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(57)【要約】
【課題】キャビティ付きプリント配線板と他の配線板と
の接続品質の向上。
【解決手段】実施形態のプリント配線板は、第１面１１
Ｆおよび第２面１１Ｂを有するビルドアップ配線層１１
と、ビルドアップ配線層１１の第１面１１Ｆに形成され
、電子部品と接続される第１パッド２１および外部の配
線板と接続される第２パッド２２と、ビルドアップ配線
層１１の第１面１１Ｆを覆うと共に、第１パッド２１の
全てを露出するキャビティ５と第２パッド２２の一部を
露出する開口１４ａとを具備するモールド樹脂層１０と
、開口１４ａ内にめっき層により形成される導体ポスト
１４と、を有している。導体ポスト１４は、無電解めっ
き層２６と電解めっき層２７とからなり、その端面１４
ｂはモールド樹脂層１０の表面から露出している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂絶縁層と導体層とを交互に積層し、第１面および前記第１面と反対側の第２面を有す
るビルドアップ配線層と、
前記ビルドアップ配線層の第１面に形成され、電子部品と接続される第１パッドおよび外
部の配線板と接続される第２パッドと、
前記ビルドアップ配線層の第１面を覆うと共に、前記第１パッドの全てを露出するキャビ
ティと前記第２パッドの一部を露出する開口とを具備するモールド樹脂層と、
前記第２パッドに接するように前記モールド樹脂層の開口内にめっき層により形成される
導体ポストと、
を有するプリント配線板であって、
前記導体ポストは無電解めっき層と電解めっき層とからなり、
前記導体ポストの前記第２パッド側と反対側の端面が前記モールド樹脂層の表面から露出
している。
【請求項２】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記導体ポストは前記第２パッドに向かって縮
径するテーパー形状を有している。
【請求項３】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記導体ポストの前記端面が前記モールド樹脂
層の前記表面と面一か、前記表面よりも凹んでいる。
【請求項４】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記第１パッド間の距離は、前記第２パッド間
の距離より小さい。
【請求項５】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記導体ポストの前記第２パッド側と反対側の
端面の粗さは、前記モールド樹脂層に接する側面の粗さよりも小さい。
【請求項６】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記モールド樹脂層は、６０質量％以上、９５
質量％以下の無機フィラーを含有する樹脂材料からなる。
【請求項７】
請求項６記載のプリント配線板であって、前記無機フィラーはＳｉＯ2を含んでいる。
【請求項８】
請求項１記載のプリント配線板であって、前記ビルドアップ配線層の第２面側にベース板
が設けられている。
【請求項９】
請求項８記載のプリント配線板であって、前記ベース板はプリプレグ材または金属板であ
る。
【請求項１０】
第１半導体素子が実装されているプリント配線板と、
前記プリント配線板の一方の面上に搭載される外部の配線板と、
を有する半導体パッケージであって、
前記プリント配線板は、
　樹脂絶縁層と導体層とを交互に積層し、第１面および前記第１面と反対側の第２面を有
するビルドアップ配線層と、
　前記ビルドアップ配線層の第１面に形成され、電子部品と接続される第１パッドおよび
外部の配線板と接続される第２パッドと、
　前記ビルドアップ配線層の第１面を覆うと共に、前記第１パッドを露出するキャビティ
と前記第２パッドの一部を露出する開口とを具備するモールド樹脂層と、
　前記第２パッドに接するように前記モールド樹脂層の開口内にめっき層により形成され
る導体ポストと、
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を備え、
前記導体ポストの前記第２パッド側と反対側の端面が前記モールド樹脂層の表面から露出
し、
前記導体ポストは無電解めっき層と電解めっき層とからなり、前記第２パッドに向かって
縮径するテーパー形状を有しており、
前記外部の配線板は前記プリント配線板側の面にバンプを備えており、
前記バンプが前記導体ポストおよび前記第２パッドを介して前記ビルドアップ配線層に接
続されている。
【請求項１１】
請求項１０記載の半導体パッケージであって、前記第１半導体素子が前記キャビティ内に
配置され、前記プリント配線板と前記外部の配線板の間に前記第１半導体素子を覆う封止
樹脂が充填されている。
【請求項１２】
請求項１０記載の半導体パッケージであって、前記外部の配線板に第２半導体素子が実装
されている。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キャビティを有するプリント配線板およびそのようなプリント配線板を有す
る半導体パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、電子部品パッケージを開示している。特許文献１の電子部品パッケージ
では、電子部品を搭載した下側パッケージの周辺部に外部接続用のパッドが形成され、外
部接続用のパッド上に上側パッケージと接続するための積層用接続端子が形成される。積
層用接続端子の周囲に形成される補強用封止層は、積層用接続端子の高さよりも低く形成
され、積層用接続端子は補強用封止層の表面から露出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０２８９１３４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の電子部品パッケージでは、上側パッケージと下側パッケージとの間が、は
んだボール（積層用接続端子）を用いて接続される。しかしながら、はんだボールをファ
インピッチで配置することは、比較的困難であると考えられる。ファインピッチで形成さ
れている接続パッドを有するパッケージオンパッケージ構造の電子部品パッケージを良好
な品質で形成することが困難であると考えられる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のプリント配線板は、樹脂絶縁層と導体層とを交互に積層し、第１面および前記
第１面と反対側の第２面を有するビルドアップ配線層と、前記ビルドアップ配線層の第１
面に形成され、電子部品と接続される第１パッドおよび外部の配線板と接続される第２パ
ッドと、前記ビルドアップ配線層の第１面を覆うと共に、前記第１パッドの全てを露出す
るキャビティと前記第２パッドの一部を露出する開口とを具備するモールド樹脂層と、前
記第２パッドに接するように前記モールド樹脂層の開口内にめっき層により形成される導
体ポストと、を有している。そして、前記導体ポストは、無電解めっき層と電解めっき層
とからなり、前記第２パッド側と反対側の端面は前記モールド樹脂層の表面から露出して
いる。
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【０００６】
　本発明の半導体パッケージは、第１半導体素子が実装されているプリント配線板と、前
記プリント配線板の一方の面上に搭載される外部の配線板と、を有する。そして、前記プ
リント配線板は、樹脂絶縁層と導体層とを交互に積層し、第１面および前記第１面と反対
側の第２面を有するビルドアップ配線層と、前記ビルドアップ配線層の第１面に形成され
、電子部品と接続される第１パッドおよび外部の配線板と接続される第２パッドと、前記
ビルドアップ層の第１面を覆うと共に、前記第１パッドを露出するキャビティと前記第２
パッドの一部を露出する開口とを具備するモールド樹脂層と、前記第２パッドに接するよ
うに前記モールド樹脂層の開口内にめっき層により形成される導体ポストと、を備え、前
記導体ポストの前記第２パッド側と反対側の端面が前記モールド樹脂層の表面から露出し
、前記導体ポストは無電解めっき層と電解めっき層とからなり、前記第２パッドに向かっ
て縮径するテーパー形状を有しており、前記配線板は前記プリント配線板側の面にバンプ
を備えており、前記バンプが前記導体ポストおよび前記第２パッドを介して前記ビルドア
ップ配線層に接続されている。
【０００７】
　本発明の実施形態によれば、外部の配線板との接続端子（導体ポスト）をファインピッ
チで形成することができる。また、本発明の実施形態によれば、外部の配線板との接続信
頼性が向上すると考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態のプリント配線板の断面図。
【図２Ａ】導体ポストの一例を示す図。
【図２Ｂ】導体ポストの別例を示す図。
【図３】本発明の一実施形態のプリント配線板の平面図。
【図４】本発明の他の実施形態のプリント配線板の断面図。
【図５Ａ】本発明の一実施形態の半導体パッケージの断面図。
【図５Ｂ】図５Ａに示される半導体パッケージに封止樹脂が充填されている例を示す断面
図。
【図５Ｃ】図５Ｂに示される半導体パッケージに第２半導体素子が実装されている状態を
示す断面図。
【図６Ａ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｄ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｅ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｆ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｇ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｈ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｉ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｊ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｋ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｌ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｍ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図６Ｎ】本発明の一実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図７Ａ】本発明の他の実施形態のプリント配線板の断面図。
【図７Ｂ】本発明の他の実施形態のプリント配線板の製造方法を示す図。
【図７Ｃ】図７Ａに示される他の実施形態のプリント配線板に電子部品が実装されている
状態を示す断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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　本発明のプリント配線板の一実施形態が、図面を参照して説明される。図１は、実施形
態のプリント配線板１の断面を説明する図である。プリント配線板１は、第１面１１Ｆと
第１面１１Ｆの反対側の第２面１１Ｂとを有するビルドアップ配線層１１と、ビルドアッ
プ配線層１１の第１面１１Ｆ上に形成されているモールド樹脂層１０と、電子部品と接続
される第１パッド２１を露出するキャビティ（凹部）５とを有している。モールド樹脂層
１０は、外部の配線板と接続される第２パッド２２の一部を露出する開口１４ａを具備す
る。そして、導体ポスト１４が、第２パッド２２に接するようにモールド樹脂層１０の開
口１４ａ内にめっき層により形成されている。
【００１０】
　導体ポスト１４は、無電解めっき膜２６と電解めっき膜２７とからなり、モールド樹脂
層１０を貫通する柱状の導体である。導体ポスト１４の第２パッド２２側と反対側の端面
１４ｂは、モールド樹脂層１０の表面（プリント配線板１の第１面１Ｆ）に露出している
。開口１４ａは、たとえば、モールド樹脂層１０の表面からレーザー光をモールド樹脂層
１０に照射することにより形成される。レーザー光のパワーは、モールド樹脂層１０の表
面側から第２パッド２２側に向かって徐々に弱まり易い。そのため、開口１４ａ、および
開口１４ａ内にめっき層により形成される導体ポスト１４は、図１に示されるように、第
２パッド２２に向かって縮径するテーパー形状を有している。
【００１１】
　本実施形態では、図１に示されるように、無電解めっき膜２６と電解めっき膜２７とか
らなる導電体が開口１４ａ内に充填されて、導体ポスト１４が形成されている。好ましく
は、無電解めっき膜２６は銅めっき膜である。無電解めっき膜２６は、好ましくは０．０
５μｍ以上であって、１μｍ以下の厚さに形成される。無電解めっき膜２６は、たとえば
、ニッケルなどの銅以外の金属から形成されてもよい。また、必要に応じて、スパッタリ
ング法により薄い金属（たとえば銅などの）膜が形成されてもよい。電解めっき膜２７は
、好ましくは、銅めっき膜である。電解めっき膜２７は、ニッケルなどの他の金属材料か
らなるめっき膜であってもよい。
【００１２】
　本実施形態によれば、導体層２０の第２パッド２２およびモールド樹脂層１０上の無電
解めっき膜２６をシード層としてめっき処理を行うことにより導体ポスト１４がめっき層
により形成される。無電解めっき膜２６は開口１４ａの内壁にも形成されている。開口１
４ａの内壁面上にもシード層が存在するため、開口１４ａ内が電解めっき膜２７（および
無電解めっき膜２６）で確実に充填されると考えられる。導体ポスト１４の機械的強度が
高いと考えられる。また、導体層２０と導体ポスト１４との接続が同種金属同士の接合で
あり、接合強度が高いと考えられる。導体ポスト１４と導体層２０との熱膨張率の差によ
る応力も少ないと考えられる。導体ポスト１４による電気的接続の長期的な信頼性が高い
と考えられる。
【００１３】
　本実施形態によれば、開口１４ａの内壁の全域に亘って無電解めっき膜２６が形成され
ているため、電流密度が均一となり、電解銅めっきによる充填が比較的均一な密度で確実
に実施される。導体ポスト１４の接続信頼性が向上すると考えられる。後述されるように
、めっき処理の前に、好ましくは、開口１４ａの内壁面はデスミア処理などで粗化処理さ
れている。無電解めっき膜２６と開口１４ａの壁面との接触面積が大きくなり、導体ポス
ト１４とモールド樹脂層１０との密着性が向上する。外部の配線板が第２パッド２２を介
してプリント配線板１に接続される場合は、両者のあいだに熱膨張差による熱歪みが生じ
、導体ポスト１４に剪断応力や引っ張り応力が加わり易くなる。本実施形態によれば、導
体ポスト１４が確実に固定される。モールド樹脂層１０と導体ポスト１４との剥がれが防
止され得る。プリント配線板１の信頼性が向上することがある。
【００１４】
　図１では、導体ポスト１４の端面１４ｂは、モールド樹脂層１０の表面よりも凹んでい
る。導体ポスト１４を介した外部の配線板との接続において、モールド樹脂層１０の部分



(6) JP 2017-41500 A 2017.2.23

10

20

30

40

50

が、はんだなどの接合材の壁となり得る。隣接する電極などと接合材などとの接触により
電気的にショート状態となることが防止され得る。
【００１５】
　図２Ａおよび２Ｂに導体ポスト１４の別例がそれぞれ示されている。図２Ａには、導体
ポスト１４の端面１４ｂがモールド樹脂層１０の表面と略面一に形成されている例が示さ
れている。たとえば、外部の配線板のパッドと導体ポスト１４とが、接合材などを用いず
に銅－銅接合などで接続される場合は、図２Ａに示される例でも、ショートなどの不具合
は生じ難いと考えられる。導体ポスト１４の端面１４ｂは、図２Ｂに示される例のように
、導体ポスト１４の内方に向けて凹となる凹曲面であってもよい。外部の配線板との接続
にはんだなどの接合材が用いられる場合、図２Ａの例に比べて、ショートなどの発生リス
クが少ないと考えられる。また、図２Ａの例に比べて端面１４ｂの面積が大きい。このよ
うな形状は、導体ポスト１４を形成している電解めっき膜２７をエッチング処理する、特
にオーバーエッチング処理することにより形成され得る。外部の配線板が、より強固に接
合されると考えられる。
【００１６】
　導体ポスト１４の端面１４ｂと側面とでは、表面粗さが異なっていてもよい。導体ポス
ト１４の端面１４ｂの粗さの方が、側面の粗さよりも低い方が好ましいことがある。端面
１４ｂにおいては、粗面の深過ぎない凹部内へのはんだなどの十分な流れ込みにより接触
面積が確保される。一方、導体ポスト１４の側面では、モールド樹脂層１０との間で、よ
り強いアンカー効果が得られ、密着強度が向上すると考えられる。導体ポスト１４の端面
１４ｂの表面粗さは、たとえば、算術平均粗さで、０．１μｍ以上、１．０μｍ以下、好
ましくは、０．２μｍ以上、０．５μｍ以下である。また、導体ポスト１４の側面の表面
粗さは、たとえば、１．０μｍ以上、１０μｍ以下、好ましくは、１．０μｍ以上、５μ
ｍ以下である。
【００１７】
　キャビティ５には、好ましくは、プリント配線板１に実装される電子部品が収容される
。キャビティ５は、底面５ｂに第１パッド２１を露出し、そして、プリント配線板１の第
１面１Ｆに開口部を有している。たとえば電子部品が第１パッド２１を介してプリント配
線板１と接続され得る。
【００１８】
　電子部品の例は、半導体素子、受動素子（キャパシタや抵抗器やインダクタなど）、再
配線層を有するインターポーザ、再配線層を有する半導体素子、ＷＬＰ（Wafer Level Pa
ckage）などである。
【００１９】
　実施形態のプリント配線板１の平面図の一例が図３に示されている。図３は、実施形態
のプリント配線板１の第１面１Ｆ側を示している。図３に線Ｉ－Ｉで示されている第１パ
ッド２１を通る位置での断面を説明する図が図１である。図３では、第１パッド２１は、
プリント配線板１の略中央に集中して形成されている。すなわち、図３では、底面５ｂに
第１パッド２１を露出するキャビティ５が、プリント配線板１の略中央の位置に形成され
ている。キャビティ５内に電子部品を実装することが容易である。また、複数のキャビテ
ィ５が、分離して設けられていてもよい。図３に示されているように、プリント配線板１
のキャビティ５の外周側のモールド樹脂層１０の表面に導体ポスト１４の端面１４ｂが露
出している。
【００２０】
　図３には、図の簡略化のため、９個の第１パッド２１だけが示されているが、実際には
、遥かに多い数の第１パッド２１が形成され得る。キャビティ５内に複数の電子部品が収
容されて、それぞれが第１パッド２１を介してプリント配線板１の配線層と接続されても
よい。キャビティ５の配置や大きさおよび第１パッド２１の数や配置は、キャビティ５内
に実装される電子部品の数や電極の配置にしたがって適宜選択され得る。なお、本実施形
態では、第１パッド２１間の距離（ピッチ）Ｐ１は、第２パッド２２間の距離（ピッチ）
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Ｐ２より小さい。本実施形態では、導体ポスト１４は第２パッド２２上にそれぞれの中心
線が互いに重なるように接合されているため、導体ポスト１４間の距離（ピッチ）Ｐ３は
第２パッド２２間の距離（ピッチ）Ｐ２と等しい。したがって、図３に示されるように、
第１パッド２１間の距離（ピッチ）Ｐ１は、導体ポスト１４間の距離（ピッチ）Ｐ３より
小さい。
【００２１】
　導体ポスト１４の配置は、図３に示される配置に限定されない。任意の数の導体ポスト
１４が、プリント配線板１と接続される外部の配線板に応じて任意の位置に形成されてよ
い。たとえば、第１パッド２１、第２パッド２２、および導体ポスト１４はそれぞれ、格
子状または千鳥状配列で形成されていてもよい。
【００２２】
　実施形態のプリント配線板は、ビルドアップ配線層を含む。ビルドアップ配線層は、交
互に積層される樹脂絶縁層と所定の配線パターンを有する導体層とから構成される。図１
に示されるプリント配線板１では、ビルドアップ配線層１１の第１面１１Ｆ側の最表層に
樹脂絶縁層３０が形成されている。樹脂絶縁層３０上に導体層２０が形成されている。樹
脂絶縁層３０の導体層２０側と反対側に第２導体層４０および第２樹脂絶縁層５０が形成
されている。第２樹脂絶縁層５０の第２導体層４０側と反対側に第３導体層６０が形成さ
れている。第３導体層６０は第２樹脂絶縁層５０に埋め込まれている。第３導体層６０の
一面が第２樹脂絶縁層５０から露出している。導体層２０と第２導体層４０、および、第
２導体層４０と第３導体層６０とは、樹脂絶縁層３０および５０をそれぞれ貫通するビア
導体３５および５５によって接続されている。
【００２３】
　ビルドアップ配線層１１内の樹脂絶縁層３０および第２樹脂絶縁層５０は、エポキシ樹
脂などの樹脂材料により主に形成される。樹脂材料は、補強材にエポキシもしくは他の樹
脂組成物を含浸させたプリプレグ材であってもよい。補強材は特に限定されず、好ましく
は、ガラス繊維などが用いられる。樹脂材料は、シリカやアルミナなどの無機フィラーを
３０質量％以上、９０質量％以下含んでいてもよい。樹脂絶縁層は、たとえば、５μｍ以
上であって、３０μｍ以下の厚さに形成されている。
【００２４】
　プリント配線板１は、ビルドアップ配線層１１の第１面１１Ｆに形成されるモールド樹
脂層１０を有する。モールド樹脂層１０には、第１パッド２１を底面に露出するキャビテ
ィ５と第２パッド２２の一部を露出する開口１４ａとが設けられている。モールド樹脂層
１０の材料は、良好な絶縁性を有するものであれば、特に限定されない。材料の例は、エ
ポキシ樹脂である。モールド樹脂層１０の材料は、ＳｉＯ2などを含む無機フィラーを含
んでいてもよい。含有される無機フィラーの量は、たとえば、６０質量％以上、９５質量
％以下である。
【００２５】
　モールド樹脂層１０は、たとえば、５０μｍ以上、１５０μｍ以下の厚さを有する。こ
の厚さは、キャビティ５の深さに略等しい。キャビティ５の深さとは、プリント配線板１
の第１面１Ｆから第１パッド２１の表面までの距離である。この距離は、たとえば、後述
されるように、モールド樹脂層１０の形成時に用いられるダミー部材７（図６Ｇ参照）の
厚さを変えることにより容易に調整され得る。キャビティ５の深さは、キャビティ５に収
容される電子部品の厚さなどに応じて任意に選択される。
【００２６】
　図３に示される例では、キャビティ５の平面形状は略正方形である。キャビティ５の平
面形状は、これに限定されず、円形などの他の形状であってもよい。キャビティ５内に収
容される電子部品の形状などに応じて、キャビティ５は任意の平面形状で形成され得る。
【００２７】
　導体ポスト１４は、３０μｍ以上であって、１５０μｍ以下の高さを有する。導体ポス
ト１４の高さはモールド樹脂層１０の厚さに応じて設定される。すなわち、導体ポスト１
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４の高さは、キャビティ５の深さに応じて設定され得る。導体ポスト１４は２段階で形成
されてもよい。この例が図４に示されている。積層構造の導体ポストは、深いキャビティ
５が形成される場合に好ましいと考えられる。第１の導体ポスト１４１の端面１４１ｂ上
に第２の導体ポスト１４２が形成されている。第１の導体ポスト１４１の形成後、端面１
４１ｂ上に無電解めっき膜が形成され、この無電解めっき膜をシード層として第２の導体
ポスト１４２の電解めっき膜が形成されている。積層構造の導体ポストの詳細な製造方法
は後述される。全体として比較的高い高さを有する導体ポスト１４が形成される場合であ
っても、個々の導体ポスト１４１、１４２の高さは、導体ポスト１４の所望の高さの略半
分になり得る。第１および第２導体ポスト１４１、１４２形成用の開口１４ａ内が比較的
ムラなく電解めっき膜で充填されると考えられる。密度の均一な、また、ボイドなどの少
ない導体ポスト１４が形成されると考えられる。導体ポスト１４は、２層以上の積層構造
を有していてもよい。任意の高さの導体ポストが形成され得る。
【００２８】
　本実施形態のプリント配線板を用いて半導体パッケージが構成され得る。一実施形態の
半導体パッケージ１００が図５Ａに示されている。
【００２９】
　半導体パッケージ１００は、一方の表面ＳＦ１に第１半導体素子１０５が実装されてい
るプリント配線板１０１と、プリント配線板１０１の一方の表面ＳＦ１上に搭載される他
の配線板１１０とを有している。プリント配線板１０１には、好ましくは、図１に示され
るプリント配線板１が用いられる。図５Ａには、その一例が示されている。従って、図５
Ａに示されるプリント配線板１０１の多くの構成要素は、図１に示されるプリント配線板
１と同様であり、そのような構成要素は同一の符号が付され、詳細な説明は省略される。
プリント配線板１０１は、図１に示されるプリント配線板１に限定されず、前述のプリン
ト配線板１の説明中に示されている各構成要素についての各種の変更、変形が取り入れら
れてもよい。
【００３０】
　図５Ａに示されるように、プリント配線板１０１は、図１に示されるプリント配線板１
と同様に、第１面１１Ｆと第１面１１Ｆの反対側の第２面１１Ｂとを有するビルドアップ
配線層１１と、ビルドアップ配線層１１の第１面１１Ｆ上に形成されているモールド樹脂
層１０と、電子部品と接続される第１パッド２１を露出するキャビティ５とを有している
。そして、第２パッド２２の一部を露出するモールド樹脂層１０の開口１４ａに、導体ポ
スト１４がめっき層により形成されている。導体ポスト１４は、前記第２パッド２２に向
かって縮径するテーパー形状を有している。モールド樹脂層１０の表面に、導体ポスト１
４の端面１４ｂが露出している。
【００３１】
　第１半導体素子１０５は、プリント配線板１０１のキャビティ５内に配置されている。
第１半導体素子１０５は電極１０６を有する。電極１０６が、プリント配線板１１０のキ
ャビティ５の底面５ｂに露出している第１パッド２１に接続されている。電極１０６と第
１パッド２１との接続方法は特に限定されないが、たとえば、加熱、加圧、および／また
は加振されることにより両者の間に金属間接合部が形成されて接続されてもよい。電極１
０６と第１パッド２１とは、はんだなどの導電性材料で形成される接合材（図示せず）を
用いて接続されてもよい。図５Ａに示される例では、キャビティ５内に１つの半導体素子
が収容されているが、複数の半導体素子がプリント配線板１０１に実装されていてもよい
。収容される半導体素子の種類は特に限定されない。好ましくは、キャビティ５の深さを
超えない厚さの電子部品が実装される。プリント配線板１内に実装可能な半導体素子の数
が増えると、たとえば、配線板１１０などの他の配線板との接続部の数が少なくなると考
えられる。半導体パッケージ１００や半導体パッケージ１００が用いられる電子機器の信
頼性が向上することがある。
【００３２】
　図５Ａに示されるように、配線板１１０は、プリント配線板１０１側の面の接続パッド
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１１２上にバンプ１１１を具備している。バンプ１１１を介して配線板１１０が導体ポス
ト１４に接続される。プリント配線板１０１では、図１に示されるプリント配線板１と同
様に、導体ポスト１４が、開口１４ａの内壁の全域に亘って形成される無電解めっき膜２
６と電解めっき膜２７とにより形成されている。導体ポスト１４が第２パッド２２に強固
に直接接合されている。図５Ａに示される例では、プリント配線板１０１の導体ポスト１
４の端面１４ｂはモールド樹脂層１０の表面よりも凹んでいる。配線板１１０のバンプ１
１１と導体ポスト１４との接続において、ショートなどが起こりにくい。配線板１１０と
プリント配線板１０１とが高い信頼性をもって接続されている。
【００３３】
　配線板１１０の構造や材料は特に限定されない。配線板１１０は、樹脂材料からなる樹
脂絶縁層と銅箔などからなる導体層とで構成されるプリント配線板（たとえばコアレス配
線板）であってもよい。配線板１１０は、アルミナまたは窒化アルミなどの無機材料から
なる絶縁性基材の表面に導体膜が形成された配線板であってもよい。また、第１半導体素
子１０５も、特に限定されない。第１半導体素子１０５には、マイコン、メモリ、ＡＳＩ
Ｃなど、任意の半導体素子が用いられ得る。バンプ１１１の材料も特に限定されず、任意
の導電性材料が用いられ得る。好ましくは、はんだ、金、銅などの金属が用いられる。
【００３４】
　図５Ｂには、図５Ａに示される半導体パッケージ１００のプリント配線板１０１と配線
板１１０との間に封止樹脂１２０が充填されている例が示されている。このように、封止
樹脂１２０が充填されると、第１半導体素子１０５が機械的なストレスから保護される。
また、周囲の温度変化によるプリント配線板１０１の伸縮や反りなどが制限される。それ
により、第１半導体素子１０５との接合部に生じる応力が軽減され得る。その結果、接続
信頼性が向上するという利点がある。図５Ｂに示される例では、封止樹脂１２０が、配線
板１１０側に空間を残して充填されている。しかし、封止樹脂１２０は、少なくとも第１
半導体素子１０５を覆うように充填されていればよい。たとえば、封止樹脂１２０がキャ
ビティ５内のみに充填されてもよい。また、封止樹脂１２０がプリント配線板１０１と配
線板１１０との隙間を完全に満たすように充填されてもよい。封止樹脂１２０は任意の厚
さで第１半導体素子１０５を覆うように充填され得る。
【００３５】
　封止樹脂１２０の材料は特に制限されない。たとえば、第１半導体素子１０５、および
／またはモールド樹脂層１０の熱膨張率と近い熱膨張率を有する材料が用いられる。好ま
しくは、適度にＳｉＯ2などの無機フィラーを含有する熱硬化性のエポキシ樹脂が用いら
れる。封止樹脂１２０の充填方法は特に限定されない。たとえば、封止樹脂１２０は、液
状の状態で注入された後に加熱されて硬化してもよい。
【００３６】
　図５Ｃには、図５Ｂに示される半導体パッケージ１００の配線板１１０上に第２半導体
素子１１５が実装されている例が示されている。第２半導体素子１１５の一面に設けられ
ている電極（図示せず）は、ボンディングワイヤ１１６により配線板１１０に接続されて
いる。第２半導体素子１１５は、フリップチップ実装方式により接続されてもよい。図５
Ｃに例示される半導体パッケージを用いることで、小型、かつ、高機能の半導体装置が提
供され得る。
【００３７】
　つぎに、本実施形態の配線板１の製造方法の一例が、図６Ａ～６Ｎを参照して説明され
る。
【００３８】
　本実施形態の配線板１の製造方法では、まず、図６Ａに示されるように、出発材料とし
て、ベース板８０およびキャリア銅箔８１付き金属膜（金属箔）８２が用意される。キャ
リア銅箔付き金属膜のキャリア銅箔８１と金属膜８２とは、たとえば、熱可塑性の接着剤
（図示せず）により接着される。そして、キャリア銅箔付き金属膜のキャリア銅箔８１が
、たとえばプリプレグからなるベース板８０に熱圧着により貼り付けられている。キャリ
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ア銅箔８１と金属膜８２とは、外周付近の余白部だけで接合されてもよい。ベース板８０
は、適度な剛性を有しているものであればよい。たとえば、ベース板８０は、銅などの金
属板またはセラミックスなどの絶縁板であってもよい。金属膜８２は、たとえば、１μｍ
以上、６μｍ以下の厚さの銅箔である。
【００３９】
　図６Ａ～６Ｌには、ベース板８０の両側の面に金属膜８２が接合され、それぞれの面に
おいて、ビルドアップ配線層１１などが形成される製造方法の一例が示されている。しか
し、ベース板８０の一方の面だけにビルドアップ配線層１１などが形成されてもよい。ま
た、両側で互いに異なる回路パターンを有する導体層などが形成されてもよい。以下の説
明では、他面８０Ｂ側に関しての説明、および、各図面における他面８０Ｂ側の符号は省
略される。
【００４０】
　図６Ｂに示されるように、金属膜８２上に、第３導体層６０の導体パターンが形成され
る。第３導体層６０の導体パターンは、次の工程で形成される。第３導体層６０の導体パ
ターンを形成する位置に開口を有するレジストパターン（図示せず）が形成される。この
レジストパターンの開口内に、金属膜８２をシード層とする電気めっきによりめっき導体
が充填される。レジストパターンが除去されることにより、所定の導体パターンを有する
第３導体層６０が形成される。第３導体層６０は、好ましくは、５μｍ以上であって、２
５μｍ以下程度の厚さに形成される。
【００４１】
　次に、図６Ｃに示されるように、金属膜８２の上および第３導体層６０上に第２樹脂絶
縁層５０が形成される。たとえば、フィルム状の絶縁材が第３導体層６０上に積層され、
加圧されると共に加熱される。続いて、第２樹脂絶縁層５０の第３導体層６０側と反対側
の表面の所定の場所に好ましくはＣＯ2レーザー光が照射される。図６Ｄに示されるよう
に、第３導体層６０に向かって縮径するテーパー形状を有する導通用孔５５ａが形成され
得る。
【００４２】
　導通用孔５５ａ内および第２樹脂絶縁層５０の表面上に、たとえば無電解めっきにより
金属層４１が形成される。金属層４１は、スパッタリングや真空蒸着などにより形成され
てもよい。
【００４３】
　金属層４１上に、所定の位置に開口を有するレジストパターン（図示せず）が形成され
る。金属層４１をシード層としてその表面にめっき膜４２が、電気めっきにより形成され
る。図６Ｅに示されるように、第２樹脂絶縁層５０上の金属層４１およびめっき膜４２に
より第２導体層４０が形成される。また、導通用孔５５ａ内の金属層４１およびめっき膜
４２によりビア導体５５が形成される。レジストパターンが除去される。金属層４１の露
出部分がエッチングなどにより除去される。金属層４１およびめっき膜４２の材料は、特
に限定されないが、好ましくは、銅が用いられる。第２導体層４０は、好ましくは、５μ
ｍ以上であって、２５μｍ以下の厚さに形成される。
【００４４】
　次に、第２導体層４０および第２樹脂絶縁層５０上に、第２樹脂絶縁層５０の形成方法
と同様な方法で樹脂絶縁層３０が形成される。樹脂絶縁層３０上に、第２導体層４０の形
成方法と同様な方法で導体層２０が形成される。導体層２０は、第１パッド２１と第２パ
ッド２２とを含む。ビア導体５５の形成方法と同様な方法で樹脂絶縁層３０を貫通するビ
ア導体３５が形成される（図６Ｆ）。
【００４５】
　図６Ｇに示されるように、キャビティ５の形成領域にダミー部材７が配置される。ダミ
ー部材７は、たとえば、キャビティ５の形成領域と略同じ大きさおよび形状に形成された
樹脂フィルムである。たとえば、第１パッド２１および樹脂絶縁層３０に対して良好な密
着性を有するものの、強い接着性を示さないようなフィルムが使用され得る。たとえば、
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ダミー部材７は、図６Ｇに示されるように、接着剤８により接着されてもよい。ダミー部
材７および接着剤８としては、モールド樹脂層１０と接着しない材料が好ましい。ダミー
部材７は、たとえば、ポリイミドなどの樹脂材料からなる。接着剤８には、第１パッド２
１および樹脂絶縁層３０に対して、剥離可能な程度の接着性を有するものが用いられる。
ダミー部材７および／または接着剤８の厚さを適宜選択することにより、キャビティ５の
深さが容易に調整され得る。
【００４６】
　続いて、モールド樹脂層１０が、ダミー部材７を覆うように形成される（図６Ｈ）。モ
ールド樹脂は、たとえば、液状やペースト状で、ノズルからの吐出により供給され得る。
フィルム状のモールド樹脂がダミー部材７上に積層され、加熱されてもよい。加熱などに
より軟化したモールド樹脂によって、ダミー部材７や樹脂絶縁層３０などが覆われ得る。
モールド樹脂層１０の表面がダミー部材７の一面７Ｆよりも上方に位置するように、モー
ルド樹脂層１０は形成される。モールド樹脂層１０は、たとえば、３０μｍ以上、１５０
μｍ以下の厚さに形成される。
【００４７】
　図６Ｉに示されるように、モールド樹脂層１０を貫通する開口１４ａが形成される。開
口１４ａは、第２パッド２２の一部を露出するように形成される。開口１４ａの形成後、
付着した樹脂残渣を除去するため、好ましくは、過マンガン酸溶液への浸漬などにより開
口１４ａ内のデスミア処理が行われる。デスミア処理に用いる過マンガン酸溶液等での処
理時間の調整により、開口１４ａの内壁面の表面粗さが調整され得る。導体ポスト１４と
開口１４ａの壁面との密着性が向上すると考えられる。デスミア処理中、モールド樹脂層
１０の表面が粗化されてもよい。
【００４８】
　図６Ｊに示されるように、開口１４ａの内壁面上に、無電解めっき膜２６が形成される
。無電解めっき膜２６をシード層として電解めっき膜２７が形成される（図６Ｋ）。無電
解めっき膜２６および電解めっき膜２７により開口１４ａが充填され、導体ポスト１４が
形成される。モールド樹脂層１０の表面上にも、導体膜１７が形成され得る。
【００４９】
　図６Ｌに示されるように、ダミー部材７の一面７Ｆがモールド樹脂層１０から露出する
ように、モールド樹脂層１０の表面側が研磨される。好ましくは、ダミー部材７の一面７
Ｆが露出するところでモールド樹脂層１０の研磨は終了する。キャビティ５の深さが、ダ
ミー部材７の厚さに略等しくなる。また、所望の深さのキャビティ５を形成するために、
ダミー部材７の厚さがキャビティ５の所望の深さと等しくなるまで、ダミー部材７の一面
７Ｆ側の部分とモールド樹脂層１０とが研磨されてもよい。モールド樹脂層１０の研磨に
は、たとえば、サンドブラスト、バフ研磨、または、化学機械研磨（ＣＭＰ：Chemical M
echanical Polishing）などが用いられるが、研磨方法はこれらに限定されない。
【００５０】
　その後、図６Ｍに示されるように、ベース板８０およびキャリア銅箔８１が除去される
。前述のように、キャリア銅箔８１と金属膜８２とは、熱可塑性樹脂により接着されてい
る。そのため、たとえば温度を上昇させて力を加えることによりベース板８０およびキャ
リア銅箔８１と金属膜８２とは簡単に分離される。その結果、金属膜８２のキャリア銅箔
８１との接合面が露出する。なお、このキャリア銅箔８１と金属膜８２とがその周囲のみ
で接着されている場合には、その接着されている部分の内側を切断することにより、両者
は簡単に分離される。図６Ｍには、図６Ｌ中のベース板８０の上面側のプリント配線板が
示されている。
【００５１】
　ダミー部材７が工程途上のプリント配線板から除去される。たとえば、ダミー部材７の
一面７Ｆが治工具などに吸着され、引き上げられる。接着剤８が用いられている場合は、
好ましくは、ダミー部材７と共に接着剤８も除去される。ダミー部材７および接着剤８は
溶剤などにより除去されてもよい。図６Ｎに示されるように、モールド樹脂層１０に周囲
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を囲まれているキャビティ５が形成される。
【００５２】
　金属膜８２が、エッチングなどにより除去される。導体ポスト１４および第１パッド２
１に金属膜８２と同じ材料が用いられる場合には、導体ポスト１４の端面１４ｂおよび第
１パッド２１の露出面２１ａも、同時にエッチングされる。その結果、図１に示されるプ
リント配線板１のように、導体ポスト１４の端面１４ｂがモールド樹脂層１０の表面より
も凹んでもよい。図１に示されるプリント配線板１が完成する。なお、必要に応じてプリ
ント配線板１の裏面側（ビルドアップ配線層１１の第２面１１Ｂ側）にソルダーレジスト
（図示せず）が塗布されてもよい。
【００５３】
　導体ポスト１４の端面１４ｂは金属膜８２の除去時のエッチングにより粗化され得る。
モールド樹脂層１０内の開口１４ａの内壁面の表面粗さは、前述のデスミア処理によって
調整され得る。導体ポスト１４は、端面１４ｂとモールド樹脂層１０に接する側面とで異
なる表面粗さを有していてもよい。
【００５４】
　また、２組より少ないまたは多い導体層と樹脂絶縁層とを積層してなるビルドアップ配
線層を有するプリント配線板は、図６Ｃ～６Ｅに示される工程の繰り返し数の調整により
製造され得る。
【００５５】
　図４に示されるプリント配線板は、図６Ｇ～６Ｌを参照して説明された工程を繰り返す
ことにより製造され得る。すなわち、モールド樹脂層１０の研磨によるダミー部材７の一
面７Ｆの露出後、図６Ｇ～６Ｌに示される工程が繰り返される。ダミー部材７の一面７Ｆ
上に、第２のダミー部材（図示せず）が、直接または接着剤を介して配置される。第２の
ダミー部材を覆うように第２のモールド樹脂層１０ａが形成され、開口１４２ａがレーザ
ー光により形成される。開口１４２ａは、第１の導体ポスト１４１の端面１４１ｂの一部
を底面に露出するように形成される。開口１４２ａ内を無電解めっき膜２６１および電解
めっき膜２７１で充填することにより第２の導体ポスト１４２が形成される。そして、第
２のダミー部材の一面が露出するように第２のモールド樹脂層１０ａが研磨される。第１
の導体ポスト１４１、および第１の導体ポスト１４１の端面１４１ｂに強固に接合されて
いる第２の導体ポスト１４２からなる積層構造の導体ポスト１４が形成される。なお、ダ
ミー部材７および第２のダミー部材は、前述のように金属膜８２の除去の前などに、一括
して、または１つずつ除去される。図６Ｇ～６Ｌに示される工程をさらに繰り返すことに
より、３層以上の積層構造の導体ポストが形成され得る。比較的厚い電子部品を収容可能
な深いキャビティと、そのキャビティの上方に配置される他の配線板と接続可能な所望の
高さの導体ポストとを有するプリント配線板が製造され得る。
【００５６】
　図７Ａは、図１に示されるプリント配線板１の変形例で、さらに他の実施形態を示す図
である。このプリント配線板１ｂは、前述の図１に示されるプリント配線板１のビルドア
ップ配線層１１の第２面１１Ｂ側にベース板８０が設けられている。プリント配線板１ｂ
の撓みや曲折が防止される。プリント配線板１ｂの取り扱いが容易になると考えられる。
ベース板８０とビルドアップ配線層１１の第２面１１Ｂとの間にキャリア銅箔８１付き金
属膜（金属箔）８２が設けられている。
【００５７】
　このようなプリント配線板１ｂは、たとえば、図７Ｂに示されるように、２枚のプリプ
レグなどを重ねて剥離しやすい接着剤８３で貼り合わされたベース板８０ｂを用いること
により形成され得る。接着材８３の部分が剥されることにより、ベース板８０を有するプ
リント配線板１ｂが２個得られる。このようなプリント配線板１ｂは、前述の図６Ａ～６
Ｎに示される製造方法の例で、図６Ｌの工程までは同様の方法で製造される。最初の工程
（図６Ａ）から、図７Ｂに示されるベース板８０ｂが用いられる。図７Ｂは、前述の工程
の図６Ｌに続く工程を示している。すなわち、図１に示されるプリント配線板１の製造方
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ト配線板１ｂの製造工程では、ベース板８０ｂは除去されないで、そのままダミー部材７
が工程途上のプリント配線板から除去される。ビルドアップ配線層１１がベース板８０ｂ
により安定しているため、作業が非常に容易になると考えられる。その後、接着材８３が
剥離される。
【００５８】
　図７Ｃに示されるように、プリント配線板１ｂのキャビティ５内に電子部品１０７が配
置され得る。電子部品１０７の電極がプリント配線板１ｂのキャビティ５の底面５ｂに露
出している第１パッド２１に接続される。ベース板８０の剛性により、キャビティ５内へ
の電子部品の実装工程などが容易になり得る。
【符号の説明】
【００５９】
１、１ｂ、１０１　プリント配線板
１Ｆ　　プリント配線板の第１面
５　　　キャビティ
５ｂ　　キャビティの底面
７　　　ダミー部材
７Ｆ　　ダミー部材の一面
１０　　モールド樹脂層
１１　　ビルドアップ配線層
１１Ｆ　ビルドアップ配線層の第１面
１１Ｂ　ビルドアップ配線層の第２面
１４　　導体ポスト
１４ｂ　導体ポストの端面
２０　　導体層
２１　　第１パッド
２２　　第２パッド
２６　　無電解めっき膜
２７　　電解めっき膜
３０　　樹脂絶縁層
４０　　第２導体層
５０　　第２樹脂絶縁層
６０　　第３導体層
８０、８０ｂ　ベース板
８１　　キャリア銅箔
８２　　金属膜
１００　半導体パッケージ
１０５　第１半導体素子
１１０　配線板
１１１　バンプ
１１５　第２半導体素子
１１６　ボンディングワイヤ
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