
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 コア基板と、前記コア基板を貫く貫通孔と、前記貫通孔に埋め込ま
れたビア電極とを有する回路基板であって、
　前記貫通孔の開口幅が、前記コア基板の内部で最小となっており、前記コア基板の両表
面に近づくに従って大きくなって
　
　ことを特徴とする回路基板。
【請求項２】
　請求項 載の回路基板において、
　前記貫通孔の開口幅が最小となっている位置における前記ビア電極の断面積が、前記コ
ア基板の前記表面近傍での前記ビア電極の断面積の３０～８０％の範囲内である
　ことを特徴とする回路基板。
【請求項３】
　
　

　
【請求項４】
　請求項１乃至 のいずれか１項に記載の回路基板において、
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ガラス基板よりなる

おり、
前記貫通孔の内壁の少なくとも一部に、前記コア基板の前記表面と略平行な面を有する

１記

請求項１又は２記載の回路基板において、
前記貫通孔は、開口幅が最小となっている位置よりも上側の第１の部分と、前記開口幅

が最小となっている位置よりも下側の第２の部分とでアスペクト比が互いに異なっている
ことを特徴とする回路基板。

３



　前記コア基板に、前記ビア電極に電気的に接続する配線層を更に有する
　ことを特徴とする回路基板。
【請求項５】
　 コア基板に貫通孔を形成する工程と、前記貫通孔にビア電極を埋め
込む工程とを有する回路基板の形成方法であって、
　前記貫通孔を形成する工程では、前記貫通孔の開口幅が、前記コア基板の内部で最小と
なり、前記コア基板の両表面に近づくに従って大きくな

るように、前記貫通孔を形成する
　ことを特徴とする回路基板の製造方法。
【請求項６】
　請求項 記載の回路基板の製造方法において、
　前記貫通孔を形成する工程では、前記コア基板の両面から前記コア基板の所定の領域に
選択的に砥粒を吹き付けることにより前記貫通孔を形成する
　ことを特徴とする回路基板の形成方法。
【請求項７】
　請求項 記載の回路基板の製造方法において、
　前記貫通孔を形成する工程では、前記コア基板の一の面から砥粒を選択的に吹き付ける
領域と、前記コア基板の他の面から砥粒を選択的に吹き付ける領域とをずらし、 内壁
の少なくとも一部に前記コア基板の前記表面に略平行な 面を有する 貫通孔を形成
する
　ことを特徴とする回路基板の製造方法。
【請求項８】
　請求項 又は 記載の回路基板の製造方法において、
　前記貫通孔を形成する工程の後に、前記貫通孔の内壁をエッチングして前記貫通孔の前
記内壁の表面粗さを低減する工程を更に有する
　ことを特徴とする回路基板の製造方法。
【請求項９】
　
　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高密度化、高速化に対応しうる回路基板及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、コンピュータ等で使用される半導体部品は、急速に高密度化、高速化への対応が推
進されている。これに伴い、回路基板についても、高密度化、高速化への対応が要請され
ている。
【０００３】
従来の回路基板の一例について図９を用いて説明する。図９（ａ）は実装状態における従
来の回路基板の構造を示す断面図、図９（ｂ）は回路基板の構造を示す斜視図である。
【０００４】
図９（ａ）に示すように、回路基板１００は、実装基板１０６上に搭載されている。回路
基板１００と実装基板１０６とは、ハンダボール１０４ａ等を介して電気的に接続されて
いる。回路基板１００の上面には、デカップリングキャパシタ１０８が形成されている。
実装基板１０６上に搭載された回路基板１００上には、ＬＳＩ基板１１０が搭載されてい
る。回路基板１００とＬＳＩ基板１１０とは、ハンダボール１０４ｂ等を介して電気的に
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ガラス基板よりなる

り、前記貫通孔の内壁の少なくと
も一部に、前記コア基板の前記表面と略平行な面を有す

５

６

前記
前記 前記

６ ７

請求項５乃至８のいずれか１項に記載の回路基板の製造方法において、
前記貫通孔を形成する工程では、開口幅が最小となっている位置よりも上側の第１の部

分と、前記開口幅が最小となっている位置よりも下側の第２の部分とでアスペクト比が互
いに異なるように、前記貫通孔を形成する

ことを特徴とする回路基板の製造方法。



接続されている。
【０００５】
回路基板１００には、図９（ｂ）に示すように貫通孔１１４が所定のピッチで形成されて
いる。貫通孔１１４の内部には金属からなるビア電極１１６が埋め込まれている。このよ
うな貫通孔１１４が形成された基板１００上には、通常、デカップリングキャパシタ等の
受動素子や、能動素子、電極等が形成されている。なお、図９（ｂ）においては、これら
の素子等を省略している。
【０００６】
ＬＳＩ基板１１０の所定の配線と、実装基板１０６の所定の配線とは、ビア電極１１６、
電極パッド１０２ａ、１０２ｂ、ハンダボール１０４ａ、１０４ｂを介して、電気的に接
続されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の回路基板では、埋め込まれた金属からなるビア電極と貫通孔の内壁との密
着性が不十分であると、ビア電極が欠落してしまう場合があった。そこで、ビア電極と貫
通孔の内壁との密着性を向上するため、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくしていた。これ
により、ビア電極の欠落の防止が図られていた。
【０００８】
しかしながら、回路基板の基材としてシリコン基板等の導電性基板を用いた場合には、貫
通孔の内壁の粗面化によりリーク電流が生じ易くなっていた。すなわち、導電性基板を用
いた場合、ビア電極と基板との間の絶縁性を確保するために貫通孔の内壁に絶縁膜を形成
される。この場合に貫通孔の内壁の表面粗さを大きくすると、絶縁膜に電界が集中し絶縁
破壊が生じる。この結果、リーク電流が生じ易くなっていた。
【０００９】
また、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくする結果、貫通孔の内壁等には加工歪が存在する
ため、回路基板にクラックが生じやすくなっていた。
【００１０】
また、基板と熱膨張係数の異なる金属等を貫通孔に埋め込むために、基板に応力が発生す
る。この応力は回路基板の損傷を招く要因の一つとなっていた。しかしながら、従来の回
路基板では、基板に発生した応力を緩和することが困難であった。
【００１１】
本発明の目的は、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくすることなくビア電極の欠落を防止す
るとともに、基板に発生する応力を緩和しうる回路基板及びその製造方法を提供すること
にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、 コア基板と、前記コア基板を貫く貫通孔と、前記貫通
孔に埋め込まれたビア電極とを有する回路基板であって、前記貫通孔の開口幅が、前記コ
ア基板の内部で最小となっており、前記コア基板の両表面に近づくに従って大きくなって

ことを特徴とする回路基板により達成される。
【００１３】
　また、上記目的は、 コア基板に貫通孔を形成する工程と、前記貫通
孔にビア電極を埋め込む工程とを有する回路基板の形成方法であって、前記貫通孔を形成
する工程では、前記貫通孔の開口幅が、前記コア基板の内部で最小となり、前記コア基板
の両表面に近づくに従って大きくな

るように、前記貫通孔を形成することを特徴とする回
路基板の製造方法により達成される。
【００１４】
【発明の実施の形態】

10

20

30

40

50

(3) JP 3998984 B2 2007.10.31

ガラス基板よりなる

おり、前記貫通孔の内壁の少なくとも一部に、前記コア基板の前記表面と略平行な面を有
する

ガラス基板よりなる

り、前記貫通孔の内壁の少なくとも一部に、前記コア
基板の前記表面と略平行な面を有す



［本発明の原理］
本発明による回路基板の原理について図１を用いて説明する。図１は本発明による回路基
板の原理を説明する図であり、図１（ａ）乃至図１（ｄ）はそれぞれ基板１０に形成され
た貫通孔１２ａ～１２ｄを示す断面図である。貫通孔１２ａ～１２ｄには、それぞれビア
電極１４ａ～１４ｄが埋め込まれている。
【００１５】
従来の回路基板においては、図１（ａ）に示すように、ビア電極１４ａが埋め込まれる貫
通孔１２ａの内壁が基板１０平面に対してほぼ垂直になっていた。このため、貫通孔１２
ａに埋め込まれたビア電極１４ａの欠落を防止することを目的として、貫通孔１２ａの内
壁の表面粗さを大きくしていた。
【００１６】
一方、基板１０としてシリコン基板等の導電性基板を用いた場合には、貫通孔１２ａの内
壁に絶縁膜を形成して基板１０とビア電極１４ａとが絶縁される。しかし、ビア電極１４
ａの欠落を防止するために貫通孔１２ａの内壁の表面粗さを大きくしていると、絶縁性を
確保することが困難となる。この結果、リーク電流が生じ易くなっていた。
【００１７】
また、貫通孔１２ａの内壁の表面粗さを大きくすることにより加工歪が存在するため、基
板１０にクラック等が生じやすくなっていた。
【００１８】
したがって、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくすることなくビア電極の欠落を防止する方
法が必要である。
【００１９】
貫通孔の内壁の表面粗さを大きくすることなくビア電極の欠落を防止しうる方法としては
、図１（ｂ）に示すように、貫通孔１２ｂの開口幅を基板１０内部の所定の位置で最大と
し、基板１０の両面に近くなるに従って小さくなるようにすることが考えられる。基板１
０の両面に近づくに従って貫通孔１２ｂの開口幅が小さくなっているため、貫通孔１２ｂ
に埋め込まれたビア電極１４ｂは欠落することはない。
【００２０】
しかしながら、図１（ｂ）に示すような形状の貫通孔１２ｂに金属を埋め込んでビア電極
１４ｂを形成した場合、基板１０の厚さ方向の応力を緩和することができず、むしろ応力
が集中してしまう。このため、回路基板にＬＳＩチップを搭載したり、回路基板を実装基
板に搭載する場合など、基板同士を接合した場合にクラック等が生じ易くなると考えられ
る。また、実際には、図１（ｂ）に示すような形状の貫通孔１２ｂ内に金属を埋め込んで
ビア電極１４ｂを形成することは困難である。
【００２１】
また、図１（ｃ）に示すように、貫通孔１２ｃの開口幅を基板１０内部の所定の位置で最
小とし、基板１０の両面に近づくに従って大きくなるようにすることが考えられる。この
ような形状の貫通孔１２ｃ内に金属を埋め込んでビア電極１４ｃを形成すれば、基板１０
の内部で貫通孔１２ｃの開口幅が小さくなっているため、ビア電極１４ｃが欠落すること
はない。
【００２２】
また、図１（ｃ）示すような形状であれば、貫通孔１２ｃに金属を埋め込むことにより基
板１０に生じる応力を緩和することができる。さらに、図１（ｃ）に示す形状の貫通孔１
２ｃであれば、スパッタ法や、ＣＶＤ（ Chemical Vapor Deposition）法、めっき法等に
より、容易に金属を埋め込んでビア電極１４ｃを形成することができる。
【００２３】
また、図１（ｄ）に示すように、開口幅が基板１０内部の所定の位置で最小で、基板１０
の両面に近づくに従って大きくなっており、さらに、内壁に基板１０の表面とほぼ平行な
面１５を有する貫通孔１２ｄであっても、図１（ｃ）に示す貫通孔１２ｃと同様の効果が
得られる。また、内壁に基板１０の表面にほぼ平行な面１５を有することにより、ビア電
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極１４ｄの欠落を更に効果的に防止することができる。
【００２４】
そこで、本発明では、図１（ｃ）或いは図１（ｄ）に示すように、ビア電極を埋め込む貫
通孔の開口幅を基板の内部で小さくし、基板の両面に近づくに従って大きくなるようにす
る。これにより、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくすることなくビア電極の欠落を防止す
ることができる。また、貫通孔の内壁の表面粗さを大きくする必要がないので、導電性基
板を用いた場合であっても、ビア電極と基板との絶縁性を確保することができ、リーク電
流の発生を防止することができる。さらに、回路基板に生じる応力を緩和することも可能
となる。
【００２５】
［第１実施形態］
本発明の第１実施形態による回路基板について図２乃至図４を用いて説明する。図２は本
実施形態による回路基板の構造を示す概略図、図３及び図４は本実施形態による回路基板
の製造方法を示す工程断面図である。
【００２６】
まず、本実施形態による回路基板の構造について図２を用いて説明する。図２（ａ）は本
実施形態による回路基板の上面図、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ′線断面図である。
【００２７】
図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、厚さ５００μｍのガラス基板１６に、所定のピ
ッチで貫通孔１８が形成されている。ガラス基板１６の基板平面に対して垂直にみた貫通
孔１８の形状は円形になっている。
【００２８】
各貫通孔１８の開口幅は、図２（ｂ）に示すように、ガラス基板１６の内部中央付近で最
小となっており、ガラス基板１６の両面に近づくに従って大きくなっている。例えば、ガ
ラス基板１６の内部中央付近での貫通孔１８の開口幅は８０μｍで最小となっており、ガ
ラス基板１６の両面での貫通孔１６の開口幅は４００μｍとなっている。このように、貫
通孔１８の形状は、例えば鼓状となっている。
【００２９】
各貫通孔１８内には、Ｐｔからなるビア電極２０が埋め込まれている。
【００３０】
ガラス基板１６の上面側の各ビア電極２０上には、厚さ１μｍのＣｕ膜と、厚さ２００ｎ
ｍのＮｉ膜と、厚さ５０ｎｍのＡｕ膜とが順次積層されてなる電極パッド２２が形成され
ている。各電極パッド２２は、例えば直径５００μｍの円形状に形成されている。
【００３１】
ガラス基板１６の下面には、ビア電極２０に接続するように、厚さ０．２μｍのＰｔから
なる電極２４が形成されている。電極２４の下面には、厚さ０．２μｍのＢＳＴ（Ｂａ x

Ｓｒ 1 - xＴｉＯ 3）からなる誘電体膜２６が形成されている。誘電体膜２６の下面には、厚
さ０．２μｍのＰｔからなる電極２８が形成されている。こうして、ガラス基板１６の下
面に、誘電体膜２６が電極２４、２８に挟まれてなるキャパシタ３０が形成されている。
【００３２】
こうして、本実施形態による回路基板が構成されている。
【００３３】
実装状態においては、例えば、本実施形態による回路基板の上面の電極パッド２２上にハ
ンダボール（図示せず）が形成され、電極パッド２２及びハンダボールを介してＬＳＩ基
板（図示せず）が搭載される。
【００３４】
また、本実施形態による回路基板の下面には、パッド及びハンダボール（図示せず）が形
成される。本実施形態による回路基板は、下面に形成されたパッド及びハンダボールを介
して実装基板（図示せず）上に搭載される。
【００３５】
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こうして、実装基板の所定の配線と、ＬＳＩ基板の所定の配線がビア電極２０を介して電
気的に接続される。
【００３６】
本実施形態による回路基板は、貫通孔１８の開口幅が、ガラス基板１６の内部中央付近で
最小となっており、ガラス基板１６の両面に近づくに従って大きくなっていることに主た
る特徴がある。これにより、貫通孔１８の内壁の表面粗さを大きくすることなく、ビア電
極２０の欠落を防止することができる。また、貫通孔１８に金属を埋め込んでビア電極２
０を形成することによりガラス基板１６に生ずる応力を緩和することができる。
【００３７】
なお、上述した貫通孔１８の最小の開口幅が、ガラス基板１６の両面近傍での開口幅に比
べて小さくなりすぎると、ビア電極２０が断線し易くなってしまう。逆に大きくなりすぎ
ると、貫通孔１８の形状が従来の回路基板における貫通孔とあまり変わらなくなってしま
う。この結果、ビア電極２０の欠落を効果的に防止することができず、また、十分な応力
緩和効果も得られない。
【００３８】
したがって、貫通孔１８の開口幅が最小となっている位置におけるビア電極２０の断面積
が、ガラス基板１６の両面近傍でのビア電極２０の断面積の３０～８０％の範囲内となる
ようにすることが望ましい。
【００３９】
次に、本実施形態による回路基板の製造方法について図３及び図４を用いて説明する。
【００４０】
まず、厚さ５００μｍのガラス基板１６の両面にドライフィルム３２を形成する。
【００４１】
次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、ガラス基板１６の両面に形成されたドライフィ
ルム３２それぞれに、ガラス基板１６に達する開口部３４を形成する（図３（ａ））。こ
のとき、ガラス基板１６の上面のドライフィルム３２に形成する開口部３４と下面のドラ
イフィルム３２に形成する開口部３４の位置を揃える。また、開口部３４の形状は、例え
ば直径４００μｍの円形とすることができる。
【００４２】
次いで、開口部３４が形成されたドライフィルム３２をマスクとして、サンドブラスト法
によりガラス基板１６の両面から砥粒を吹き付ける。これにより、ドライフィルム３２の
開口部３４から露出したガラス基板１６の領域が切削されていく。このとき、切削された
部分の径は、ガラス基板１６の表面から切削されていくに従って小さくなっていく。
【００４３】
砥粒の吹き付けにより、ガラス基板１６の上面の開口部３４から切削された部分と、位置
が対応する下面の開口部３４から切削された部分は、やがてガラス基板１６の内部中央付
近で接続する。こうして、ガラス基板１６に貫通孔１８が形成される（図３（ｂ））。
【００４４】
なお、上述のように、サンドブラスト法では、砥粒を吹き付けてガラス基板１６を切削す
ることにより貫通孔１８を形成するので、貫通孔１８の内壁には加工歪が生じてしまう。
この加工歪をできるだけ小さくするため、ガラス基板１６を切削する際には、砥粒の径を
適宜変更し、仕上げには径の小さい砥粒を用いることが望ましい。
【００４５】
また、サンドブラスト法により形成された貫通孔１８にエッチングを適用することにより
、加工歪を除去してもよい。これにより、貫通孔１８の内壁の表面粗さを更に小さくする
ことができる。
【００４６】
次いで、ドライフィルム３２をガラス基板１６の両面に残した状態で、スパッタ法やめっ
き法等によりＰｔ等の金属を貫通孔１８に埋め込む。例えば、無電解めっき法によりＮｉ
からなるシード層を貫通孔１８の内壁に形成し、その後電解めっき法によりＰｔからなる
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金属膜を成長する。こうして、貫通孔１８に金属が埋め込まれる。
【００４７】
貫通孔１８に金属を埋め込んだ後、ガラス基板１６の両面のドライフィルム３２を除去す
る。次いで、ガラス基板１６の両面を研磨し、貫通孔１８に埋め込まれたもの以外の余分
な金属を除去する。こうして、貫通孔１８にビア電極２０が形成される（図２（ｃ））。
【００４８】
次いで、ビア電極２０を形成したガラス基板１６の下面に、スパッタ法等により、厚さ０
．２μｍのＰｔ膜を形成する。このとき、ガラス基板１６の下面にＴｉや、ＴｉＯ 2、Ｉ
ｒ、ＩｒＯ 2等からなる下地層を形成してから、Ｐｔ膜を形成してもよい。これにより、
Ｐｔ膜とガラス基板１６との密着性を向上することができる。
【００４９】
次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、ガラス基板１６の下面に形成されたＰｔ膜を所
定の形状にパターニングする。これにより、Ｐｔからなる電極２４が形成される（図３（
ｄ））。
【００５０】
次いで、電極２４が形成されたガラス基板１６の下面に、ゾルゲル法等によりＢＳＴ膜を
形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、ＢＳＴ膜を所定の形状にパターニン
グする。これにより、ＢＳＴからなる誘電体膜２６が形成される（図４（ａ））。
【００５１】
次いで、誘電体膜２６を形成したガラス基板１６の下面全面に、スパッタ法等によりＰｔ
膜を形成する。次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、Ｐｔ膜を所定の形状にパターニ
ングする。これにより、Ｐｔからなる電極２８が形成される。こうして、ガラス基板１６
の下面に、電極２４、２８に誘電体膜２６が挟まれてなるキャパシタ３０が形成される（
図４（ｂ））。
【００５２】
次いで、ガラス基板１６の上面に、スパッタ法等により、厚さ１μｍのＣｕ膜と、厚さ２
００ｎｍのＮｉ膜と、厚さ５０ｎｍのＡｕ膜とを順次積層する。
【００５３】
次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、Ｃｕ膜とＮｉ膜とＡｕ膜の積層膜を所定の形状
にパターニングする。こうして、ビア電極２０上に、Ｃｕ膜とＮｉ膜とＡｕ膜とが積層さ
れてなる電極パッド２２が形成される（図４（ｃ））。
【００５４】
以上のようにして、本実施形態による回路基板が製造される。
【００５５】
このように、本実施形態によれば、貫通孔１８の開口幅が、ガラス基板１６の内部中央付
近で最小となっており、ガラス基板１６の両面に近づくに従って大きくなっているので、
貫通孔１８の内壁の表面粗さを大きくすることなく、ビア電極２０の欠落を防止すること
ができる。また、貫通孔１８に金属を埋め込んでビア電極２０を形成することによりガラ
ス基板１６に生ずる応力を緩和することができる。
【００５６】
［第２実施形態］
本発明の第２実施形態による回路基板について図５を用いて説明する。図５は本実施形態
による回路基板の構造を示す断面図である。なお、第１実施形態による回路基板及びその
製造方法と同一の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする。
【００５７】
図５に示すように、本実施形態による回路基板は、第１実施形態による回路基板における
ガラス基板１０の代わりに、シリコン基板３６が用いられている。
【００５８】
シリコン基板３６の両面及び貫通孔１８の内壁には、厚さ１μｍの酸化シリコンからなる
絶縁膜３８が形成されている。
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【００５９】
このように、本実施形態による回路基板では、導電性を有するシリコン基板３６とビア電
極２０との間の絶縁性が、貫通孔１８の内壁に形成された絶縁膜３８により確保されてい
る。
【００６０】
従来の回路基板においては、貫通孔に埋め込まれたビア電極の欠落を防止するために、貫
通孔の内壁の表面粗さを大きくする必要があった。このため、導電性を有する基板の場合
、絶縁膜が形成された内壁の表面粗さを大きくしなければならず、ビア電極と基板との間
の絶縁性を十分に確保することが困難であった。
【００６１】
一方、本実施形態による回路基板では、シリコン基板３６に形成された貫通孔１８の開口
幅が、シリコン基板３６の内部中央付近で最小となっおり、シリコン基板３６の両面に近
づくに従って大きくなっている。これにより、貫通孔１８の内壁の表面粗さを大きくする
ことなく、ビア電極２０の欠落を防止することができる。このように貫通孔１８内壁の表
面粗さを大きくする必要がないので、貫通孔１８の内壁に形成された絶縁膜３８によりシ
リコン基板３６とビア電極２０との間の絶縁性を十分確保することができる。したがって
、リーク電流の発生を防止することができる。
【００６２】
次に、本実施形態による回路基板の製造方法について説明する。
【００６３】
まず、シリコン基板３６を熱酸化することにより、シリコン基板３６の両面に厚さ１μｍ
の酸化シリコンからなる絶縁膜３８を形成する。
【００６４】
次いで、両面に絶縁膜３８が形成されたシリコン基板３６に、第１実施形態と同様にして
貫通孔１８を形成する。
【００６５】
貫通孔１８を形成した後、シリコン基板３６を熱酸化し、貫通孔１８の内壁に厚さ１μｍ
の酸化シリコンからなる絶縁膜３８を形成する。
【００６６】
以後、第１実施形態と同様にして、絶縁膜３８が形成された貫通孔１８に金属を埋め込ん
でビア電極２０を形成する。次いで、シリコン基板３６の下面にキャパシタ３０を形成し
、上面に電極パッド２２を形成する。
【００６７】
こうして、本実施形態による回路基板が形成される。
【００６８】
このように、本実施形態によれば、シリコン基板３６に対して垂直にみた貫通孔１８の断
面積が、シリコン基板３６の内部中央付近で最小となっており、シリコン基板３６の両面
に近づくに従って大きくなっているので、貫通孔１８の内壁の表面粗さを大きくすること
なく、ビア電極２０の欠落を防止することができる。また、絶縁膜３８が形成された貫通
孔１８の内壁の表面粗さを大きくする必要がないので、シリコン基板３６とビア電極２０
との間の絶縁性を確保することができ、リーク電流の発生を防止することができる。さら
に、貫通孔１８に金属を埋め込んでビア電極２０を形成することによりシリコン基板３６
に生ずる応力を緩和することができる。
【００６９】
なお、本実施形態では、酸化シリコンからなる絶縁膜３８を形成して絶縁性を確保してい
たが、絶縁膜３８の材料は酸化シリコンに限定されるものではなく、例えば窒化シリコン
等を用いることができる。
【００７０】
［第３実施形態］
本発明の第３実施形態による回路基板及びその製造方法について図６及び図７を用いて説
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明する。図６は本実施形態による回路基板の構造を示す断面図、図７は本実施形態による
回路基板の製造方法を示す工程断面図である。なお、第１実施形態による回路基板及びそ
の製造方法と同一の構成要素については同一の符号を付し説明を省略し或いは簡略にする
。
【００７１】
まず、本実施形態による回路基板について図６を用いて説明する。
【００７２】
図６に示すように、第１実施形態と同様に、ガラス基板１６に、開口幅がガラス基板１６
の内部で最小となっており、ガラス基板１６の両面に近づくに従って大きくなっている貫
通孔４０が形成されている。さらに、貫通孔４０の内壁には、ガラス基板１６の表面とほ
ぼ平行な面４２を有している。貫通孔４０には、Ｐｔからなるビア電極２０が埋め込まれ
ている。
【００７３】
このように、本実施形態による回路基板は、貫通孔４０の内壁に、ガラス基板１６の表面
とほぼ平行な面４２を有することに主たる特徴がある。これにより、ビア電極２０の欠落
をより効果的に防止することができる。
【００７４】
次に、本実施形態による回路基板の製造方法について図７を用いて説明する。
【００７５】
まず、ガラス基板１６の両面にドライフィルム３２を形成する。
【００７６】
次いで、フォトリソグラフィ技術を用い、ガラス基板１６の両面に形成されたドライフィ
ルム３２それぞれに、ガラス基板１６に達する開口部３４を形成する。このとき、ガラス
基板１６の上面のドライフィルム３２に形成する開口部３４と下面のドライフィルム３２
に形成する開口部３４の位置をずらす（図７（ａ））。また、ガラス基板１６の上面の開
口部３４と下面の開口部３４の大きさに差を設けてもよい。
【００７７】
次いで、開口部３４が形成されたドライフィルム３２をマスクとして、サンドブラスト法
によりガラス基板１６の両面から砥粒を吹き付ける。これにより、ドライフィルム３２の
開口部３４から露出したガラス基板１６の領域が切削されていく。このとき、切削された
部分の径は、ガラス基板１６の表面から切削されていくに従って小さくなっていく。
【００７８】
このとき、砥粒を吹き付ける速度や、砥粒の径をガラス基板１６の上面と下面とで変えて
もよい。こうすることにより、ガラス基板１６の上面と下面とから、異なったアスペクト
比でガラス基板１６を切削してもよい。
【００７９】
ガラス基板１６の上面の開口部３４から切削された部分と、位置がずれた下面の開口部３
４から切削された部分は、やがてガラス基板１６の内部中央付近で接続する。
【００８０】
このとき、ガラス基板３６の上面と下面とで開口部３４の位置がずれており、或いは上面
と下面とから異なったアスペクト比で切削される。これにより、上面から切削された部分
と、下面から切削された部分とが接続したときに、ガラス基板１６の表面にほぼ平行な面
４２が形成される。こうして、貫通孔４０の内壁にガラス基板１６の表面にほぼ平行な面
４２を有する貫通孔４０がガラス基板１６に形成される（図７（ｂ））。
【００８１】
以後、第１実施形態と同様にして、貫通孔４０に金属を埋め込んでビア電極２０を形成す
る（図７（ｃ））。次いで、ガラス基板１６の下面にキャパシタ３０を形成し、上面に電
極パッド２２を形成する。
【００８２】
こうして、本実施形態による回路基板が製造される。
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【００８３】
このように、本実施形態によれば、貫通孔４０の開口幅が、ガラス基板１６の内部中央付
近で最小となっており、ガラス基板１６の両面に近づくに従って大きくなっており、さら
に貫通孔４０の内壁にガラス基板１６の表面にほぼ平行な面４２を有するので、貫通孔４
０の内壁の表面粗さを大きくすることなく、ビア電極２０の欠落を防止することができる
。また、貫通孔１８に金属を埋め込んでビア電極２０を形成することによりガラス基板１
６に生ずる応力を緩和することができる。
【００８４】
［変形実施形態］
本発明の上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【００８５】
例えば、上記実施形態では、ガラス基板１６又はシリコン基板３６に貫通孔１８を形成す
る場合を例に説明したが、貫通孔１８を形成する基板はこれに限定されるものではなく、
例えば、金属又は金属酸化物等からなる基板を用いることができる。また、基板等の厚さ
を５００μｍに設定したが、基板の厚さは５００μｍに限定されるものではなく、回路基
板に要求されるサイズ等に応じて適宜設定することができる。
【００８６】
また、上記実施形態では、誘電体膜２６の材料としてＢＳＴを用いる場合を例に説明した
が、誘電体膜２６の材料はＢＳＴに限定されるものではなく、あらゆる誘電体膜を適宜用
いることができる。また、誘電体膜２６の厚さを０．２μｍに設定したが、誘電体膜２６
の厚さは０．２μｍに限定されるものではなく、所望の特性を有するキャパシタが得られ
るよう適宜設定することができる。
【００８７】
また、上記実施形態では、ビア電極２０や、キャパシタ３０を構成する電極２４、２８の
材料として、Ｐｔを用いる場合を例に説明したが、ビア電極２０等の材料はＰｔに限定さ
れるものではなく、例えば、Ａｕ、Ｃｕ、Ｐｄ等を用いることができる。また、電極２４
、２８の厚さも、所望の特性を有するキャパシタが得られるよう適宜設定することができ
る。
【００８８】
また、上記実施形態では、サンドブラスト法により貫通孔１８を形成していたが、貫通孔
１８の開口幅が、基板の内部で最小となり、基板の両面に近づくに従って大きくなるよう
に形成することができれば、サンドブラスト法に限定されるものではない。
【００８９】
また、上記実施形態では、貫通孔１８の基板平面に対して垂直にみた形状が円形の場合に
ついて説明したが、貫通孔１８の形状は円形に限定されるものではない。また、貫通孔１
２の開口幅は上記実施形態で設定した値に限定されるものではなく、回路基板に要求され
るサイズ等に応じて適宜設定することができる。
【００９０】
また、上記実施形態では、貫通孔１８の開口幅が基板の内部中央付近で最小となっていた
が、貫通孔１８の開口幅が基板の内部で最小であれば、内部の中央付近で最小でなくても
よい。
【００９１】
また、上記実施形態では、シリコン基板１６又はガラス基板３６の上面に電極パッド２２
を形成し、下面にキャパシタ３０を構成する電極２４、誘電体膜２６、電極２８を形成し
たが、これに限定されるものではなく、インダクタその他の受動素子や、能動素子、配線
等を適宜形成することができる。例えば、図８に示すように、キャパシタ３０を形成した
回路基板の下面に、ポリイミド等からなる絶縁膜４４を形成し、絶縁膜４４間或いは絶縁
膜４４下面に所定の配線パターン４６を形成してもよい。
【００９２】
【発明の効果】
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以上の通り、本発明によれば、コア基板と、コア基板を貫く貫通孔と、前記貫通孔に埋め
込まれたビア電極とを有する回路基板において、貫通孔の開口幅が、コア基板の内部で最
小となっており、コア基板の両表面に近づくに従って大きくなっているので、貫通孔の内
壁の表面粗さを大きくすることなくビア電極の欠落を防止することができ、また、コア基
板に発生する応力を緩和することができる。
【００９３】
また、本発明によれば、ビア電極の欠落を防止するために貫通孔の内壁の表面粗さを大き
くする必要がないので、コア基板として導電性基板を用いた場合に、ビア電極とコア基板
との絶縁性を確保することができるので、リーク電流の発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による回路基板の原理を説明する図である。
【図２】本発明の第１実施形態による回路基板の構造を示す概略図である。
【図３】本発明の第１実施形態による回路基板の製造方法を示す工程断面図（その１）で
ある。
【図４】本発明の第１実施形態による回路基板の製造方法を示す工程断面図（その２）で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態による回路基板の構造を示す断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態による回路基板の構造を示す断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態による回路基板の製造方法を示す工程断面図である。
【図８】本発明の変形例による回路基板の構造を示す断面図である。
【図９】従来の回路基板の構造を示す概略図である。
【符号の説明】
１０…基板
１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ…貫通孔
１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４ｄ…ビア電極
１５…面
１６…ガラス基板
１８…貫通孔
２０…ビア電極
２２…電極パッド
２４…電極
２６…誘電体膜
２８…電極
３０…キャパシタ
３２…ドライフィルム
３４…開口部
３６…シリコン基板
３８…絶縁膜
４０…貫通孔
４２…面
４４…絶縁膜
４６…配線パターン
１００…回路基板
１０２ａ、１０２ｂ…電極パッド
１０４ａ、１０４ｂ…ハンダボール
１０６…実装基板
１０８…デカップリングキャパシタ
１１０…ＬＳＩ基板
１１４…貫通孔
１１６…ビア電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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