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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】変形を抑制して、取扱性に優れ、撮像素子を精
度よく実装することのできる撮像素子実装基板を提供す
ること。
【解決手段】撮像素子実装基板１は、厚み方向に直交す
る面方向に、基板３０が整列配置されている略矩形状の
基板エリア２と、基板エリア２の周囲に、複数基板エリ
アの各辺に対応して、基板エリアを挟んで対向するよう
に配置される、独立した複数の補強部４と、基板エリア
２の内側に配置される補助補強部１８とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板が配置されている基板エリアと、
　前記基板エリアの周囲に配置される複数の補強部とを備え、
　前記複数の補強部のそれぞれは、互いに独立することを特徴とする、撮像素子実装基板
。
【請求項２】
　前記複数の補強部は、厚み方向に直交する面方向において前記基板エリアを挟んで互い
に対向する補強部を含むことを特徴とする、撮像素子実装基板。
【請求項３】
　前記基板エリアは、厚み方向に直交する面方向に複数の前記基板が整列配置されている
複数基板エリアであることを特徴とする、請求項１または２に記載の撮像素子実装基板。
【請求項４】
　前記複数基板エリアは、略矩形状を有し、
　前記複数の補強部は、前記複数基板エリアの各辺に対応して配置されることを特徴とす
る、請求項３に記載の撮像素子実装基板。
【請求項５】
　前記複数基板エリアの内側に配置される補助補強部をさらに備えることを特徴とする、
請求項３または４に記載の撮像素子実装基板。
【請求項６】
　前記基板エリアは、単数の前記基板が配置されている単数基板エリアであることを特徴
とする、請求項１または２に記載の撮像素子実装基板。
【請求項７】
　前記単数基板エリアは、略矩形状を有し、
　前記複数の補強部は、前記単数基板エリアの各辺に対応して配置されることを特徴とす
る、請求項６に記載の撮像素子実装基板。
【請求項８】
　前記複数の補強部のそれぞれは、略直線形状を有しており、
　前記複数の補強部は、前記複数の補強部のそれぞれを通過する仮想線が交点を有するよ
うに、配置されており、
　前記交点に対応する部分には、前記補強部が形成されていないことを特徴とする、請求
項４、５および７の少なくともいずれか一項に記載の撮像素子実装基板。
【請求項９】
　前記複数の補強部の材料は、金属であり、
　前記基板エリアは、樹脂フィルムを含むことを特徴とする、請求項１～８のいずれか一
項に記載の撮像素子実装基板。
【請求項１０】
　前記基板エリアの厚みが、５０μｍ以下であることを特徴とする、請求項１～９のいず
れか一項に記載の撮像素子実装基板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像素子実装基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、撮像用半導体を搭載するための撮像装置用半導体搭載用基板が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００５－２１０６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、撮像装置用半導体搭載用基板には、薄型化（低背化）が要求される。しかし、薄
型化が図られた撮像装置用半導体搭載用基板は、それが樹脂基板である場合には、とくに
、取り扱い時に、折れやしわなどを生じ易いという不具合がある。
【０００５】
　そこで、撮像用半導体が搭載されるエリアの周囲に枠状の金属補強部を設けることが試
案される。
【０００６】
　このような金属補強部を形成するには、まず、ベタの金属層に樹脂基板を積層し、その
後、外形加工により、金属層の中央部を除去する。
【０００７】
　しかるに、樹脂基板は、金属層との収縮率の相違に起因して、収縮力が生じるが、金属
層がベタ形状であるとき（外形加工前）には、金属層の支持力によって、変形が防止され
る。しかし、上記した外形加工によって、中央部が除去されると、金属層の支持力が低減
され、そのため、樹脂基板が収縮力によって撓む（変形する）。そうすると、その後の取
扱性に低下し、さらには、半導体を精度よく実装することができないという不具合がある
。
【０００８】
　本発明は、折れやしわの発生を抑制しつつ、変形を抑制して、取扱性に優れ、撮像素子
を精度よく実装することのできる撮像素子実装基板を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明（１）は、基板が配置されている基板エリアと、前記基板エリアの周囲に配置さ
れる複数の補強部とを備え、前記複数の補強部のそれぞれは、互いに独立する、撮像素子
実装基板を含む。
【００１０】
　この撮像素子実装基板では、複数の補強部で基板エリアを補強することにより、折れや
しわの発生を低減しつつ、複数の補強部のそれぞれは、互いに独立するので、複数の補強
部の間は、補強部がなく、そのため、基板エリアで生じる収縮力を逃がす（分散させる）
ことができる。そのため、収縮力に起因する変形を抑制することができる。その結果、こ
の撮像素子実装基板は、折れやしわの発生を低減しつつ、取扱性に優れ、撮像素子を精度
よく実装することができる。
【００１１】
　本発明（２）は、前記複数の補強部は、厚み方向に直交する面方向において前記基板エ
リアを挟んで互いに対向する補強部を含む、撮像素子実装基板を含む。
【００１２】
　この撮像素子実装基板では、複数の補強部は、面方向において基板エリアを挟んで互い
に対向する補強部を含むので、取り扱い時の折れやしわの発生を抑制しながら、収縮力に
起因する変形を抑制することができる。
【００１３】
　本発明（３）は、前記基板エリアは、複数の前記基板が整列配置されている複数基板エ
リアである、（１）または（２）に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００１４】
　この撮像素子実装基板では、基板エリアは、厚み方向に直交する面方向に複数の基板が
整列配置されている複数基板エリアであるので、複数の基板をまとめて補強することがで
きる。
【００１５】
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　本発明（４）は、前記複数基板エリアは、略矩形状を有し、前記複数の補強部は、前記
複数基板エリアの各辺に対応して配置される、（３）に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００１６】
　この撮像素子実装基板では、複数の補強部は、複数基板エリアの各辺に対応して配置さ
れるので、複数の基板を効率よく補強することができる。
【００１７】
　本発明（５）は、前記複数基板エリアの内側に配置される補助補強部をさらに備える、
（３）または（４）に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００１８】
　この撮像素子実装基板では、補助補強部によって、複数基板エリア内の基板を補強しつ
つ、補強部によって、複数の基板をまとめて補強することができる。
【００１９】
　本発明（６）は、前記基板エリアは、単数の前記基板が配置されている単数基板エリア
である、（１）または（２）に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００２０】
　この撮像素子実装基板では、基板エリアは、単数の基板が整列配置されている単数基板
エリアであるので、各基板を確実に補強することができる。
【００２１】
　本発明（７）は、前記単数基板エリアは、略矩形状を有し、前記複数の補強部は、前記
単数基板エリアの各辺に対応して配置される、（６）に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００２２】
　この撮像素子実装基板では、複数の補強部は、単数基板エリアの各辺に対応して配置さ
れるので、各基板を効率よく補強することができる。
【００２３】
　本発明（８）は、前記複数の補強部のそれぞれは、略直線形状を有しており、前記複数
の補強部は、前記複数の補強部のそれぞれを通過する仮想線が交点を有するように、配置
されており、前記交点に対応する部分には、前記補強部が形成されていない、（４）、（
５）および（７）の少なくともいずれか一項に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００２４】
　この撮像素子実装基板では、交点に対応する部分には、補強部が形成されていないので
、基板エリアで生じる収縮力を、交点に対応し、略直線形状を有する少なくとも２つの補
強部に沿って少なくとも２方向に逃がすことができる。
【００２５】
　本発明（９）は、前記複数の補強部の材料は、金属であり、前記基板エリアは、樹脂フ
ィルムを含む、（１）～（８）のいずれか一項に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００２６】
　この撮像素子実装基板では、複数の補強部の材料は、金属であり、基板エリアは、樹脂
フィルムを含むので、金属の収縮率と、樹脂の収縮率の差が大きく、そのため、上記した
収縮力を発生し易い。
【００２７】
　しかし、上記したように、複数の補強部のそれぞれが互いに独立するので、かかる収縮
力を逃がすことができる。その結果、収縮力に起因する変形を抑制することができる。従
って、この撮像素子実装基板は、取扱性に優れ、撮像素子を精度よく実装することができ
る。
【００２８】
　本発明（１０）は、前記基板エリアの厚みが、５０μｍ以下である、（１）～（７）の
いずれか一項に記載の撮像素子実装基板を含む。
【００２９】
　この撮像素子実装基板は、基板エリアの厚みが、５０μｍ以下と薄いので、薄型化を図
ることができる。
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【００３０】
　一方、薄い基板エリアでは、収縮力を発生し易い。しかし、この撮像素子実装基板では
、上記したように、かかる収縮力を逃がすことができる。そのため、収縮力に起因する変
形を抑制することができる。その結果、この撮像素子実装基板は、取扱性に優れ、撮像素
子を精度よく実装することができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の撮像素子実装基板は、折れやしわの発生を低減しつつ、取扱性に優れ、撮像素
子を精度よく実装することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態である撮像素子実装基板を備える長尺基板の平面図
を示す。
【図２】図２は、図１に示す撮像素子実装基板における複数基板エリアの拡大平面図を示
す。
【図３】図３は、図２に示す撮像素子実装基板のＡ－Ａ線に沿う断面図を示す。
【図４】図４は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【図５】図５は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【図６】図６は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【図７】図７は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【図８】図８は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【図９】図９は、本発明の撮像素子実装基板における単数基板エリアの変形例の平面図を
示す。
【図１０】図１０は、本発明の撮像素子実装基板における単数基板エリアの変形例の平面
図を示す。
【図１１】図１１は、本発明の撮像素子実装基板における単数基板エリアの変形例の平面
図を示す。
【図１２】図１２は、本発明の撮像素子実装基板の変形例の平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図１の左上図および図２に示すように、撮像素子実装基板１は、厚み方向と直交する第
１方向に延びる平板形状を有し、具体的には、所定の厚みを有し、平坦な表面および平坦
な裏面を有している。なお、撮像素子実装基板１は、第１方向に延び（長尺であり）、上
記した撮像素子実装基板１が整列配置された長尺基板１７を、第１方向および第２方向（
厚み方向および第１方向に直交する方向）に沿って切断して得られる。また、撮像素子実
装基板１は、次に説明する１つの撮像素子を実装する基板３０を複数備える。なお、上記
した第１方向および第２方向は、面方向に含まれる。
【００３４】
　撮像素子実装基板１は、撮像装置（図示せず）ではなく、撮像装置（図示せず）の一部
品、すなわち、撮像装置（図示せず）を作製するための部品であり、撮像素子（図示せず
）を含まず、部品単独で流通し、産業上利用可能なデバイスである。
【００３５】
　図１の左上図に示すように、撮像素子実装基板１は、複数の複数基板エリア３を備える
。
【００３６】
　複数基板エリア３は、平面視略矩形状のエリアであって、１つの撮像素子実装基板１に
、複数個、具体的には、第１方向に沿って２列、第２方向に沿って２列の合計４（＝２×
２）個、第１方向および第２方向のそれぞれに互いに間隔を隔てて整列配置される。
【００３７】
　複数の複数基板エリア３のそれぞれは、複数の基板３０が集合したエリアである。
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【００３８】
　基板３０は、平面視略矩形状を有し、１つの複数基板エリア３に、複数個、具体的には
、第１方向に沿って２列、第２方向に沿って３列の合計６（＝２×３）個、第１方向およ
び第２方向のそれぞれに互いに間隔を隔てて整列配置される。
【００３９】
　そして、複数基板エリア３は、上記した基板３０を確保する（を仕切る）基板エリア２
を複数含んでいる。
【００４０】
　図２に示すように、また、基板３０の面方向中央部には、実装エリア１０（破線）が仕
切られる。実装エリア１０は、１つの撮像素子（図示せず）を実装する平面視略矩形状の
エリアである。
【００４１】
　図２および図３に示すように、基板３０は、絶縁層５と、端子７とを備える。絶縁層５
および端子７は、後で詳述する。
【００４２】
　複数基板エリア３の内側であって、基板エリア２の外側には、補助補強部１８が設けら
れている。補助補強部１８は、絶縁層５中に埋設される補助補強層１９からなる。補助補
強層１９は、端子７と独立して設けられており、面方向に延びる略シート形状を有する。
補助補強部１８は、複数の基板エリア２間において、平面視略格子形状を有する。補助補
強部１８は、補強部４による基板３０（複数基板エリア３）の補強を補助する。
【００４３】
　なお、補助補強層１９は、撮像素子実装基板１において、複数基板エリア３の外側にお
いても、後述する補強部４以外のエリア全体に配置されている。補助補強層１９の厚みお
よび材料などは、後で詳述する。
【００４４】
　そして、この撮像素子実装基板１は、複数の複数基板エリア３のそれぞれの周囲に配置
される複数の補強部４を備える。
【００４５】
　補強部４は、複数基板エリア３の各辺に対応して設けられている。具体的には、補強部
４は、１つの複数基板エリア３の４辺に対応して４つ設けられている。４つの補強部４は
、１つの複数基板エリア３の４辺の面方向外側に微小な間隔を隔てて対向配置されている
。４つの補強部４は、互いに独立している。
【００４６】
　４つの補強部４は、第１方向において対向する第１補強部１１および第２補強部１２と
、第２方向に対向する第３補強部１３および第４補強部１４とからなる。
【００４７】
　第１補強部１１は、１つの複数基板エリア３の第１方向一方側に間隔を隔てて対向配置
される。第１補強部１１は、第２方向に沿って延びる略直線形状を有する。つまり、第１
補強部１１は、第２方向にわたって同一幅Ｗ１を有する。第１補強部１１の第２方向両端
縁のそれぞれは、第１方向に投影したときに、複数基板エリア３の第２方向両端縁のそれ
ぞれと重複する。
【００４８】
　第２補強部１２は、１つの複数基板エリア３の第１方向他方側に間隔を隔てて対向配置
される。第２補強部１２は、第２方向に沿って延びる略直線形状を有する。つまり、第２
補強部１２は、第２方向にわたって、上記と同一の幅Ｗ１を有する。第２補強部１２の第
２方向両端縁のそれぞれは、第１方向に投影したときに、複数基板エリア３の第２方向両
端縁のそれぞれと重複する。
【００４９】
　これにより、第１補強部１１および第２補強部１２は、第１方向において複数基板エリ
ア３を挟んで対向する。第１補強部１１の第２方向両端縁のそれぞれは、第１方向に投影
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したときに、第２補強部１２の第２方向両端縁のそれぞれと重複する。
【００５０】
　第３補強部１３は、１つの複数基板エリア３の第２方向一方側に間隔を隔てて対向配置
される。第３補強部１３は、第１方向に沿って延びる略直線形状を有する。つまり、第３
補強部１３は、第１方向にわたって、同一幅Ｗ２を有する。第３補強部１３の第１方向両
端縁のそれぞれは、第２方向に投影したときに、複数基板エリア３の第１方向両端縁のそ
れぞれと重複する。
【００５１】
　第４補強部１４は、１つの複数基板エリア３の第２方向他方側に間隔を隔てて対向配置
される。第４補強部１４は、第１方向に沿って延びる略直線形状を有する。つまり、第４
補強部１４は、第２方向にわたって、上記と同一の幅Ｗ２を有する。第４補強部１４の第
１方向両端縁のそれぞれは、第２方向に投影したときに、複数基板エリア３の第１方向両
端縁のそれぞれと重複する。
【００５２】
　これにより、第３補強部１３および第４補強部１４は、第２方向において複数基板エリ
ア３を挟んで対向する。第３補強部１３の第１方向両端縁のそれぞれは、第２方向に投影
したときに、第４補強部１４の第１方向両端縁のそれぞれと重複する。
【００５３】
　一方、互いに隣接する補強部４のそれぞれを通過する仮想線が交点ＩＳを有するように
、配置される一方、かかる交点ＩＳに対応する部分（欠損部分２０）には、補強部４が形
成されていない。
【００５４】
　具体的には、第１補強部１１および第３補強部１３のそれぞれを通過する仮想線が交点
ＩＳ１を有するように、配置される一方、かかる交点ＩＳ１に対応する部分（第１欠損部
分２１）には、補強部４が形成されていない。
【００５５】
　また、第１補強部１１および第４補強部１４のそれぞれを通過する仮想線が交点ＩＳ２
を有するように、配置される一方、かかる交点ＩＳ２に対応する部分（第２欠損部分２２
）には、補強部４が形成されていない。
【００５６】
　さらに、第２補強部１２および第３補強部１３のそれぞれを通過する仮想線が交点ＩＳ
３を有するように、配置される一方、かかる交点ＩＳ３に対応する部分（第３欠損部分２
３）には、補強部４が形成されていない。
【００５７】
　さらにまた、第２補強部１２および第４補強部１４のそれぞれを通過する仮想線が交点
ＩＳ４を有するように、配置される一方、かかる交点ＩＳ４に対応する部分（第４欠損部
分２４）には、補強部４が形成されていない。
【００５８】
　要するに、４つの補強部４は、平面視略矩形枠状の４つの頂点部のみを形成せず、４つ
の頂点部以外の部分で形成した、周方向に不連続な不連続パターンを有する。４つの頂点
部は、上記した４つの欠損部分２０（第１欠損部分２１、第２欠損部分２２、第３欠損部
分２３および第４欠損部分２４）に相当し、４つの頂点部以外の部分が、４つの補強部４
に相当する。
【００５９】
　第１補強部１１および第２補強部１２のそれぞれの幅Ｗ１の、第１補強部１１および第
２補強部１２間の距離Ｌ１に対する比（Ｗ１／Ｌ１）は、例えば、０．００５以上、好ま
しくは、０．０１以上であり、また、例えば、０．５以下、好ましくは、０．２以下であ
る。第３補強部１３および第４補強部１４のそれぞれの幅Ｗ２の、第３補強部１３および
第４補強部１４間の距離Ｌ２に対する比（Ｗ２／Ｌ２）は、例えば、０．００５以上、好
ましくは、０．０１以上であり、また、例えば、０．５以下、好ましくは、０．２以下で
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ある。
【００６０】
　第１補強部１１および第２補強部１２間の距離Ｌ１の、複数基板エリア３の第１方向長
さＬ３に対する比（Ｌ１／Ｌ３）は、例えば、１．００１以上、好ましくは、１．００５
以上であり、また、例えば、１．２以下、好ましくは、１．１以下である。第３補強部１
３および第４補強部１４間の距離Ｌ２の、複数基板エリア３の第２方向長さＬ４に対する
比（Ｌ２／Ｌ４）は、例えば、１．００１以上、好ましくは、１．００５以上であり、ま
た、例えば、１．２以下、好ましくは、１．１以下である。
【００６１】
　第１補強部１１および第３補強部１３の最短距離Ｌ５の、複数基板エリア３の第１方向
長さＬ３および第２方向長さＬ４の総和（Ｌ３＋Ｌ４）に対する比（Ｌ５／（Ｌ３＋Ｌ４
））は、例えば、０．００５以上、好ましくは、０．００８以上であり、また、例えば、
０．５以下、好ましくは、０．３以下である。第２補強部１２および第３補強部１３の最
短距離Ｌ６の、上記した総和（Ｌ３＋Ｌ４）に対する比（Ｌ６／（Ｌ３＋Ｌ４））と、第
２補強部１２および第４補強部１４の最短距離Ｌ７の、上記した総和（Ｌ３＋Ｌ４）に対
する比（Ｌ７／（Ｌ３＋Ｌ４））と、第１補強部１１および第４補強部１４の最短距離Ｌ
８の、上記した総和（Ｌ３＋Ｌ４）に対する比（Ｌ８／（Ｌ３＋Ｌ４））とは、上記した
比（Ｌ６／（Ｌ３＋Ｌ４））と同様である。
【００６２】
　補強部４は、補強層１５からなる。補強層１５は、次に詳説する。
【００６３】
　図２および図３に示すように、撮像素子実装基板１は、絶縁層５と、端子７および補助
補強層１９と、補強層１５とを備える。
【００６４】
　絶縁層５は、シート（フィルム）形状を有しており、端子７を絶縁可能に支持する。絶
縁層５は、ベース絶縁層６およびカバー絶縁層８を厚み方向一方側に向かって順に備える
。絶縁層５の材料としては、例えば、ポリイミドなどの樹脂が挙げられる。つまり、絶縁
層５として、可撓性を有する樹脂シート（樹脂フィルム）が挙げられる。絶縁層５の熱収
縮率は、線膨張係数として表され、例えば、５０ｐｐｍ以下、好ましくは、３０ｐｐｍ以
下であり、また、例えば、３ｐｐｍ以上、好ましくは、１０ｐｐｍ以上である。絶縁層５
の厚みは、例えば、２μｍ以上、好ましくは、１０μｍ以上であり、また、例えば、５０
μｍ以下、好ましくは、２０μｍ以下である。
【００６５】
　図２に示すように、端子７は、絶縁層５において設けられる貫通孔（図示せず）に充填
される。端子７は、実装エリア１０内において、複数整列配置されている。なお、端子７
は、図示しない配線を介して、外部側端子（図示せず）と電気的に接続されている。なお
、配線（図示せず）は、絶縁層５中に埋設されている。端子７および配線（図示せず）の
材料としては、例えば、銅などの導体が挙げられる。端子７および配線（図示せず）の厚
みは、例えば、１μｍ以上、好ましくは、３μｍ以上であり、また、例えば、１５μｍ以
下、好ましくは、１０μｍ以下である。
【００６６】
　補助補強層１９は、絶縁層５中に埋設されている。具体的には、補助補強層１９は、ベ
ース絶縁層６の厚み方向一方面に、カバー絶縁層８に被覆されるように、配置されている
。補助補強層１９の厚み方向他方面は、ベース絶縁層６の厚み方向一方面に接触している
。補助補強層１９の厚み方向一方面および面方向両側面は、カバー絶縁層８と接触してい
る。
【００６７】
　補助補強層１９の材料としては、靱性を有する材料が挙げられ、例えば、銅、銀、金、
ニッケルまたはそれらを含む合金、半田などの金属材料が挙げられ、好ましくは、銅が挙
げられる。補助補強層１９の材料が銅であれば、端子７および配線（図示せず）の材料が
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銅であれば、これらの形成と同時に、補助補強層１９を形成することができる。
【００６８】
　なお、補助補強層１９の剛性は、補助補強部１８が補強部４による基板３０の補強を補
助することから、補強層１５の剛性に比べて、低い。具体的には、補強層１５の２５℃に
おけるヤング率Ｅ２の、補強層１５の２５℃におけるヤング率Ｅ１に対する比（Ｅ２／Ｅ
１）は、例えば、１超過、好ましくは、１．２以上、より好ましくは、１．３以上であり
、また、例えば、１０以下である。
【００６９】
　補助補強層１９の厚みは、上記した配線（図示せず）の厚みと同一であり、０．５μｍ
以上、好ましくは、２μｍ以上であり、また、例えば、２０μｍ以下、好ましくは、１２
μｍ以下、より好ましくは、８μｍ以下である。
【００７０】
　なお、複数基板エリア３における厚みは、複数基板エリア３における最大厚みとして算
出され、具体的には、絶縁層５および補助補強層１９の総厚みに相当し、具体的には、例
えば、５０μｍ以下、好ましくは、４０μｍ以下、より好ましくは、３０μｍ以下であり
、また、例えば、１０μｍ以上である。
【００７１】
　上記した厚みが上記した上限以下であれば、薄型化を図ることができる。一方、上記し
た厚みが上記した上限以下であれば、後述する製造工程において、複数基板エリア３（基
板エリア２）における撓み（変形）を生じ易いが、上記した欠損部分２０に補強部４が形
成されていないので、上記した撓み（変形）の発生を抑制できる。
【００７２】
　補強層１５は、絶縁層５の下面に、補強部４を形成するパターンで配置されている。詳
しくは、補強層１５は、ベース絶縁層６の厚み方向他方面に接触している。一方、補強層
１５の面方向内側および外側からは、ベース絶縁層６の厚み方向他方面が露出している。
【００７３】
　補強層１５の材料としては、剛性を有する材料が挙げられ、例えば、ステンレス、４２
アロイ、アルミニウム、銅合金などの金属、例えば、樹脂、例えば、セラミックスなどが
挙げられ、好ましくは、金属が挙げられる。
【００７４】
　補強層１５の熱収縮率は、線膨張係数として表され、例えば、３０ｐｐｍ以下、好まし
くは、２０ｐｐｍ以下であり、また、例えば、１ｐｐｍ以上、好ましくは、５ｐｐｍ以上
である。
【００７５】
　補強層１５の厚みは、例えば、５μｍ以上、好ましくは、１０μｍ以上であり、例えば
、５０μｍ以下、好ましくは、３０μｍ以下である。補強層１５の厚みの、絶縁層５の厚
みに対する比（補強層１５の厚み／絶縁層５の厚み）は、例えば、０．３以上、好ましく
は、１以上であり、また、例えば、１０以下、好ましくは、５以下である。さらに、補強
層１５の厚みの、補助補強層１９の厚みに対する比（補強層１５の厚み／補助補強層１９
の厚み）は、例えば、１以上、好ましくは、２以上であり、また、例えば、１０以下、好
ましくは、５以下である。
【００７６】
　次に、この撮像素子実装基板１の製造方法を説明する。なお、撮像素子実装基板１を製
造では、例えば、撮像素子実装基板１を第１方向（ＭＤ方向）に搬送するロールトゥロー
ル法が用いられる。
【００７７】
　まず、この方法では、補強層１５を形成するための補強板２５（図３の仮想線参照）を
準備する。補強板２５は、上記した補強層１５と同様の物性を有し、第１方向に延びる長
尺板形状を有する。また、補強板２５は、絶縁層５の変形を防止する支持板である。
【００７８】
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　次いで、ベース絶縁層６を、補強板２５の厚み方向一方面全面に形成する。例えば、ま
ず、感光成分および絶縁体を含有する感光絶縁組成物を調製し、続いて、感光絶縁組成物
を、補強板２５の厚み方向一方面に塗布し、その後、必要により乾燥して、皮膜を形成す
る。次いで、フォトマスクを介して皮膜を露光し、現像して、その後、露光後加熱する。
【００７９】
　なお、上記した露光後加熱によって、補強板２５およびベース絶縁層６の熱収縮率の相
違に起因して、それらの間に収縮力が生じるが、補強板２５がベース絶縁層６の厚み方向
他方面全面に配置されているので、補強板２５の支持力によって、ベース絶縁層６の収縮
力に起因する変形が抑制される。
【００８０】
　次いで、端子７、配線（図示せず）、外部側端子（図示せず）および補助補強層１９を
、例えば、アディティブ法、サブトラクティブ法などで、ベース絶縁層６の厚み方向一方
面に形成する。これにより、端子７、外部側端子（図示せず）および配線（図示せず）を
形成するとともに、それらから独立し、補助補強層１９からなる補助補強部１８を形成す
る。
【００８１】
　次いで、カバー絶縁層８を、端子７および外部側端子（図示せず）の厚み方向一方面を
露出する一方、配線（図示せず）を被覆するように、ベース絶縁層６の厚み方向一方面に
形成する。例えば、まず、感光成分および絶縁体を含有する感光絶縁組成物を調製し、続
いて、感光絶縁組成物を、補強板２５の厚み方向一方面に、端子７、配線（図示せず）お
よび補助補強部１８を被覆するように塗布し、その後、必要により乾燥して、皮膜を形成
する。次いで、端子７および外部側端子（図示せず）に対応するパターンを有するフォト
マスクを介して皮膜を露光し、現像して、その後、露光後加熱する。
【００８２】
　なお、上記した露光後加熱によって、補強板２５およびカバー絶縁層８の熱収縮率の相
違に起因して、それらの間に収縮力が生じるが、補強板２５がベース絶縁層６の厚み方向
他方面全面に配置されているので、カバー絶縁層８は、ベース絶縁層６を介して補強板２
５に支持されることによって、カバー絶縁層８の変形が抑制される。
【００８３】
　その後、補強板２５を外形加工して、補強層１５からなる補強部４を形成する。補強板
２５の外形加工としては、特に限定されず、例えば、ウエットエッチング、ドライエッチ
ングなどのエッチング、例えば、レーザー加工などが挙げられる。好ましくは、エッチン
グ、より好ましくは、エッチングレジストを用いるウエットエッチングが挙げられる。
【００８４】
　補強板２５の外形加工によって、複数基板エリア３における絶縁層５の支持が解除され
る（支持が失われる）。そのため、複数基板エリア３（における絶縁層５）が収縮力に起
因して撓み（変形し）易い。
【００８５】
　しかし、互いに独立する複数の補強部４によって、上記した変形が抑制される。
【００８６】
　これによって、第１方向（ＭＤ方向）に沿って撮像素子実装基板１が複数配置される長
尺基板１７を得られる。
【００８７】
　その後、図１の１点鎖線に示すように、長尺基板１７を、ダイシングなどによって、第
１方向（ＭＤ方向）および第２方向（ＴＤ方向）に沿って切断して、撮像素子実装基板１
を個片化する。
【００８８】
　図１の左上図が参照されるように、これにより、複数の複数基板エリア３を含む撮像素
子実装基板１を得る。
【００８９】



(11) JP 2019-79990 A 2019.5.23

10

20

30

40

50

　その後、複数の複数基板エリア３のそれぞれにおける、複数の基板エリア２（実装エリ
ア１０）に撮像素子（図示せず）を実装する。
【００９０】
　その後、さらに、複数の撮像素子が実装された撮像素子実装基板１を、撮像素子および
基板エリア２が個片化されるように、ダイシングなどによって、第１方向および第２方向
に沿って切断する。
【００９１】
　そして、この撮像素子実装基板１では、複数の補強部４で基板エリア２を含む複数基板
エリア３を補強することにより、複数基板エリア３における折れやしわの発生を低減する
ことができる。同時に、複数の補強部４のそれぞれは、互いに独立するので、複数の補強
部４の間（欠損部分２０）には、補強部４がない。そのため、複数基板エリア３で生じる
収縮力を欠損部分２０から逃がす（分散させる）ことができる。
【００９２】
　そのため、複数基板エリア３における収縮力に起因する変形を抑制することができる。
【００９３】
　その結果、この撮像素子実装基板１は、複数基板エリア３における折れやしわの発生を
低減しつつ、取扱性に優れ、撮像素子（図示せず）を精度よく実装することができる。
【００９４】
　また、この撮像素子実装基板１では、複数の補強部４は、面方向において基板エリア２
を挟んで互いに対向する補強部４を含むので、複数基板エリア３の取り扱い時の折れやし
わの発生を抑制しながら、収縮力に起因する変形を抑制することができる。
【００９５】
　また、この撮像素子実装基板１では、基板エリア２は、面方向に複数の基板３０が整列
配置されている複数基板エリア３であるので、複数の基板３０をまとめて補強することが
できる。
【００９６】
　さらに、この撮像素子実装基板１では、複数の補強部４は、複数基板エリア３の各辺に
対応して配置されるので、複数の基板３０を効率よく補強することができる。
【００９７】
　また、この撮像素子実装基板１では、補助補強部１８によって、複数基板エリア３内の
基板３０を補強しつつ、補強部４によって、複数の基板３０をまとめて補強することがで
きる。
【００９８】
　また、この撮像素子実装基板１では、交点ＩＳに対応する欠損部分２０には、補強部４
が形成されていないので、複数基板エリア３で生じる収縮力を、交点ＩＳに対応し、略直
線形状を有する２つの補強部４に沿って、２方向、つまり、第１方向および第２方向の両
方に逃がすことができる。
【００９９】
　具体的には、交点ＩＳ１に対応する第１補強部１１および第３補強部１３に沿って２方
向に逃すことができる。交点ＩＳ２に対応する第１補強部１１および第４補強部１４に沿
って２方向に逃すことができる。また、交点ＩＳ３に対応する第２補強部１２および第３
補強部１３に沿って２方向に逃すことができる。さらに、交点ＩＳ４に対応する第２補強
部１２および第４補強部１４に沿って２方向に逃すことができる。
【０１００】
　また、この撮像素子実装基板１では、複数の補強部４の材料は、金属であり、基板エリ
ア２は、樹脂フィルムを含む場合には、金属の収縮率（熱膨張係数など）と、樹脂の収縮
率（熱膨張係数など）の差が大きく、そのため、上記した収縮力を発生し易い。
【０１０１】
　しかし、上記したように、複数の補強部４のそれぞれが互いに独立するので、かかる収
縮力を逃がすことができる。その結果、収縮力に起因する変形を抑制することができる。
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従って、この撮像素子実装基板１は、取扱性に優れ、撮像素子を精度よく実装することが
できる。
【０１０２】
　この撮像素子実装基板１では、複数基板エリア３（基板エリア２）の厚みが、５０μｍ
以下と薄い場合には、薄型化を図ることができる。
【０１０３】
　一方、薄い複数基板エリア３では、上記した収縮力を発生し易い。しかし、上記したよ
うに、かかる収縮力は、欠損部分２０に補強部４が形成されていないので、逃がすことが
できる。そのため、収縮力に起因する変形を抑制することができる。その結果、この撮像
素子実装基板１は、取扱性に優れ、撮像素子（図示せず）を精度よく実装することができ
る。
【０１０４】
　［変形例］
　変形例において、一実施形態と同様の部材および工程については、同一の参照符号を付
し、その詳細な説明を省略する。さらに、変形例は、特記する以外、一実施形態と同様の
作用効果を奏することができる。
【０１０５】
　ロールトゥロールにおいて製造される長尺基板１７に代えて、枚葉方式で製造される１
枚のシート（板）として、撮像素子実装基板１を構成（予め製造）することができる。
【０１０６】
　撮像素子の実装順序は、上記に限定されず、例えば、撮像素子を、ダイシングする前の
長尺基板１７に実装することができる。さらには、撮像素子を、複数基板エリア３を個片
化した複数の基板３０のそれぞれに対して実装することもできる。
【０１０７】
　補強部４は、複数基板エリア３の各辺に対応して配置されていればよく、例えば、各辺
に複数設けられていてもよい。
【０１０８】
　例えば、図４に示すように、第１補強部１１は、複数基板エリア３の第１方向一方側辺
に対して、複数（例えば、３つ）設けられる。複数の第１補強部１１は、第２方向に間隔
を隔てて配置されている。複数の第１補強部１１のそれぞれは、同一の仮想線上に位置す
る。複数の第１補強部１１のそれぞれは、複数基板エリア３において第１方向一方側に配
置される複数（例えば、３つ）の基板３０に対応して設けられる。つまり、複数の第１補
強部１１のそれぞれは、複数基板エリア３において第１方向一方側に配置される複数の基
板３０のそれぞれと１対１対応で設けられる。
【０１０９】
　第２補強部１２は、複数基板エリア３の第１方向他方側辺に対して、複数（例えば、３
つ）設けられる。複数の第３補強部１３は、第２方向に間隔を隔てて配置されている。複
数の第３補強部１３のそれぞれは、同一の仮想線上に位置する。複数の第３補強部１３の
それぞれは、複数基板エリア３において第１方向他方側に配置される複数（例えば、３つ
）の基板３０に対応して設けられる。つまり、複数の第２補強部１２のそれぞれは、複数
基板エリア３において第１方向他方側に配置される複数の基板３０のそれぞれと１対１対
応で設けられる。
【０１１０】
　第３補強部１３は、複数基板エリア３の第２方向一方側辺に対して、複数（例えば、２
つ）設けられる。複数の第３補強部１３は、第１方向に間隔を隔てて配置されている。複
数の第３補強部１３のそれぞれは、同一の仮想線上に位置する。複数の第３補強部１３の
それぞれは、複数基板エリア３において第２方向一方側に配置される複数（例えば、２つ
）の基板３０に対応して設けられる。つまり、複数の第３補強部１３のそれぞれは、複数
基板エリア３において第２方向一方側に配置される複数の基板３０のそれぞれと１対１対
応で設けられる。
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【０１１１】
　第４補強部１４は、複数基板エリア３の第２方向他方側辺に対して、複数（例えば、２
つ）設けられる。複数の第４補強部１４は、第１方向に間隔を隔てて配置されている。複
数の第４補強部１４のそれぞれは、同一の仮想線上に位置する。複数の第４補強部１４の
それぞれは、複数基板エリア３において第２方向他方側に配置される（例えば、２つ）の
基板３０に対応して設けられる。つまり、複数の第４補強部１４のそれぞれは、複数基板
エリア３において第２方向他方側に配置される複数の基板３０のそれぞれと１対１対応で
設けられる。
【０１１２】
　また、一実施形態では、図２に示すように、補強部４を構成するための略枠状は、略矩
形状である。しかし、図示しないが、複数の補強部４を、矩形を除く多角形状（例えば、
三角形状、六角形状など）の枠形状の頂点部のみを形成しないパターンを有する補強部４
とすることもできる。
【０１１３】
　図５に示すように、また、撮像素子実装基板１は、複数基板エリア３の内側にも配置さ
れる複数の第１内側補強部１６をさらに備えることもできる。複数の第１内側補強部１６
は、第１方向および第２方向に隣接する複数の基板エリア２間の間に挟まれる（挟まれる
、あるいは、介装される）ように、配置されている。第１内側補強部１６は、補強部４と
同一の平面視形状を有する。第１内側補強部１６の材料および層構成は、補強部４のそれ
らと同一である。
【０１１４】
　これにより、第１内側補強部１６と４つの補強部４とは、１つの基板エリア２の４辺に
対応して４つ配置される。
【０１１５】
　図６に示すように、欠損部分２０は、交点ＩＳではなく、複数基板エリア３の四辺のそ
れぞれの中央部のみに対応して設けられることもできる。つまり、交点ＩＳには、欠損部
分２０ではなく、補強部４が設けられている。
【０１１６】
　この変形例では、複数の補強部４のそれぞれは、平面視Ｌ字形状を有する。具体的には
、複数の補強部４のそれぞれは、第１方向に沿って延びる第１直線部３１と、第２方向に
沿って延びる第２直線部３２と、それらを連結する連結部３３とを備える。連結部３３は
、第１直線部３１および第２直線部３２の交点ＩＳ上に配置される。
【０１１７】
　欠損部分２０は、第１方向において対向する２つの第１直線部３１間と、第２方向にお
いて対向する２つの第２直線部３２間とのそれぞれに独立して配置されている。複数の欠
損部分２０のそれぞれは、複数（４つ）の補強部４を分割している。
【０１１８】
　好ましくは、図２に示す一実施形態に示すように、欠損部分２０は、交点ＩＳに設けら
れる。図６に示すように、欠損部分２０が、対向する２つの第１直線部３１間のそれぞれ
に設けられ、かつ、交点ＩＳに補強部４（連結部３３）が設けられれば、２つの第１直線
部３１間における欠損部分２０では、第１方向に沿って延びる補強部４のみによってしか
逃がすことができない。また、欠損部分２０が、対向する２つの第２直線部３２間のそれ
ぞれに設けられ、２つの第２直線部３２間における欠損部分２０では、第２方向に沿って
延びる補強部４のみによってしか逃がすことができない。
【０１１９】
　他方、図２に示すように、補強部４が、連結部３３を有さず、欠損部分２０が交点ＩＳ
に設けられることにより、複数基板エリア３において生じる収縮力を、１つの交点ＩＳに
おいて、かかる交点ＩＳを構成する２つの仮想線に対応する２つの補強部４に沿って逃が
すことができる。
【０１２０】
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　図７および図８に示すように、補強部４は、１つの複数基板エリア３に対して、２つの
みからなっていてもよい。
【０１２１】
　例えば、図７に示すように、補強部４は、第１補強部１１および第３補強部１３を備え
ず、第２補強部１２および第４補強部１４のみからなる。あるいは、図示しないが、その
逆、つまり、補強部４は、第２補強部１２および第４補強部１４を備えず、第１補強部１
１および第３補強部１３のみからなることもできる。いずれの変形例も、交点ＩＳを構成
せず、２つの補強部４は、複数基板エリア３を挟んで対向配置される。
【０１２２】
　図８に示すように、補強部４は、第２補強部１２および第３補強部１３を備えず、第１
補強部１１および第４補強部１４のみからなることができる。さらには、図示しないが、
補強部４は、第１補強部１１および第３補強部１３のみからなることができ、また、第２
補強部１２および第４補強部１４のみからなることができ、さらには、第２補強部１２お
よび第４補強部１４のみからなることができる。いずれの変形例でも、１つの交点ＩＳの
みを形成し、かかる交点ＩＳに対応する欠損部分２０に補強部４が形成されない。
【０１２３】
　図７および図８の変形例のうち、好ましくは、図７に示すように、２つの補強部４は、
複数基板エリア３を挟んで対向配置される。２つの補強部４が、複数基板エリア３を挟ん
で対向配置されれば、複数基板エリア３の取り扱い時の折れやしわの発生を抑制しながら
、収縮力に起因する変形を抑制することができる。
【０１２４】
　図９に示すように、基板エリア２が、単数（１つ）の基板３０が配置されている平面視
略矩形状の単数基板エリア３５であり、補強部４は、かかる単数基板エリア３５の各辺に
対応して配置される。具体的には、補強部４は、１つの単数基板エリア３５の４辺に対応
して４つ配置される。
【０１２５】
　例えば、図１０に示すように、補強部４は、１つの基板エリア２を挟むように、２つ配
置される。
【０１２６】
　図１１に示すように、補強部４は、１つの基板エリア２において１つの頂点を構成する
２辺に対応して２つ配置される。
【０１２７】
　図９～図１１の変形例によれば、基板エリア２は、単数の基板２が整列配置されている
単数基板エリア３５であるので、各基板３０を確実に補強することができる。
【０１２８】
　図１０および図１１の変形例のうち、好ましくは、図１０に示すように、２つの補強部
４は、基板エリア２を挟んで対向配置される。２つの補強部４が、複数基板エリア３を挟
んで対向配置されれば、複数基板エリア３の取り扱い時の折れやしわの発生を抑制しなが
ら、収縮力に起因する変形を抑制することができる。
【０１２９】
　また、図９の変形例は、図１０および図１１の変形例に比べて、好適である。
【０１３０】
　図９の変形例の撮像素子実装基板１では、複数の補強部４は、単数基板エリア３５の各
辺に対応して配置されるので、各基板３０を効率よく補強することができる。
【０１３１】
　一実施形態では、複数の補強部４のそれぞれは、それが延びる方向において同一幅Ｗを
有する。しかし、図１２に示すように、幅狭部分４１および幅広部分４２を備えることが
できる。なお、この場合には、複数の補強部４の幅Ｗは、幅狭部分４１および幅広部分４
２の幅の平均値とされ、上記した比（Ｗ／Ｌなど）が算出される。
【０１３２】



(15) JP 2019-79990 A 2019.5.23

10

20

　また、撮像素子実装基板１は、基板エリア２の内側に配置される第２内側補強部２６を
有する。第２内側補強部２６は、１つの基板エリア２の内側において、実装エリア１０の
４辺の外側に、４つ配置される。第２内側補強部２６は、補強部４と同一の平面視形状を
有しており、その材料および層構成は、補強部４のそれらと同一である。
【０１３３】
　さらに、撮像素子実装基板１は、１つの複数基板エリア３に対応して設けられる貫通孔
２８の周囲に設けられる第３補強層２７を備えることもできる。
【０１３４】
　貫通孔２８は、絶縁層５を厚み方向に貫通する平面視略円形状を有する。貫通孔２８は
、例えば、アライメントマーク（撮像素子の実装に用いられる位置決めマーク）として機
能する。
【０１３５】
　第３補強層２７は、平面視略円環形状を有する。第３補強層２７の材料および層構成は
、補強部４のそれらと同様である。第３補強層２７は、貫通孔２８の周囲の絶縁層５を補
強する。
【符号の説明】
【０１３６】
１     撮像素子実装基板
２     基板エリア
３     複数基板エリア
４     補強部
１８   補助補強部
３０   基板
４０   単数基板エリア
ＩＳ   交点
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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