっきを行ったのは、電子部品との接合性を確
保するためであり、錫めっき以外には、金めっき、銀めっき、ニッケルめっき等が挙げら
れる。また、めっきを行う前後に、配線１４の一部に積層材と同種類の保護膜、例えば、
エポキシ系樹脂を設けても良い。
　次いで、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗３、及びインダクタ等のチップ部品の電極
５上にボールボンディング装置を用いて金バンプ６を形成する。なお、リード７と電極５
を直接接続すると半導体素子表面にリードが接触し、ショートが発生したり、回路を破壊
してしまう可能性があるため、通常、突起状のバンプ６を設ける。バンプ６の種類は、リ
ード７に施されためっきの種類により、選択されるが、一般的には金が好ましい。また、
バンプ６の形成方法には、ボールボンディング装置を用いる他に、めっきによる形成方法
等もある。また、リード７にバンプ６を形成し、電子部品との接続を図る方法もある。
【００１７】
　次いで、一般に用いられているＩＬＢ（インナーリードボンディング）装置のボンディ
ングステージ上に設置した電子部品の電極５上のバンプ６に対し、フィルムキャリヤ４の
所望のリード７をボンディングツールを用いて、加熱加圧することで、電子部品の電極５
とリード７の接続を行う（図６（ｂ）参照）。
　ここで、シングルボンディングと言われるバンプ６とリード７とを一つずつ接続する方
法もある。
【００１８】
　次いで、電子部品（特に半導体素子）やリードを湿気や汚染から保護したり、接続の信
頼性を確保するため、一般にポッティングと言われる液状エポキシ系樹脂１０を所望部に
滴下し、熱硬化させることで封止する。ここでの封止は、工程中での信頼性を十分得るた
めであり、場合によっては封止無しでも良い。
　次いで、プリント配線基板の途中工程で得られた基板であり、電子部品が内蔵される溝
１５が形成された基板上に、例えば、電子部品が内蔵される部分を開口したガラスクロス
入りエポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介し、電子部品が実装されたフィルムキャリ
ア４を位置させ、その上に、ガラスクロス入りエポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介
し、銅箔１３を位置させ（図６（ｃ）参照）、最高加熱温度１７５°Ｃ、２時間程度で加
熱プレスする（図６（ｄ）参照））。
【００１９】
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　次いで、残された一連の配線基板の製造工程を行うことで、本実施の形態による配線基
板を完成する。なお、上下層配線とフィルムキャリア上の配線との接続は、一般的な接続
が利用でき、例えば、ＹＡＧレーザーや炭酸ガスレーザー等により穴を形成し、めっきに
よる接続や導電性ペーストを印刷する接続等の方法を用いることができる。一例として、
図１（ｂ）に、めっきにより接続を行った配線基板を示す。また、上記において、プリン
ト配線基板の途中工程で得られた基板は、３４０×４１０ｍｍのサイズであり、電子部品
が実装されたフィルムキャリアのサイズを１５０×４１０ｍｍに切り出し、フィルムキャ
リアを２列並べ、位置合せ孔を用い位置合せを行い、積層する。
【実施例２】
【００２０】
　 以下、図７を参照して本発明の実施例２を具体的に説明する。
　まず、１５０ｍｍ幅、２５μｍ厚の熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１１Ａの両面に２
μｍ厚の熱可塑性ポリイミド接着剤（図示せず）を所定温度でラミネートした後、１８μ
ｍ厚の銅箔１３を熱可塑性ポリイミド接着剤を介して熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１
１Ａの片側に所定温度でラミネートし、次いで、所望の金型で電子部品が実装される部分
及び位置決め孔や搬送孔となるスプロケットホール１２（スプロケットホールでなく、位
置決めになる孔だけでも良い）のパンチング加工を行い、第１の部材を作製する。
　次いで、１４２ｍｍ幅、２５μｍ厚の熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１１Ｂの上に２
μｍ厚の熱可塑性ポリイミド接着剤（図示せず）を所定温度でラミネートした後、１２μ
ｍ厚の銅箔１３を熱可塑性ポリイミド接着剤を介して熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１
１Ｂに所定温度でラミネートし、第２の部材を作製する。
　次いで、第１の部材に第２の部材を所定温度でラミネートすることで第３の部材を作製
する。次いで、第１の部材側から、炭酸ガスレーザーにより、電子部品の電極５上のバン
プ６が接続される部分のポリイミドを除去し、銅を露出させた。次いで、第２の部材側か
ら、ＹＡＧレーザーにより、両面の接続となるビア１８穴を開け、第１部材側の銅を露出
させた。次に、第１の部材側にレジスト（図示せず）をロールコートし、無電解銅めっき
及び電解銅めっきにより、ビア１８を形成し、両面を電気的に接続する（図７（ａ）参照
）。
【００２１】
　次いで、第２の部材側にフォトレジストをロールコートし、露光現像を行うフォトリソ
グラフィ及び銅を腐食させるエッチング法により、所望の配線１４を形成する。次いで、
レジスト及びフォトレジストを剥離後、配線１４の表面に無電解錫めっきを行った。錫め
っき厚は１μｍ程度である。次いで、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗（図示せず）及
びインダクタ（図示せず）等のチップ部品の電極５上にボールボンディング装置を用い、
金バンプ６を形成する。
　次いで、一般に用いられているＩＬＢ（インナーリードボンディング）装置のボンディ
ングステージ上に設置した電子部品の電極５上のバンプ６に対して、非導電性接着剤２３
（NCF（Non-conductive Film）やNCP（Non-conductive Paste））を介して、フィルムキ
ャリヤ４の所望のリード７をボンディングツールを用いて、加熱加圧することで、電子部
品の電極５とリード７の接続を行う。なお、ＮＣＰの場合は、実装後でも良い（図７（ｂ
）参照）。
　次いで、電子部品が実装されたフィルムキャリア４の両面に、例えば、ガラスクロス入
りエポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介し、銅箔１３を位置させ、最高加熱温度１７
５°Ｃ、２時間程度で加熱プレスする（図７（ｃ）参照）。
　次いで、残された一連の配線基板の製造工程を行うことで、本実施の形態による配線基
板を作製する。
【実施例３】
【００２２】
　 以下、図４を参照して本発明の実施例３を具体的に説明する。
　まず、１５０ｍｍ幅、２５μｍ厚の熱硬化性長尺ポリイミドフィルム１１上に２μｍ厚
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の熱可塑性ポリイミド接着剤を所定温度でラミネートした後、所望の金型で電子部品が実
装される部分及び位置決め孔や搬送孔となるスプロケットホール１２（スプロケットホー
ルでなく、位置決めになる孔だけでも良い）をパンチング加工する。
　次いで、１２μｍ厚の銅箔１３を熱可塑性ポリイミド接着剤を介して熱硬化性長尺ポリ
イミドフィルム１１に所定温度でラミネートし、部材を作製する。次いで、部材両面にフ
ォトレジストをロールコートし、露光現像を行うフォトリソグラフィ及び銅を腐食させる
エッチング法により、所望の配線１４及び印刷キャパシタ８の下電極１９を形成し、次い
で、フォトレジストを剥離する。次いで、エポキシ系樹脂にチタン酸バリウム粒子を混入
した誘電体ペーストをスクリーン印刷により、下電極１９上に印刷し、所定の温度で硬化
させた。
　次いで、誘電体２０及び引き出し電極２１上に、銅ペーストを用い、同じくスクリーン
印刷により、上電極２２を印刷し、所定の温度で硬化させることで、印刷キャパシタ８を
形成する。なお、ここで、要求精度の低いキャパシタに対して印刷キャパシタ８を適用す
る。次いで、配線の表面に無電解錫めっきを行った。錫めっき厚は１μｍ程度である。次
いで、半導体素子、キャパシタ（要求精度の高いキャパシタ）、抵抗、及びインダクタ等
のチップ部品の電極５上にボールボンディング装置を用い、金バンプ６を形成する。
【００２３】
　次いで、一般に用いられているＩＬＢ（インナーリードボンディング）装置のボンディ
ングステージ上に設置した電子部品の電極５上のバンプ６に対して、フィルムキャリヤ４
所望のリード７をボンディングツールを用いて、加熱加圧することで、電子部品の電極５
とリード７の接続を行った。次いで、電子部品（特に半導体素子）やリードを湿気や汚染
から保護や接続信頼性を確保するため、一般にポッティングと言われる液状エポキシ系樹
脂１０を所望部に滴下し、熱硬化させることで封止する。
　次いで、プリント配線基板の途中工程で得られた基板であり、電子部品が内蔵される溝
が形成された基板上に、例えば、電子部品が内蔵される部分を開口したガラスクロス入り
エポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介し、電子部品が実装されたフィルムキャリアを
位置させ、その上に、ガラスクロス入りエポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介し、銅
箔を位置させ、最高加熱温度１７５°Ｃ、２時間程度で加熱プレスする。
　次いで、残された一連の配線基板の製造工程を行う事で、本発明の配線基板を作製する
。
【実施例４】
【００２４】
　 以下、本発明の実施例４を具体的に説明する。
　まず、１５０ｍｍ幅、３５μｍ厚の長尺銅箔の両面に、ポジ型フォトレジストをロール
コートし、露光現像を行うフォトリソグラフィ及び銅を腐食させるエッチング法により、
電子部品が実装される部分だけのリード７と位置決め孔や搬送孔となるスプロケットホー
ル１２（スプロケットホールでなく、位置決めになる孔だけでも良い）を形成する。
　次いで、リード７の部分だけに光を照射し、現像を行い、リード７の表面に無電解錫め
っきを行った。錫めっき厚は１μｍ程度である。次いで、フォトレジストを剥離する。次
いで、半導体素子１、キャパシタ２、抵抗３、及びインダクタ等のチップ部品の電極５上
にボールボンディング装置を用い、金バンプ６を形成する。
　次いで、一般に用いられているＩＬＢ（インナーリードボンディング）装置のボンディ
ングステージ上に設置した電子部品の電極５上のバンプ６に対して、フィルムキャリヤ４
所望のリード７をボンディングツールを用いて、加熱加圧することで、電子部品の電極５
とリード７の接続を行う。
【００２５】
　次いで、電子部品（特に半導体素子）やリードを湿気や汚染から保護や接続信頼性を確
保するため、一般にポッティングと言われる液状エポキシ系樹脂を所望部に滴下し、熱硬
化させることで封止する。
　次いで、プリント配線基板の途中工程で得られた基板であり、電子部品が内蔵される溝
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１５が形成された基板上に、例えば、電子部品が内蔵される部分を開口したガラスクロス
入りエポキシ系樹脂であるプリプレグ１６を介し、電子部品が実装されたフィルムキャリ
ア４を位置させ、基板の他方面には、ガラスクロス入りエポキシ系樹脂であるプリプレグ
１６を介し、銅箔を位置させ、最高加熱温度１７５°Ｃ、２時間程度で加熱プレスする。
ここで、一般的なガラス不織布出なければ、電子部品が内蔵される溝１５が形成されてい
ない基板でも良く、開口されていないプリプレグ１６でも良い。
　次いで、残された一連の配線基板の製造工程を行うことで、本実施の形態の配線基板を
作製する。
【実施例５】
【００２６】
　以下、本発明の実施例５を具体的に説明する。
　まず、配線基板の製造時に用いられる例えば、リジッド基板である、基板厚０.２ｍｍ
のエポキシ系片面銅張り基板を用い、樹脂表面に例えば、エポキシ系熱硬化型接着剤を形
成する。ここで、両面銅張り基板を用いるときは、片側の銅箔をエッチング等で除去する
。
　次いで、所望の位置に電子部品が実装される開口部、及び位置決め孔や搬送孔となるス
プロケットホールや位置決めになる孔を形成した後、接着剤を介して、銅箔を接着する。
次いで、所望の位置に、ドリルやレーザー等で穴を開け、無電解銅めっき及び電解銅めっ
き等を行い、スルーホールまたはビアを形成する。
　次いで、基板表面にフォトレジストを形成し、露光現像を行った後、塩化第２銅液等で
エッチングを行い、配線を形成する。次いで、配線に例えば無電解Ｓｎめっきを施し、リ
ジッド基板からなるフィルムキャリアを作製する。
　次いで、フィルムキャリアに、例えば、金バンプ等が形成された半導体素子やキャパシ
タ等の電子部品をＴＡＢ実装する。ここで、金バンプは、フィルムキャリアのリード側に
形成しても良い。
　次いで、上層積層等、残された一連の配線基板の製造工程を行う事で、本発明の配線基
板を作製する。
【００２７】
　以上のような本発明の配線基板の製造方法は、特に、携帯機器等の配線基板の小型化さ
せ、電気的特性を向上させるといった、受動素子を内蔵する配線基板の製造に利用でき、
特に、積層の際、電子部品が実装されているフィルムキャリアのスプロケットホール等に
より位置合せを行うことで、配線基板の各層と電子部品との位置精度を向上させる事によ
り、また、上層に最短距離で配線を引き出せるので、より小型化を可能とし、さらに、一
括で半導体素子、キャパシタ、抵抗体及びインダクタ等の電子部品を配線基板内に内蔵さ
せることより、製造時間及びコストを低減させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施の形態によるフィルムキャリア及び配線基板を示す断面図である。
【図２】図１に示す配線基板において、キャパシタチップ部品の電極部にバンプを設けた
部分と、リード先端にバンプを設けた部分を示す断面図である。
【図３】図１に示す配線基板における電子部品が実装されたフィルムキャリアに印刷抵抗
を造り込み、半導体素子を実装した後の状態を示す断面図である。
【図４】図１に示す配線基板における電子部品が実装されたフィルムキャリアに印刷キャ
パシタを造り込み、チップキャパシタを実装した状態を示す断面図である。
【図５】図１に示す配線基板のフィルムキャリアにおける半導体素子の接続部の状態を上
方向及び下方向から示す平面図である。
【図６】本発明の実施例１における配線基板の製造工程を示す断面図である。
【図７】本発明の実施例２における配線基板の製造工程を示す断面図である。
【図８】多層構造のフィルムキャリアの例を示す断面図である。
【図９】従来例１の電子部品が内蔵された配線基板の製造工程を示す断面図である。
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【図１０】従来例２の電子部品が内蔵された配線基板の製造工程を示す断面図である。
【図１１】従来例３の電子部品が内蔵された配線基板の製造工程を示す断面図である。
【図１２】従来例３の電子部品が内蔵された配線基板のフィルムキャリアを示す平面図で
ある。
【符号の説明】
【００２９】
　１……半導体素子、２……キャパシタ、３……抵抗、４……フィルムキャリア、５……
電極、６……バンプ、７……リード、８……印刷キャパシタ、９……接続部、１０……樹
脂、１１……熱硬化性長尺ポリイミドフィルム、１２……スプロケットホール、１３……
銅箔、１４……配線、１５……溝、１６……プリプレグ、１７……絶縁樹脂、１８……ビ
ア、１９……下電極、２０……誘電体、２１……引き出し電極、２２……上電極、２３…
…非導電性接着剤、２４……ダイパッド、 ２５……アウターリード、２６……フィルム
、２７……半田。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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