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(57)【要約】
　機能素子と、機能素子を埋設する絶縁層と、絶縁層の
２つの主面に配設される配線層と、絶縁層中であって、
機能素子の側方に、配線層間を接続する絶縁層貫通ビア
とを有し、機能素子は、機能素子の基板を貫通する基板
貫通ビアを有し、上記配線層間の電気的接続の少なくと
も一部が、基板貫通ビアを介することを特徴とする機能
素子内蔵基板を用いることで、機能素子の高機能化して
も、機能素子内蔵基板の実装面積を拡大することなく、
十分な配線系統を確保できる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機能素子と、
　該機能素子を埋設する絶縁層と、
　該絶縁層の２つの主面に配設される配線層と、
　前記絶縁層中であって、前記機能素子の側方に、前記２つの主面に配設される配線層間
を接続する絶縁層貫通ビアと
を有し、
　前記機能素子は、該機能素子の基板を貫通する基板貫通ビアを有し、前記２つの主面に
配設される配線層間の電気的接続の少なくとも一部が、該基板貫通ビアを介することを特
徴とする機能素子内蔵基板。
【請求項２】
　前記機能素子は、前記基板貫通ビアを含む、機能素子の表面から裏面に貫通する素子貫
通ビアを有する請求項１に記載の機能素子内蔵基板。
【請求項３】
　前記機能素子の回路から、前記機能素子の回路の形成面と対向する側に配設された配線
層への電気的接続の一部が、前記基板貫通ビアを介することを特徴とする請求項１又は２
に記載の機能素子内蔵基板。
【請求項４】
　前記機能素子は、半導体素子である請求項１乃至３のいずれかに記載の機能素子内蔵基
板。
【請求項５】
　前記半導体素子は、シリコンを基板とする半導体素子である請求項４に記載の機能素子
内蔵基板。
【請求項６】
　前記基板貫通ビアは、導電性の微細粒子が添加された充填材で構成されている請求項１
乃至５のいずれか１項に記載の機能素子内蔵基板。
【請求項７】
　前記基板貫通ビアは、金属材料で構成されている請求項１乃至５のいずれか１項に記載
の機能素子内蔵基板。
【請求項８】
　前記２つの主面に配設される配線層の少なくとも一方が、多層配線である請求項１乃至
７のいずれかに記載の機能素子内蔵基板。
【請求項９】
　前記機能素子の回路が、機能素子の回路面上に設けられた絶縁層を貫通する接続ビアを
介して、前記機能素子の回路面上の配線層と電気的に接続されており、前記機能素子の側
方に設けられる絶縁層貫通ビアを形成する絶縁層と、前記機能素子の回路面上に設けられ
た絶縁層とが異なる材料で構成される請求項１乃至８のいずれかに記載の機能素子内蔵基
板。
【請求項１０】
　機能素子を複数内蔵し、少なくとも１つの機能素子が前記基板貫通ビアを有する機能素
子である請求項１乃至９のいずれかに記載の機能素子内蔵基板。
【請求項１１】
　少なくとも２つの機能素子が前記機能素子内蔵基板の厚み方向に積層され、隣接する２
つの機能素子の回路が両機能素子間の配線層を介して電気的に接続されており、上層の機
能素子と下層の機能素子の下に配設される配線層との電気的接続が、前記下層の機能素子
の側方に形成された絶縁層貫通ビアと前記下層の機能素子の基板を貫通する基板貫通ビア
との両方を介して行われる請求項１０に記載の機能素子内蔵基板。
【請求項１２】
　前記機能素子内蔵基板の外部接続面にソルダーレジスト層を有する請求項１乃至１１に
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記載の機能素子内蔵基板。
【請求項１３】
　前記ソルダーレジスト層は、配線層の一部を露出する開口部を有し、該開口部に外部接
続用の端子を有する請求項１２に記載の機能素子内蔵基板。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれかに記載の機能素子内蔵基板と、該機能素子内蔵基板の上面
に搭載される上パッケージを有する電子デバイスであって、前記上パッケージと、該上パ
ッケージに対して前記機能素子内蔵基板に内蔵される機能素子の下部にあたる配線層とが
電気的に接続されており、その一部が、前記機能素子基板を貫通する基板貫通ビアを介し
て行われることを特徴とする電子デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能素子を内蔵した機能素子内蔵基板及びそれを用いた電子デバイスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の継続的な軽薄短小化に伴い、半導体素子そのものの微細化や集積化と共に、
半導体パッケージにおける高密度実装技術がますます進展している。半導体素子とパッケ
ージの配線基板との接続には、金線等を用いるワイヤーボンディング接続や、半田ボール
等を用いるフリップチップ接続が用いられている。
【０００３】
　ワイヤーボンディング接続は、半導体素子のパッド数が少ない場合には、低コストでパ
ッケージングすることができる。しかしながら、半導体素子のパッドの狭ピッチ化に伴っ
て、ワイヤー径を小さくする必要が生じ、ワイヤー切れ等の組立プロセスにおける歩留ま
り低下が課題となっている。
【０００４】
　フリップチップ接続は、ワイヤーボンディング接続に比べて半導体素子と配線基板間の
高速信号伝送が可能であるというメリットがある。しかしながら、半導体素子のパッド数
の増加や狭ピッチ化に伴って、半田バンプの接続強度が弱くなり、接続箇所のクラック発
生等の不良が多発していた。
【０００５】
　そこで、近年、半導体素子などの機能素子を内蔵するパッケージ技術、いわゆる機能素
子内蔵技術が提案されている（例えば、特許文献１）。この技術は、半導体装置などの機
能素子のさらなる高集積化及び高機能化を実現し、パッケージの薄型化、低コスト化、高
周波対応、低ストレス接続、エレクトロマイグレーション特性改善等を実現する高密度実
装技術として期待されている。
【０００６】
　特許文献１においては、絶縁性基板に内蔵された半導体素子に電気的に接続するため、
半導体素子の回路面にバンプ形成し、このバンプを介して絶縁性基板上に形成された第１
の配線と電気的に接続する構成が開示されている。また、絶縁性基板の裏面に第２の配線
が形成されており、半導体素子の側方に絶縁樹脂基板を貫通する導電性ポストにより第１
の配線と第２の配線とが接続されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１３４５６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　昨今、半導体素子等の機能素子は日々高機能化されており、機能素子内蔵基板に内蔵さ
れる機能素子についても例外ではない。機能素子の高機能化は、例えば、外部端子数の増
加（多ピン化）につながり、多ピン化すると機能素子内蔵基板内の配線数も増加する。特
許文献１のように上下の配線層間を半導体素子の側方の絶縁層を貫通する貫通ビア（Ｄｉ
ｅ　Ｓｉｄｅ　Ｖｉａ、以下、ＤＳＶと称す）で接続している場合、機能素子の多ピン化
に伴い、ＤＳＶの数を増加するなど多様化する必要がある。一方、実装面積を拡大するこ
となくＤＳＶの数を増加するには、ＤＳＶの配置を高密度にするべく、ＤＳＶの径を小さ
くし、配置ピッチを縮小する必要があるが、機能素子内蔵基板の製造歩留まりが低下し、
信頼性において問題があった。結局、ＤＳＶを備える機能素子内蔵基板の信頼性を確保す
るには、実装面積を大きくせざるを得ない状況にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る機能素子内蔵基板は、
　機能素子と、
　該機能素子を埋設する絶縁層と、
　該絶縁層の２つの主面に配設される配線層と、
　前記絶縁層中であって、前記機能素子の側方に、前記２つの主面に配設される配線層間
を接続する絶縁層貫通ビアと
を有し、
　前記機能素子は、該機能素子の基板を貫通する基板貫通ビアを有し、前記２つの主面に
配設される配線層間の電気的接続の少なくとも一部が、該基板貫通ビアを介することを特
徴とする機能素子内蔵基板である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、機能素子内蔵基板の実装面積を拡大することなく、内蔵する部品の多
ピン化などの多様化に十分に対応できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施形態１に係る機能素子内蔵基板の構造の例を示す模式的断面図。
【図２】実施形態２に係る機能素子内蔵基板の構造の例を示す模式的断面図。
【図３－１】（ａ）～（ｅ）：実施形態２に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工
程断面図。
【図３－２】（ｆ）～（ｈ）：実施形態２に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工
程断面図。
【図４】実施形態３に係る機能素子内蔵基板の構造の例を示す模式的断面図。
【図５】実施形態４に係る機能素子内蔵基板の構造の例を示す模式的断面図。
【図６】実施形態５に係る電子デバイスの構造の例を示す模式的断面図。
【図７】実施形態６に係る電子デバイスの構造の例を示す模式的断面図。
【図８－１】（ａ）～（ｅ）：実施形態７に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工
程断面図。
【図８－２】（ｆ）～（ｈ）：実施形態７に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工
程断面図。
【図８－３】（ｉ）～（ｋ）：実施形態７に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工
程断面図。
【図９】（ａ）～（ｆ）：実施形態８に係る機能素子内蔵基板の製造例を説明する工程断
面図。
【図１０】実施形態９に係る機能素子内蔵基板の構造の例を示す模式的断面図。
【図１１】本発明の一課題を説明するための概念図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　ＰｏＰ(Package on Package)形状に代表されるように、電子デバイスの実装面積を縮小
する技術が知られている。ＤＳＶを備える機能素子内蔵基板に上パッケージが実装される
場合、全体の配線系統は図１１に示すように３つに分類される。ここで、Ａ群は機能素子
であるＬＳＩ１００１から、上パッケージ１００３への配線系統及び、機能素子内蔵基板
１００２下の実装基板（不図示）への配線系統を示し、Ｂ群はＬＳＩ１００１と実装基板
との配線系統、Ｃ群は上パッケージ１００３と実装基板との配線系統である。機能素子内
蔵基板１００２の両主面には不図示の配線層が形成されており、上パッケージ１００３と
は、ボールグリッドアレイ（Ball Grid Array:以下、ＢＧＡ）などの外部端子１００５で
接続されている。また、機能素子内蔵基板１００２と実装基板は、ＢＧＡなどの外部端子
１００４で接続される。
【００１３】
　ここで、ＬＳＩ１００１の回路面が上パッケージ１００３方向を向いている場合、Ｂ群
の配線系統は、ＬＳＩ１００１の側方に設けたＤＳＶ（不図示）を介して行われることに
なる。Ａ群及びＣ群にもＤＳＶが必要である。ＬＳＩ１００１が多機能化して外部端子数
が増加（多ピン化）するとＢ群の配線数も増加し、Ｂ群の配線系統を下側に導くためのＤ
ＳＶの数も増加させざるを得ない。この結果、機能素子内蔵基板１００２に形成するＤＳ
Ｖの数が増大する。機能素子内蔵基板１００２の面積を大きくすればこの要求に応えるこ
とはできるが、実装面積の増大になる。したがって、実装面積を増大させることなくＤＳ
Ｖの数を増やすためには、ＤＳＶを高密度に配置しなければならない。
【００１４】
　ＤＳＶを高密度に配置するためには、前述の通りＤＳＶの径を小さくし、ＤＳＶの配置
ピッチを縮小する必要がある。しかし、これはＤＳＶの高アスペクト化を招き、以下の技
術的課題が発生する。
【００１５】
　（１）高アスペクトな開口部を形成する技術、
　（２）高アスペクトな開口部底の残渣を除去する技術、
　（３）高アスペクトな開口部底に銅などの導電体を形成する技術、特にめっき技術。
【００１６】
　これらのプロセスは、いずれも不安定であり、プロセスウィンドウが狭いため、結果的
に機能素子内蔵基板の製造歩留まりが低下し、長期信頼性の低下も引き起こす。
【００１７】
　一方、ＬＳＩ１００１の回路面が下向きの場合、Ｂ群の配線系統は直接実装基板側に落
とすことができる。この時、Ａ群の配線系統に着目すると、Ａ群もＤＳＶを介する必要が
あるため、ＬＳＩ１００１の多ピン化、上パッケージ１００３として実装する部品の多ピ
ン化が進むと、Ａ群配線系統のために同様にＤＳＶの高密度化が必要になる。
【００１８】
　このような配線系統の確保の困難さは、ＰｏＰ形状に限定されず、内蔵するＬＳＩが多
ピン化する場合や、複数の機能素子を内蔵する場合にも起こりえる。
【００１９】
　このように、従来は信頼性を確保するという観点から、ＤＳＶを備える機能素子内蔵基
板の実装面積拡大が避けられない状況にあった。本発明では、実装面積の拡大を抑制し、
信頼性の高い機能素子内蔵基板及び該機能素子内蔵基板を含む電子デバイスが提供するも
のである。
【００２０】
　以下、本発明のより具体的な実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、複数
の実施形態において、同一又は類似の要素部材には下２桁に同一の符号を付し、適宜、重
複する説明を省略する。
【００２１】
　〔実施形態１〕
　図１に、本発明の実施形態１に係る機能素子内蔵基板１００の要部の模式的断面図を示
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す。本実施形態１に係る機能素子内蔵基板１００は、ＬＳＩに代表される半導体素子等の
機能素子１０１、機能素子１０１を埋設する絶縁層１０２、絶縁層１０２の２つの主面（
上面及び裏面）に第１配線層１０３及び第２配線層１０８を備える。機能素子１０１には
、機能素子を構成する基板を貫通するビアを含む素子貫通ビア１０６が１個又は複数形成
されている。素子貫通ビア１０６には、導電材料が形成されており、機能素子１０１の上
面から下面へ導通可能となっている。絶縁層１０２には絶縁層貫通ビア１０７が設けられ
ており、第１配線層１０３と第２配線層１０８を接続している。この例では、機能素子１
０１の上面（図示する上方向の面）に電子回路（不図示）やパッド（不図示）が形成され
る場合を示しており、機能素子の下面には接着層１０５を設けている。素子貫通ビア１０
６はこの接着層１０５をも貫通している。機能素子１０１の上面には第１配線層１０３と
の接続部１０４が形成されており、第１配線層１０３と第２配線層１０８とは、機能素子
１０１に形成した素子貫通ビア１０６を介しても電気的に接続されている。
【００２２】
　素子貫通ビア１０６は、一つの部材で構成されていてもよく、また、複数の部材で構成
されていても良い。例えば、機能素子を構成する基板を貫通する基板貫通ビアと、半導体
基板を保護する保護層を貫通するポスト電極との組み合わせであっても良い。なお、本発
明において、機能素子を構成する基板を貫通する基板貫通ビアにより第１配線層と第２配
線層との間の配線経路の一部が確保されればよいので、図示する素子貫通ビア１０６に限
定されず、例えば、機能素子上の配線回路と基板貫通ビアとが接続されて配線経路を構成
してもよい。このような基板貫通ビアは、機能素子形成前に形成することが好ましい。ま
た、素子貫通ビア１０６を一部材で構成する場合、機能素子形成後にビアホールを形成し
、このビアホールに導電材料を充填すればよい。この場合も、基板を貫通する部分では基
板貫通ビアということになる。なお、以下の説明では簡略のため、断りがない限り「素子
貫通ビア」として説明するが、いずれの場合も上記説明を含むものと理解される。
【００２３】
　素子貫通ビア１０６（基板貫通ビアを含む）の材料としては、導電性を有していればど
のような材料であってもよいが、Ｃｕ，Ａｌ等の金属やその合金、導電性の金属酸化物、
あるいは、導電性の微細粒子が添加された充填材（導電性ペースト）やポリマー自体が導
電性を有する導電性ポリマーなどが挙げられる。本実施形態では、機能素子形成後にビア
ホールを形成し、導電性ペーストを充填して素子貫通ビアを形成した。また、接着層１０
５を貫通する部分には銅ポストを形成した。導電性樹脂を使用することで、機能素子１０
１に使用される半導体基板などの基板材料と絶縁層１０２との応力歪みを緩和することも
できる。
【００２４】
　素子貫通ビアを形成する機能素子としては、機能素子の中でも比較的専有面積の大きな
機能素子を選択することが好ましい。一般的に、ＬＳＩ等の半導体素子は、チップサイズ
が比較的大きく、素子貫通ビアを形成するのに適している。一方、コイル部品等基板内に
電流経路を設けることで素子の機能に影響するものには、素子貫通ビアは設けない。
【００２５】
　機能素子の基板は、例えば、半導体素子を構成するために、シリコン（Ｓｉ）、ゲルマ
ニウム（Ｇｅ）、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）、ガリウム砒素リン（ＧａＡｓＰ）、窒化ガ
リウム（ＧａＮ）、炭化珪素（ＳｉＣ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）等の半導体基板を適用する
ことができる。また、半導体特性を示すＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物や、ダ
イアモンドなどを用いてもよい。また、機能素子の基板として、シリカ基板、サファイア
基板などの無機絶縁物、有機樹脂等の絶縁性基板を用いてもよい。また、ＳＯＩ基板など
半導体材料と絶縁性材料との組み合わせであってもよい。勿論、これらに限定されるもの
ではない。本実施形態１では、機能素子１００としてシリコン基板を有する半導体素子を
用いた。
【００２６】
　機能素子内蔵基板１００内に内蔵される機能素子１０１の数は、１つに限定されるもの
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ではなく、複数配設することができる。複数配設する方法としては、図１中のＸ方向に機
能素子を複数配設する態様の他、図１中のＹ方向に機能素子１０１を複数積層するもので
あってもよい。また、このように複数の機能素子を内蔵する場合、素子貫通ビア１０６や
基板貫通ビアは必ずしも全ての機能素子に設ける必要はない。
【００２７】
　素子貫通ビア１０６を配設する位置は、特に限定されず、機能素子１０１に形成する電
子回路の配置や、第１配線層１０３及び第２配線層１０８との関係等を考慮して配置すれ
ばよく、厳密な配置に限定されるものではない。
【００２８】
　また、素子貫通ビア１０６の個々の形状は、特に限定されるものではなく、例えば、円
形、矩形等の多角形状、または曲線で囲まれた形状、若しくはこれらを組み合わせたもの
であってもよい。素子貫通ビア１０６や基板貫通ビアの径は、特に限定されるものではな
いが、例えば、１０μｍ～１００μｍ程度とすることができる。
【００２９】
　絶縁層１０２は、例えば、感光性又は非感光性の有機材料を用いて形成することができ
る。有機材料としては、例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンア
クリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ(benzocy
clobutene)、ＰＢＯ(polybenzoxazole)、ポリノルボルネン樹脂等を列挙することができ
る。また、これら樹脂群から選ばれる樹脂等を、ガラスクロスやアラミド繊維などで形成
された織布や不織布に含浸させた材料を用いてもよい。また、上記樹脂群から選ばれる樹
脂等やケイ素樹脂に、無機フィラーや有機フィラーを含ませたものを用いてもよい。勿論
、これらに限定されるものではなく、無機材料を含め、本発明の趣旨を逸脱しない範囲に
おいて種々のものを適用することができる。本実施形態１では、絶縁層１０２としてエポ
キシ樹脂を用いた。
【００３０】
　接着層１０５は、例えば、ダイアタッチメントフィルム（ＤＡＦ；Die Attachment Fil
m）と呼ばれる半硬化樹脂や、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ(benzocyclobutene
)、ＰＢＯ(polybenzoxazole)などの樹脂ペースト、あるいは銀ペーストなどが好適である
。無論、これらに限定されない。本実施形態１ではエポキシ樹脂を主成分とするＤＡＦを
用いた。
【００３１】
　第１配線層１０３及び第２配線層１０８は、例えば、銅、銀、金、ニッケル、アルミニ
ウム、チタン、モリブデン、タングステン、及びパラジウムからなる群から選択された少
なくとも１種の金属、若しくはこれらを主成分とする合金、あるいは導電性フィラーを含
有する樹脂から成る導電性樹脂などが好適であるが、これらに限定されない。電気抵抗値
及びコストの観点からは、銅により形成することが望ましい。本実施形態１では、銅を用
いた。
【００３２】
　素子接続ビア１０４は、絶縁層１０２の表面から機能素子１０１のパッド（不図示）ま
で貫通するビアホールに、導電体が充填されたものである。素子接続ビア１０４は、例え
ば、レーザにより絶縁層１０２にビアホールを形成し、第１配線層１０３の形成と同時に
形成することができる。また、機能素子１０１に予め金属バンプなどを形成したものを素
子接続ビア１０４として好適に適用することができる。また、絶縁層材料として感光性の
有機材料を用いる場合には、フォトリソグラフィー技術によりビアホールを形成すること
ができる。素子接続ビア１０４は、素子貫通ビア１０６と直接接続されていてもよい。本
実施形態１においては、レーザを用いて、ビアホールを開口し、ビアホール内にメッキに
より銅を充填した。なお、内蔵する機能素子の多ピン化が進むと、従来の機能素子内蔵基
板では素子接続ビア１０４の数も増やす必要があったが、本発明のように素子貫通ビアを
設けることで、前記図１１で説明したＡ群及びＢ群の配線系統の一部を素子貫通ビアで賄
うことで、素子接続ビアの数を減らすこともできる。
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【００３３】
　本発明において、絶縁層貫通ビア１０７は、内蔵する素子の多ピン化が進んでも、ビア
密度やアスペクト比を高めることなく形成することができる。この結果、機能素子内蔵基
板の実装面積を拡大することがなく、内蔵する素子の多ピン化に対応できる。また、従来
同様の端子数の機能素子を内蔵する場合は、絶縁層貫通ビアの数を減らすことができるた
め、製造歩留まりの更なる向上や、実装面積の更なる縮小も可能となる。絶縁層貫通ビア
１０７は、絶縁層１０２の第１主面から、第２配線層１０８の表面まで貫通するビアホー
ル内に配設された導電体により構成される。形成方法は、素子接続ビア１０４と同様の方
法で形成でき、好ましくは、素子接続ビア１０４と同時に形成される。
【００３４】
　なお、図１に示す構成では、素子貫通ビア１０６の複数が第２配線層１０８の一つの配
線に接続される例を示しているが、これは、例えば、グランド電位等の共通化できる配線
系統を接続する場合に適している。後述する実施形態のように、素子貫通ビアが個別の配
線に接続される場合には、信号電位等の個別の配線系統に接続する場合に適している。こ
のような接続方法は、当業者が適宜変更できるものである。
【００３５】
　また、機能素子の基板として半導体基板を用いる場合、機能素子を内蔵する工程や使用
環境によって機能素子内蔵基板の反り、うねりが発生する場合があったが、本実施形態１
のように素子貫通ビアを設けることで、これら反りやうねりを抑制し、信頼性を改善する
こともできる。特に、温度サイクル試験特性を改善することができる。さらに、低反りに
よって、内蔵基板の配線歩留まりが改善されるため、配線不良による良品の半導体素子の
破棄損失が減少し、製造コストを低減することができる。さらに、低反りによって、内蔵
基板の配線をより微細化することも可能となり、配線層数削減によるコスト低減も可能と
なる。また、半導体素子を薄くしても半導体素子の強度が劣化せず、半導体素子内蔵基板
の全体の厚さを小さくすることができる。また半導体素子を薄くしたときのハンドリング
性を改善でき、製造歩留まりを向上させることができる。
【００３６】
　このような反り、うねりを抑制する観点からは、素子貫通ビア１０６を応力集中位置で
ある素子周辺部近傍に配置することが好ましい。また、素子基板における部分的な応力集
中を分散する観点から、素子基板内において、平面視上、点対称、若しくは線対称に配置
することが好ましい。さらに、本発明における素子貫通ビアと、このような反り、うねり
を抑制する基板開口部（半導体基板に形成した貫通孔又は凹部であって、空隙でも低弾性
の樹脂等を充填しても良い）を組み合わせても良い。
【００３７】
　〔実施形態２〕
　次に、上記実施形態１とは異なる機能素子内蔵基板の一例について説明する。本実施形
態２に係る機能素子内蔵基板２００は、以下の点を除く基本的な構成は上記実施形態１と
同様である。すなわち、上記実施形態１においては、機能素子１０１の下部に接着層１０
５を設けていたのに対し、本実施形態２においては、接着層１０５を設けておらず、また
、機能素子内蔵基板の上下の配線層を多層に形成している点において相違する。
【００３８】
　すなわち、本実施形態２に係る機能素子内蔵基板２００は、内蔵される機能素子２０１
、機能素子を埋設する第１絶縁層２０２、機能素子２０１の上方に第１配線層２０３、第
３配線層２１２、第５配線層２１５が備え、機能素子の下方に第２配線層２０８、第４配
線層２１８、第６配線層２２１を備える。機能素子２０１の基板には、実施形態１と同様
に１又は複数の素子貫通ビア２０６が形成されている。素子貫通ビア２０６には、導電材
料が形成されており、機能素子の上面から下面へ導通可能となっている。第１絶縁層２０
２には第１絶縁層貫通ビア２０７が設けられており、第１配線層２０３と第２配線層２０
８を接続している。第１配線層２０３は第２絶縁層２０９内に形成した接続ビア２１１で
第３配線層２１２に接続されており、第３配線層２１２は第４絶縁層２１３内に形成され
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た接続ビア２１４により第５配線層２１５とが接続されている。第２配線層２０８は、第
３絶縁層２１０中に形成されており、第２配線層２０８は第５絶縁層２１６内に形成され
た接続ビア２１７により第４配線層２１８と接続されており、第４配線層２１８は第７絶
縁層２１９内に形成された接続ビア２２０により第６配線層２２１と接続されている。こ
の例では、機能素子２０１の上面（図示する上方向の面）に電子回路（不図示）やパッド
（不図示）が形成される場合を示しており、機能素子の下面には複数の第２配線層２０８
を設けている。素子貫通ビア２０６はそれぞれ第２配線層２０８の個別の配線に接続され
ている。機能素子２０１の上面には第１配線層２０３とを接続する素子接続ビア２０４が
形成されており、第１配線層２０３と第２配線層２０８とは、機能素子２０１に形成した
素子貫通ビア２０６を介しても電気的に接続されている。
【００３９】
　このように、多層配線化することにより、機能素子２０１からのファンアウト（Fun-ou
t）が容易となる。
【００４０】
　各配線層及び接続ビアは、上記実施形態１と同様の材料から選定することができる。本
実施形態では、各配線層及び接続ビアとして、銅を用いた。
【００４１】
　次に、本実施形態２に係る機能素子内蔵基板２００の製造方法の一例について図３（ａ
）～（ｇ）の製造工程断面図を用いつつ説明する。
【００４２】
　まず、支持体２５０の主面上に第２配線層２０８を形成する。そして支持体２５０、及
び第２配線層２０８を第３絶縁層２１０により被覆する（図３（ａ）参照）。支持体２５
０は、樹脂、金属、ガラス、半導体、セラミック等のいずれか又はそれらの組み合わせた
ものを用いることができる。また、機能素子２０１を搭載する位置を明確にするために、
支持体２５０上に位置マーク（不図示）を適宜設けてもよい。本実施形態２では、支持体
２５０として銅合金を用いた。また、機能素子２０１を搭載するための位置マークとして
、電気めっきによる厚さ５μｍのニッケルを設けた。
【００４３】
　第２配線層２０８は、例えば、サブトラクティブ法、セミアディティブ法又はフルアデ
ィティブ法等の方法により形成することができる。サブトラクティブ法は、基板上に設け
られた金属層（銅箔）上に所望のパターンのレジストを形成し、不要な金属層をエッチン
グした後に、レジストを剥離して所望のパターンを得る方法である。セミアディティブ法
は、無電解めっき法、スパッタ法、ＣＶＤ法等で給電層を形成した後、所望のパターンに
開口されたレジストを形成し、レジスト開口部内に電解めっき法による金属を析出させ、
レジストを除去した後に給電層をエッチングして所望の配線パターンを得る方法である。
フルアディティブ法は、基板上に無電解めっき触媒を吸着させた後に、レジストでパター
ンを形成し、このレジストを絶縁膜として残したまま触媒を活性化し、無電解めっき法に
より絶縁膜の開口部に金属を析出させることで所望の配線パターンを得る方法である。本
実施形態では、第２配線層２０８として銅を用い、セミアディティブ法で形成した後、第
３絶縁層２１０で被覆した。
【００４４】
　第３絶縁層２１０の好適な材料は、上記実施形態１において述べた絶縁層１０２と同様
の材料が挙げられる。第３絶縁層２１０の形成方法としては、トランスファーモールディ
ング法、圧縮形成モールド法、印刷法、真空プレス法、真空ラミネート法、スピンコート
法、ダイコート法、カーテンコート法、又はフォトリソグラフィー法等を適用することが
できる。本実施形態２では、エポキシ樹脂を用いて真空ラミネート法により第３絶縁層２
１０を形成した。
【００４５】
　次に、素子貫通ビア２０６が形成された機能素子２０１を用意する。そして、支持体２
５０の所定の位置の上層に、第２配線層２０８と素子貫通ビア２０６が接続されるように
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機能素子２０１を搭載する（図３（ｂ）参照）。ここで素子貫通ビア２０６と第２配線層
２０８との接合界面に例えば錫のようなはんだ材料(不図示)を挿入しても良い。
【００４６】
　その後、第３絶縁層２１０及び機能素子２０１を被覆するように第１絶縁層２０２を形
成する（図３（ｃ）参照）。素子貫通ビア２０６は、機能素子２０１の機械的強度を低下
させない範囲において、任意の場所に設けることができる。機能素子の基板材料としては
、例えば、上記実施形態１で説明した材料を好適に適用することができる。本実施形態２
ではシリコンのＬＳＩを用いた。機能素子２０１の支持体２５０上への搭載は、フェース
アップの状態で半導体搭載機を用いて行った。
【００４７】
　素子貫通ビア２０６は、上記実施形態１で説明した材料を好適に適用することができる
。本実施形態２では、素子貫通ビア２０６は、銅を用い、機能素子２０１にビアホールを
形成した後、めっき法にて形成した。
【００４８】
　第１絶縁層２０２は、機能素子２０１を埋設するように形成する。第１絶縁層２０２の
材料としては、例えば、上記実施形態１で説明した絶縁層１０２の材料を好適に適用する
ことができる。機能素子２０１の内蔵方法は、上記実施形態１で述べたとおりである。
【００４９】
　続いて、第１絶縁層２０２の表面から、機能素子２０１のパッド（不図示）の表面まで
貫通するビアホール２４１を設ける。同時に、第１絶縁層２０２の表面から、第２配線層
２０８の表面まで貫通するビアホール２４２を形成する（図３（ｄ）参照）。本実施形態
２では、レーザ加工法を用いてビアホール２４１，２４２を形成した。
【００５０】
　次に、ビアホール２４１及び２４２の内部に導体を形成し、第１絶縁層２０２上に第１
配線層２０３を形成する（図３（ｅ）参照）。ビアホール２４１に導体を充填することに
より素子接続ビア２０４が、ビアホール２４２に導体を充填することにより第１絶縁層貫
通ビア２０７が形成される。これらの導体の材料、及び形成方法の好適な例は、上記実施
形態１で述べたとおりである。また、第１配線層２０３の材料、及び形成方法も上記第２
配線層で述べた材料や方法を好適に適用することができる。本実施形態２においては、銅
を用い、セミアディティブ法により第１配線層２０３を形成した。
【００５１】
　その後、支持体２５０を除去する（図３（ｆ）参照）。支持体２５０の除去は、支持体
４５の除去には、薬液によるウェットエッチング法、機械的研磨による研削法、物理的な
剥離法等が好適であるが、これらに限定されない。本実施形態２においては、アルカリ性
のウェットエッチング液を用いて、銅合金である支持体２５０を除去した。また、第１配
線層２０３を保護するため、次に説明する第２絶縁層２０９を形成しておいてもよい。
【００５２】
　次に、第２絶縁層２０９、接続ビア２１１、第３配線層２１２、第４絶縁層２１６、接
続ビア２１７、第４配線層２１８を形成する（図３（ｇ）参照）。第２絶縁層２０９、第
４絶縁層２１６の好適な材料は、上述したとおりである。また、第２絶縁層２０９、第４
絶縁層２０４の形成方法としては、例えば、上述した第３絶縁層２１０と同様の方法によ
り形成することができる。本実施形態２においては、エポキシ樹脂を用いて真空ラミネー
ト法により第２絶縁層２０９、第４絶縁層２１６を形成した。
【００５３】
　第２絶縁層２０９、第４絶縁層２１６に接続ビア２１１、２１７を形成する方法として
は、特に限定されないが、上記素子接続ビア２０４、第１絶縁層貫通ビア２０７と同様の
方法を好適に適用することができる。本実施形態２においては、レーザ加工法を用いて開
口部を形成し、銅を充填して形成した。また、銅を用いセミアディティブ法により第３配
線層２１２、及び第４配線層２１８を形成した。
【００５４】
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　次に、第５絶縁層２１３、接続ビア２１４、第５配線層２１５、第６絶縁層２１９、接
続ビア２２０、第６配線層２２１を形成する（図３（ｈ）参照）。第５絶縁層２１３、第
６絶縁層２１９の好適な材料は、上述したとおりである。また、第５絶縁層２１３、第６
絶縁層２１９の形成方法としては、例えば、上述した第２絶縁層２１０と同様の方法によ
り形成することができる。接続ビア２１４及び２２０、第５配線層２１５、第６配線層２
２１の形成方法も上記と同様である。
【００５５】
　なお、この実施形態２においては、機能素子２０１の側方の絶縁層貫通ビアとして、第
１絶縁層２０２のみを貫通する第１絶縁層貫通ビア２０７として説明したが、複数の絶縁
層を貫通する絶縁層貫通ビアでもよい。例えば、第５配線層２１５と第６配線層２２１と
を直接接続するように、第５絶縁層２１３から第６絶縁層２１９まで貫通するビアを設け
てもよい。
【００５６】
　また、本実施形態２のように、機能素子の設置時に接着層を設けない場合、構成材料が
少なくなり、材料及び工程数の両面で低コスト化できるという利点もある。
【００５７】
　〔実施形態３〕
　実施形態３では、実施形態１の変形例を示す。本実施形態３に係る機能素子内蔵基板３
００は、以下の点を除く基本的な構成は上記実施形態１と同様である。すなわち、図４の
模式的断面図に示すように、上記実施形態１においては、機能素子１０１の下部に接着層
１０５を設けていたのに対し、本実施形態３においては、機能素子３０１の下部には接着
層１０５を設けておらず、また、第１配線層３０３及び第２配線層３０８をソルダーレジ
スト層３３２、３３１で保護し、さらに、外部基板（不図示）と接続する外部端子３３３
をソルダーレジスト層３３１の開口部に設けている。図４において、符号３０１～３０８
は、図１の符号１０１～１０８にそれぞれ相当する。
【００５８】
　〔実施形態４〕
　実施形態４では、実施形態２の変形例を示す。図５に実施形態４に係る機能素子内蔵基
板４００の概略断面図を示す。本実施形態４では実施形態２の機能素子内蔵基板２００の
下部にソルダーレジスト層４３１と外部端子４３３を設けている以外、実施形態２と同様
である。図５において、符号４０１～４２１は、図２の符号２０１～２２１にそれぞれ相
当する。
【００５９】
　上記実施形態３及び４におけるソルダーレジスト層３３２，３３１、４３１を設けるこ
とにより、機能素子内蔵基板の表面回路を保護するとともに、難燃性を付与することがで
きる。ソルダーレジスト層として、感光性レジストインクを用いた。
【００６０】
　なお、配線層や絶縁層の数は、一例であって、上記実施形態に限定されることなく、必
要な数だけ配線層や絶縁層を積層することができることは言うまでもない。以上の実施形
態では、機能素子の高機能化（多ピン化）により、図１１に示すＢ群の配線系統が増加す
る場合に、機能素子側面の絶縁層貫通ビアに加えて、機能素子を貫通する素子貫通ビアに
よる配線系統を有することから、絶縁層貫通ビアの高密度化、高アスペクト化を必要とせ
ず、更なる多様化に対応できる。
【００６１】
　〔実施形態５〕
　次に、本発明の機能素子内蔵基板を用いた電子デバイスの実施形態について説明する。
本実施形態５に係る電子デバイス５００は、機能素子内蔵基板上に上パッケージ５３６を
搭載してＰｏＰ形状としたものである。第２配線層５１２から下の構造は、上記の実施形
態４と同様であり、図６における符号５０１～５１２，５１６～５２１，５３１，５３３
は、図５の符号４０１～４１２，４１６～４２１，４３１，４３３と同様の意味を示す。
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第２配線層５１２は、ソルダーレジスト層５３２で保護されており、上パッケージ５３６
に設けたＢＧＡなどの外部端子５３４で上パッケージ５３６と接続されている。また、上
パッケージ５３６は機能素子内蔵基板上のソルダーレジスト層５３２に接着剤層５３５で
固定されている。
【００６２】
　本実施形態５の電子デバイス５００は、第１絶縁層５０２に内蔵される機能素子５０１
の素子形成面が上パッケージ５３６方向を向いており、図１１に示すＡ～Ｃ群の配線系統
は、機能素子５０１の側方に設けた第１絶縁層貫通ビア５０７を介して行われることにな
る。また、Ａ～Ｃ群の一部の配線系統は、機能素子５０１に設けた素子貫通ビア５０６を
介しても行われる。そのため、機能素子５０１が多機能化して外部端子数が増加（多ピン
化）してＢ群の配線数も増加する場合、Ｂ群の配線系統を下側に導くための経路を第１絶
縁層貫通ビア５０７と素子貫通ビア５０６の２系統で行うことができ、第１絶縁層貫通ビ
ア５０７を高密度化する必要がない。この結果、実装面積を増大させることなく、配線系
統の確保が可能となる。また、上パッケージ５３６として実装する電子部品の多ピン化な
どにも対応できる。
【００６３】
　〔実施形態６〕
　実施形態５の変形例を実施形態６として示す。本実施形態６に係る電子デバイス６００
は、図７に示すように、機能素子内蔵基板を上下逆転している。図７における符号６０１
～６１８は、図５の符号５０１～５１８と同様の意味を示し、符号６３１～６３６は、図
６の符号５３１～５３６と同様である。
【００６４】
　本実施形態６に係る電子デバイス６００は、機能素子６０１の素子形成面が実装基板（
不図示）側となる下向きであり、図１１に示すＢ群の配線系統は直接実装基板側に落とす
ことができる。この時、Ａ群の配線系統に着目すると、Ａ群は第１絶縁層貫通ビア６０７
と素子貫通ビア６０６の２系統を確保することができ、機能素子６０１の多ピン化、上パ
ッケージ６３６として実装する部品の多ピン化が進んでも、対応することができる。また
、Ｃ群の配線系統についても、第１絶縁層貫通ビア６０７と素子貫通ビア６０６の２系統
で対応することができる。
【００６５】
　一般的にＬＳＩ等の機能素子は、ワイヤボンディング向けの素子では素子形成面を上向
きに、また、フリップチップ実装向けの素子では素子形成面を下向きに実装するように設
計されている。ワイヤボンディング向けの素子を下向き、あるいはフリップチップ実装向
けの素子を上向きに実装すると、（ｉ）ＬＳＩのＩＰコアレイアウト、（ｉｉ）ＬＳＩ内
蔵基板の多層配線、（ｉｉｉ）実装基板（マザーボード）上の部品配置、のいずれかを鏡
面反転しなければならず、これは極めてコストアップとなるからである。従来のような絶
縁層貫通ビアだけの機能素子内蔵基板でも、ワイヤボンディング向けの素子を下向きに、
またはフリップチップ実装向けの素子を上向きに内蔵すると、内蔵配線層で配線レイアウ
トを左右反転すべき経路が多くなりすぎて、配線層数が増大し、歩留まりが劣化してコス
トが上がるため、機能素子内蔵基板への機能素子の内蔵は、従来の一般的な設計思想を踏
襲して行われていた。これに対し、本発明によれば、絶縁層貫通ビアと素子貫通ビアを有
効活用することにより、機能素子の内蔵方向に対する自由度を向上させ、ひいては内蔵配
線層のレイアウトを容易にし、配線層数を削減しコストを低減することができる。
【００６６】
　なお、上記実施形態５，６は一例であって、これらに限定されるものではない。本発明
の電子デバイスは、所望の位置に、他の電子部品が搭載されていてもよい。電子部品とし
ては、特に限定されないが、例えば、回路のノイズフィルターの役割を果たすＬＣＲ素子
を設けることができる。また、受動部品として、ＭＥＭＳ部品、センサ、エネルギーデバ
イス、光部品などが搭載又は内蔵されていてもよい。このほか、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲において種々の変形が可能である。これらの部品の配線系統も第１絶縁層貫通ビア
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５０７、６０７のみならず、素子貫通ビア５０６、６０６の２系統で行うことができる。
【００６７】
　〔実施形態７〕
　その他、本発明の変形例について、製造工程を参照しつつ説明する。図８（ａ）～（ｋ
）は本実施形態７に係る機能素子内蔵基板７００の製造工程を説明するもので、実施形態
４の変形例を示す。本実施形態７に係る機能素子内蔵基板７００は、以下の点を除く基本
的な構成は上記実施形態４と同様である。すなわち、第６配線層４２１が、上記実施形態
４においては、第６絶縁層４１９の図中下側の表面上に形成されているのに対し、本実施
形態７においては、第６配線層７２１は第６絶縁層７１９の図中上側の内面側に形成され
ている点において相違する。これは、製造方法の相違に基づくものである。
【００６８】
　まず、支持体７５０の主面上に第６配線層７２１を形成する（図８（ａ）参照）。そし
て支持体７５０及び第６配線層７２１を第６絶縁層７１９により被覆し、上記と同様に接
続ビア７２０、第４配線層７１８を形成し、第６絶縁膜７１９及び第４配線層を第４絶縁
層７１６で被覆する。さらに、接続ビア７１７を形成する（図８（ｂ）参照）。支持体７
５０としては、上記実施形態２で例示したものを用いることができる。また、機能素子７
０１を搭載する位置を明確にするために、支持体７５０上に位置マーク（不図示）を適宜
設けてもよい。本実施形態７では、支持体７５０として銅合金を用いた。
【００６９】
　第４絶縁層上に第２配線層７０８を形成した後、第２配線層７０８を第３絶縁層７１０
で被覆する（図８（ｃ）参照）。
【００７０】
　次に、素子貫通ビア７０６が形成された機能素子７０１を用意する。そして、支持体７
５０の所定の位置の上層に、第２配線層７０８と素子貫通ビア７０６が接続されるように
機能素子７０１を搭載する（図８（ｄ）参照）。その後、第３絶縁層７１０及び機能素子
７０１を被覆するように第１絶縁層７０２を形成する。機能素子７０１の支持体７５０上
への搭載は、フェースアップの状態で半導体搭載機を用いて行った。
【００７１】
　素子貫通ビア７０６は、上記実施形態１で説明した材料を好適に適用することができる
。本実施形態７では、素子貫通ビア７０６は、銅を用い、機能素子７０１にビアホールを
形成した後、めっき法にて形成した。
【００７２】
　第１絶縁層７０２は、機能素子７０１を埋設するように形成する。第１絶縁層７０２の
材料としては、例えば、上記実施形態１で説明した絶縁層１０２の材料を好適に適用する
ことができる。機能素子７０１の内蔵方法は、上記実施形態１で述べたとおりである。
【００７３】
　続いて、第１絶縁層７０２の表面から、機能素子７０１のパッド（不図示）の表面まで
貫通するビアホール７４１を設ける。同時に、第１絶縁層７０２の表面から、第２配線層
７０８の表面まで貫通するビアホール７４２を形成する（図８（ｅ）参照）。本実施形態
７では、レーザ加工法を用いてビアホール７４１，７４２を形成した。
【００７４】
　次に、ビアホール７４１及び７４２の内部に導体を形成し、第１絶縁層７０２上に第１
配線層７０３を形成する（図８（ｆ）参照）。ビアホール７４１に導体を充填することに
より素子接続ビア７０４が、ビアホール７４２に導体を充填することにより第１絶縁層貫
通ビア７０７が形成される。これらの導体の材料、及び形成方法の好適な例は、上記実施
形態１で述べたとおりである。また、第１配線層７０３の材料、及び形成方法も上記各配
線層で述べた材料や方法を好適に適用することができる。本実施形態７においては、銅を
用い、セミアディティブ法により第１配線層７０３を形成した。
【００７５】
　さらに、第１絶縁層７０２及び第１配線層７０３を第２絶縁層７０９で被覆し、接続ビ
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ア７１１、第３配線層７１２を同様に形成する（図８（ｇ）参照）。さらに、第２絶縁層
７０９及び第３配線層７１２を第３絶縁層７１３で被覆し、接続ビア７１４、第５配線層
７１５を同様に形成する（図８（ｈ）参照）。
【００７６】
　その後、支持体７５０を除去する（図８（ｉ）参照）。支持体７５０の除去は、アルカ
リ性のウェットエッチング液を用いて、銅合金である支持体７５０を除去した。
【００７７】
　次いで、第６配線層７２１上に開口部を有するソルダーレジスト層７３１を形成する（
図８（ｊ）参照）。その後、ソルダーレジスト層７３１側において、第６配線層７２１と
接続するＢＧＡなどの外部端子７３３を形成する。上記工程等を経て、図８（ｋ）に示す
機能素子内蔵基板７００が製造される。
【００７８】
　本実施形態７に係る機能素子内蔵基板の製造方法によれば、支持体７５０上に全ての配
線層を作り込むことができるため、製造工程中の反りが小さく、製造歩留まりを向上させ
ることができる。また、本実施形態７に係る機能素子内蔵基板は、上記実施形態４と同様
の効果が得られる。
【００７９】
　〔実施形態８〕
　以上の実施形態において、機能素子を埋める絶縁層（第１絶縁層）は、１種の絶縁層で
形成しているが、本発明はこれに限定されず、２種以上の絶縁層で構成されていてもよい
。本実施形態８として、図９の工程断面図を参照しつつ説明する。図９に示す機能素子内
蔵基板８００の構成は、上記実施形態１の変形例として説明するが、その他の実施形態に
適用できることはいうまでもない。
【００８０】
　まず、支持体８５０上に第２配線層８０８を形成する（図９（ａ）参照）。次に、絶縁
層８０２を支持体８５０及び第２配線層８０８上に積層する。絶縁層８０２としては、実
施形態１の絶縁層１０２として例示したものが使用できるが、本実施形態８では、機械的
強度をより高めた材料を使用することができる。本実施形態８では、無機フィラーを含有
するエポキシ樹脂を用いた。このような機械的強度を高めた絶縁層は、径の大きなビアは
形成することができるが、微細なビアを形成するのに困難を要する場合がある。特に機能
素子と配線層とを接続する素子接続ビアなどの微細なビアを精度よく形成することが困難
になる。そこで、本実施形態８では、第１配線層と第２配線層とを接続する絶縁層貫通ビ
アを形成する絶縁層と、第１配線層と機能素子とを接続する素子接続ビアを形成する絶縁
層とを異なる絶縁層で構成する。
【００８１】
　図９（ｂ）に示すように、絶縁層８０２の機能素子を搭載する位置に開口部８０２Ａを
形成する。続いて、開口部８０２Ａ内に、素子貫通ビア８０６を有する機能素子８０１を
設置する。この実施形態８では実施形態１と同様にＤＡＦなどの接着層８０５を設けてお
り、素子貫通ビア８０６は接着層８０５も貫通している。
【００８２】
　次に、開口部８０２Ａ内に絶縁材料８６１を充填する。絶縁材料８６１としては、無機
フィラーを含有していないエポキシ樹脂など微細加工が容易な材料を充填する。あるいは
、感光性の有機材料を充填しても良い。その後は、絶縁層８０２に絶縁層貫通ビア用のビ
アホール８４２を形成し、絶縁材料８６１に素子接続ビア用のビアホール８４１をそれぞ
れ形成する（図９（ｄ）参照）。
【００８３】
　その後は、素子接続ビア８０４、絶縁層貫通ビア８０７、第１配線層８０３を上記実施
形態１と同様に形成し（図９（ｅ）参照）、最後に支持体８５０を除去することで、本実
施形態に係る機能素子内蔵基板８００が形成される（図９（ｆ）参照）。
【００８４】
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　絶縁層８０２としては、ガラスクロスなどに樹脂を含浸した半硬化材料（ガラスプリプ
レグ）に予め素子搭載部を型抜きしておいて、貼り合わせた後硬化させてもよい。
【００８５】
　このように、本実施形態８では機械的強度の高い絶縁層を採用することができ、機能素
子内蔵基板及びこれを用いた電子デバイスの全体的な機械的強度を高めることができる。
また、機能素子に素子貫通ビアを形成しているため、このような機械的強度の高い絶縁層
には径の大きなビアを形成しても、十分な配線経路を確保することができる。また、素子
内蔵部に開口部を有するガラスプリプレグ等をコア層とし、素子周辺及び配線層の形成面
に加工性の良好な材料を充填してスキン層を形成する場合にも同様の効果を奏する。
【００８６】
　〔実施形態９〕
　本実施形態９に係る機能素子内蔵基板９００は、実施形態１で説明した複数の機能素子
をＸ方向に積層する場合を説明するものである。本実施形態では２つの機能素子９０１ａ
と９０１ｂとの回路形成面を対向させて積層する場合について説明するが、これに限定さ
れず、回路形成面が同方向を向いている場合や他方向を向いている場合であっても適用す
ることができる。
【００８７】
　図９に示すように、機能素子９０１ａと９０１ｂは、それぞれ第１絶縁層９０２ａ、９
０２ｂに埋設されており、機能素子の側方には第１絶縁層貫通ビア９０７ａ、９０７ｂが
それぞれ設けられている。機能素子９０１ａの回路形成面側には素子接続ビア９０４ａと
第１配線層９０３ａが形成され、裏面側に第２配線層９０８ａが形成されている。他方、
機能素子９０１ｂの回路形成面側には素子接続ビア９０４ｂと第１配線層９０３ｂが形成
され、裏面側に第２配線層９０８ｂが形成されている。そして、機能素子９０１ａには素
子貫通ビア９０６が形成され、機能素子９０１ｂには素子貫通ビアは形成されていない。
【００８８】
　このような機能素子内蔵基板９００の製造は、図中ａ及びｂで示す積層構造を、上記説
明した実施形態２の製造工程に準じてそれぞれ形成した後、機能素子９０１ａと機能素子
９０１ｂの回路形成面が対向するように貼り合わせることで容易に実施できる。つまり、
積層構造ａは図３（ａ）～（ｅ）に示す工程及びさらに第２絶縁層９０９ａ、接続ビア９
１１ａを形成して製造することができ、積層構造ｂは図３（ａ）～（ｅ）に示す工程を経
て製造し、最後に接着層として第２絶縁層９０９ｂを用いて積層構造ａとｂを貼り合わせ
る。
【００８９】
　本実施形態９に係る機能素子内蔵基板９００においても、実施形態５で説明したように
Ａ～Ｃ群の配線系統が存在し、機能素子９０１ａの側方に設けた第１絶縁層貫通ビア９０
７ａを介して行われることになる。また、Ａ～Ｃ群の一部の配線系統は、機能素子９０１
ａに設けた素子貫通ビア９０６を介しても行われる。そのため、機能素子９０１ａ又は９
０１ｂが多機能化して外部端子数が増加（多ピン化）してＢ群の配線数も増加する場合、
Ｂ群の配線系統を下側に導くための経路を第１絶縁層貫通ビア９０７ａと素子貫通ビア９
０６の２系統で行うことができ、第１絶縁層貫通ビア９０７ａを高密度化する必要がない
。この結果、実装面積を増大させることなく、配線系統の確保が可能となる。さらに、機
能素子内蔵基板９００上に上パッケージを実装する場合には、機能素子９０１ｂにも素子
貫通ビアを設けることで、第１絶縁層貫通ビア９０７ｂを高密度化する必要がなくなる。
【００９０】
　本実施形態９では、絶縁層貫通ビアを第１絶縁層９０２ａと９０２ｂにそれぞれ設けて
いるが、上述したように、第２配線層９０８ｂと９０８ａを直接接続するビアを形成して
もよい。さらに、本実施形態における「第１」、「第２」、「第３」との表示は製造方法
を説明するための便宜上のものであって、上記の実施形態とは異なる場合も含まれること
はいうまでもない。
【００９１】
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　この出願は、２００９年３月４日に出願された日本出願特願２００９－０５０４８８を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００９２】
１００，２００，３００，４００，７００，８００，９００：機能素子内蔵基板
５００，６００：電子デバイス
１０１，２０１，３０１，４０１，５０１，６０１，７０１，８０１，９０１ａ，９０１
ｂ：機能素子
１０２，３０２,８０２：絶縁層
２０２，４０２，５０２，６０２，７０２，９０２ａ，９０２ｂ：第１絶縁層
１０３，２０３，３０３，４０３，５０３，６０３，７０３，８０３，９０３ａ，９０３
ｂ：第１配線層
１０４，２０４，３０４，４０４，５０４，６０４，７０４，８０４，９０４ａ，９０４
ｂ：素子接続ビア
１０５，８０５，９０５：接着層
１０６，２０６，３０６，４０６，５０６，６０６，７０６，８０６，９０６：素子貫通
ビア
１０７，３０７，８０７：絶縁層貫通ビア
２０７，４０７，５０７，６０７，７０７，９０７ａ，９０７ｂ：第１絶縁層貫通ビア
１０８，２０８，３０８，４０８，５０８，６０８，７０８，８０８，９０８ａ，９０８
ｂ：第２配線層
２０９，４０９，５０９，６０９，７０９，９０９ａ，９０９ｂ：第２絶縁層
２１０，４１０，５１０，６１０，７１０，９１０ａ，９１０ｂ：第３絶縁層
２１１，４１１，５１１，６１１，７１１：第１－第３配線接続ビア
９１１ｂ：接続ビア
２１２，４１２，５１２，６１２，７１２：第３配線層
２１３，４１３，６１３，７１３：第４絶縁層
２１４，４１４，６１４，７１４：第３－第５配線接続ビア
２１５，４１５，６１５，７１５：第５配線層
２１６，４１６，５１６，６１６，７１６：第５絶縁層
２１７，４１７，５１７，６１７，７１７；第２－第４配線接続ビア
２１８，４１８，５１８，６１８，７１８：第４配線層
２１９，４１９，５１９，７１９：第６絶縁層
２２０，４２０，５２０，７２０：第４－第６配線接続ビア
２２１，４２１，５２１，７２１：第６配線層
３３１，３３２，４３１，５３１，５３２，６３１，６３２，７３１：ソルダーレジスト
層
３３３，４３３，５３３，５３４，６３３，６３４，７３３：外部端子（ＢＧＡ）
５３５，６３５：接着剤層
５３６，６３６：上パッケージ
２４１，２４２，７４１，７４２，８４１，８４２：ビアホール
２５０，７５０，８５０：支持体
８６１：絶縁材料
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