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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  回路素子を搭載する配線基板であって、
　基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた第１の接続部および第１の配線部と、
　前記第１の接続部および前記第１の配線部の接続端子部分に開口が設けられた保護膜と
、
を備え、
　前記第１の接続部の膜厚が前記第１の配線部の膜厚より薄く、さらに、前記第１の配線
部の接続端子部分が、前記第１の接続部を構成する金属よりイオン化傾向が小さい金属で
被覆されていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記基板の他方の面に設けられた第２の接続部と、前記基板を貫通し前記第１の接続部
と前記第２の接続部とを電気的に接続する導通部とをさらに備え、前記第２の接続部は、
前記第１の接続部を構成する金属よりイオン化傾向が小さい金属で被覆されていることを
特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
基板と、
　前記基板の一方の面に設けられた第１の接続部および第１の配線部と、
　前記第１の接続部および前記第１の配線部の接続端子部分に開口が設けられた保護膜と
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を含む配線基板を備えた回路装置であって、
　前記第１の接続部の膜厚が前記第１の配線部の膜厚より薄く、さらに、前記第１の配線
部の接続端子部分が、前記第１の接続部を構成する金属よりイオン化傾向が小さい金属で
被覆されており、
　前記第１の接続部にフリップチップ接続された第１の回路素子と、前記第１の回路素子
上に搭載した第２の回路素子と、をさらに備え、
　前記第１の配線部の接続端子部分を被覆した金属と前記第２の回路素子とがワイヤを介
して接続されていることを特徴とする回路装置。
【請求項４】
　前記基板の他方の面に設けられた第２の接続部と、前記基板を貫通し前記第１の接続部
と前記第２の接続部とを電気的に接続する導通部とをさらに備え、前記第２の接続部は、
前記第１の接続部を構成する金属よりイオン化傾向が小さい金属で被覆されていることを
特徴とする請求項３に記載の回路装置。
【請求項５】
　基板の一方の面に第１の接続部および第１の配線部を形成する第１の工程と、
　前記第１の接続部および前記第１の配線部の接続端子部分に開口が設けられた保護膜を
形成する第２の工程と、
　前記第１の配線部の接続端子部分を、前記第１の接続部を構成する金属に比べてイオン
化傾向が小さい金属で被覆する第３の工程と、
　前記開口から露出した前記第１の接続部にＯＳＰ処理を施すことにより、前記第１の接
続部の表面にプレフラックス膜を形成する第４の工程と、
を備えることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第４の工程の前に、前記基板の他方の面に前記第１の接続部と電気的に接続された
第２の接続部を形成する工程と、前記第２の接続部を前記第１の接続部を構成する金属に
比べてイオン化傾向が小さい金属で被覆する工程とを備えることを特徴とする請求項５に
記載の配線基板の製造方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の配線基板の製造方法によって形成された配線基板に対して、
前記第１の接続部に第１の回路素子を実装し、前記第１の回路素子上に第２の回路素子を
搭載する第５の工程と、
　前記第１の配線部の接続端子部分を被覆した金属と前記第２の回路素子とをワイヤを介
して接続する第６の工程と、
を備えることを特徴とする回路装置の製造方法。
【請求項８】
　基板の一方の面に第１の接続部を形成する工程と、
　前記基板の他方の面に前記第１の接続部と電気的に接続された第２の接続部を形成する
工程と、
　前記第２の接続部を前記第１の接続部を構成する金属に比べてイオン化傾向が小さい金
属で被覆する工程と、
　前記第１の接続部にＯＳＰ処理を施すことにより、前記第１の接続部の表面にプレフラ
ックス膜を形成する工程と、
を備えることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の配線基板の製造方法によって形成された配線基板に対して、前記第１
の接続部に第１の回路素子を実装する工程と、
を備えることを特徴とする回路装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、回路装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ＰＤＡ、ＤＶＣ、ＤＳＣといったポータブルエレクトロニクス機器の高機能
化が加速するなか、こうした製品が市場で受け入れられるためには小型・軽量化が必須と
なっており、その実現のために高集積のシステムＬＳＩが求められている。一方、これら
のエレクトロニクス機器に対しては、より使い易く便利なものが求められており、機器に
使用されるＬＳＩに対し、高機能化、高性能化が要求されている。このため、ＬＳＩチッ
プの高集積化にともないそのＩ／Ｏ数が増大する一方でパッケージ自体の小型化要求も強
く、これらを両立させるために、半導体部品の高密度な基板実装に適合した半導体パッケ
ージの開発が強く求められている。こうした要求に対応するため、ＣＳＰ（Chip Size Pa
ckage ）と呼ばれるパッケージ技術が種々開発されている（たとえば、特許文献１参照）
。
【特許文献１】特開平１１－２０４７２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ポータブルエレクトロニクス機器の小型化に伴い、回路装置のさらなる低背化が求めら
れている。たとえば、携帯電話に用いられる回路装置においては、数μｍ程度の低背化で
さえ、携帯電話の小型化に十分に寄与する。
【０００４】
　本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、回路装置を低背化す
る技術の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のある態様は、回路装置である。当該回路装置は、基板と、基板の一方の面に設
けられた第１の接続部と配線部を含む第１の配線層と、基板の他方の面に設けられた第２
の接続部を含む第２の配線層と、基板を貫通し、第１の接続部と第２の接続部とを電気的
に接続する導通部と、第１の接続部に搭載された回路素子と、を備え、第１の接続部の膜
厚が配線部の膜厚より薄いことを特徴とする。
【０００６】
　上記態様の回路装置において、第２の接続部が、第１の接続部を構成する金属よりイオ
ン化傾向が小さい金属で被覆されていてもよい。
【０００７】
　また、上記態様の回路装置において、回路素子が第１の接続部にフリップチップ接続さ
れていてもよい。
【０００８】
　本発明の他の態様は、回路装置の製造法である。当該回路装置の製造方法は、基板の一
方の面に第１の接続部を含む第１の配線層を形成する工程と、基板の他方の面に第１の接
続部と電気的に接続された第２の接続部を含む第２の配線層を形成する工程と、第２の接
続部を第１の接続部を構成する金属に比べてイオン化傾向が小さい金属で被覆する工程と
、第１の接続部にＯＳＰ処理を施すことにより、第１の接続部の表面にプレフラックス膜
を形成する工程と、第１の接続部に回路素子を実装する工程と、を備えることを特徴とす
る。
【０００９】
　上記態様の回路装置の製造方法において、第１の接続部を構成する金属が銅であり、第
２の接続部に被覆される金属が金であってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、回路装置を低背化することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を具現化した実施形態について図面に基づいて説明する。
【００１２】
　図１は、実施の形態に係る回路装置の断面図である。回路装置１０は、配線基板２０、
第１の回路素子３０および第２の回路素子４０を備える。
【００１３】
　配線基板２０は、コア（芯）となる絶縁樹脂層２２、絶縁樹脂層２２の一方の面（以下
、Ｌ１面とよぶ）に設けられた配線層５０、絶縁樹脂層２２の他方の面（以下、Ｌ２面と
よぶ）に設けられた配線層６０を有する、二層構造の基板である。
【００１４】
　絶縁樹脂層２２を構成する材料としては、たとえば、ＢＴレジン等のメラミン誘導体、
液晶ポリマー、エポキシ樹脂、ＰＰＥ樹脂、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、フェノール樹
脂、ポリアミドビスマレイミド等の熱硬化性樹脂が例示される。回路装置１０の放熱性向
上の観点から、絶縁樹脂層２２は高熱伝導性を有することが望ましい。このため、絶縁樹
脂層２２は、銀、ビスマス、銅、アルミニウム、マグネシウム、錫、亜鉛およびこれらの
合金などを高熱伝導性フィラーとして含有することが好ましい。
【００１５】
　配線層５０は、第１の接続部５２および配線部５４を含む。配線層５０を構成する材料
としては、銅などの金属が例示される。より好ましくは、配線層５０を構成する材料は圧
延銅である。
【００１６】
　第１の接続部５２は、第１の回路素子３０が搭載される端子である。第１の接続部５２
の膜厚は、配線部５４の膜厚より薄い。すなわち、第１の接続部５２は、配線部５４に比
べて薄膜化されている。
【００１７】
　配線部５４は、回路素子が搭載されない領域に設けられている。配線部５４のうち、ワ
イヤボンディング接続に供される接続端子部分５５は、金メッキ層５６により被覆されて
いる。金メッキ層５６により、接続端子部分５５の配線部５４の劣化を抑制することがで
きる。
【００１８】
　絶縁樹脂層２２のＬ１面には、第１の接続部５２および配線部５４の接続端子部分５５
の領域を開口とする保護膜（ソルダーレジスト）５８が形成されている。
【００１９】
　配線層６０は、第２の接続部６２および配線部６４を含む。配線層６０を構成する材料
としては、銅などの金属が例示される。より好ましくは、配線層６０を構成する材料は圧
延銅である。
【００２０】
　第２の接続部６２は、回路装置１０をマザーボードに実装するための端子として用いら
れる。第２の接続部６２は、金メッキ層６６によって被覆されている。絶縁樹脂層２２の
Ｌ２面には、第２の接続部６２の領域を開口とする保護膜（ソルダーレジスト）６８が形
成されている。
【００２１】
　配線部６４は、たとえば、第２の接続部６２の再配置に必要な再配線である。本実施の
形態では、第２の接続部６２の厚さと配線部６４の厚さとは同等である。
【００２２】
　導通部７０は絶縁樹脂層２２を貫通し、第１の接続部５２と第２の接続部６２とを電気
的に接続する。導通部７０を構成する材料は、たとえば銅、銀ペースト、銅ペーストなど
である。
【００２３】
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　絶縁樹脂層２２のＬ１面には、第１の回路素子３０が搭載されている。第１の回路素子
３０は、たとえば、ＩＣ、ＬＳＩなどである。本実施の形態では、第１の回路素子３０は
、電極形成面を下に向けてフリップチップ接続されている。具体的には、第１の回路素子
３０に形成された外部電極３２と、配線基板２０に設けられた第１の接続部５２とがはん
だバンプ３４によって電気的に接続されている。
【００２４】
　第２の回路素子４０は、ダイアタッチフィルムなどの接着部材を介して、第１の回路素
子３０の上に搭載されている。第２の回路素子４０は、たとえば、ＩＣ、ＬＳＩなどであ
る。第２の回路素子４０の外部電極４２と配線部５４の接続端子部分５５とは、金線４４
によりワイヤボンディング接続されている。
【００２５】
　以上説明した回路装置１０によれば、第１の接続部５２が配線部５４に比べて薄くなっ
ているため、第１の接続部５２に搭載される第１の回路素子３０および第２の回路素子４
０を含めた回路装置１０の高さを低くすること、すなわち回路装置１０の低背化を実現す
ることができる。
【００２６】
　また、第１の接続部５２が配線部５４に比べて薄くなっている分だけ、絶縁樹脂層２２
のＬ１面に設けられた金属（実施の形態では銅）の量が低減する。これにより、回路装置
１０の反りが低減し、回路装置１０をマザーボードに実装したときの接続信頼性が向上す
る。
【００２７】
　また、回路装置１０をマザーボードに実装した場合に、第１の回路素子３０とマザーボ
ードとの距離が短くなるため、回路装置１０の放熱性が向上する。
【００２８】
　（製造方法）
　図２～図４は、実施の形態に係る回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【００２９】
　まず、図２（Ａ）に示すように、絶縁樹脂層２２の一方の面、および他方の面にそれぞ
れ銅箔１００、１１０を圧着する。銅箔１００、１１０として、圧延銅を用いることがで
きる。
【００３０】
　次に、図２（Ｂ）に示すように、導通部の位置に合わせて銅箔１００にエッチングなど
により開口１０２を形成したのち、レーザにより絶縁樹脂層２２に貫通穴１０４を形成す
る。
【００３１】
　次に、図２（Ｃ）に示すように、無電解めっき、および電解めっきにより貫通穴１０４
に銅からなる導通部７０を形成したのち、フォトリソグラフィ法およびエッチング法によ
り銅箔１００、１１０をパターニングする。なお、この段階では、銅箔１００の膜厚は一
定である。パターニングされた銅箔１００は、第１の接続部５２および配線部５４となる
。また、パターニングされた銅箔１１０は、第２の接続部６２および配線部６４となる。
【００３２】
　次に、図３（Ａ）に示すように、絶縁樹脂層２２のＬ１面に、所定の位置に開口が設け
られた保護膜（ソルダーレジスト膜）５８を形成した後、ニッケル金メッキにより、配線
部５４の接続端子部分５５および第２の接続部６２に金メッキ層５６、６６をそれぞれ被
覆する。なお、ニッケル金メッキを行う際には、金メッキ層を施す必要がある部分以外の
銅に耐金レジストを形成しておくことが好適である。つづいて、絶縁樹脂層２２のＬ２面
に、第２の接続部６２を開口とする保護膜６８を形成する。ここで、保護膜６８により配
線部６４が被覆される。
【００３３】
　次に、図３（Ｂ）に示すように、第１の接続部５２にＯＳＰ（Organic Solderability 
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解させたプレフラックス液を用いる。ＯＳＰ処理により、第１の接続部５２の表面に、た
とえば０．５～２μｍの厚さのプレフラックス膜５９が形成される。なお、プレフラック
ス膜５９は、第１の接続部５２から溶出した銅とイミダゾール化合物が反応して銅－イミ
ダゾール錯体となることにより形成される。このため、第１の接続部５２は、プレフラッ
クス膜５９の膜厚だけ薄膜化している。一方、第２の接続部６２は、プレフラックス液と
接触する部分に銅よりもイオン化傾向が小さい金メッキ層６６に被覆されているため、Ｏ
ＳＰ処理の影響を受けず、第１の接続部５２にのみプレフラックス膜５９が形成される。
【００３４】
　次に、図４に示すように、はんだバンプ３４を用いて第１の接続部５２と第１の回路素
子３０の外部電極３２とを接続することにより、第１の回路素子３０を配線基板２０にフ
リップチップ接続する。さらに、第１の回路素子３０の上に、ダイアタッチフィルムなど
の接着部材（図示せず）を介して、第２の回路素子４０を搭載する。続いて、第２の回路
素子４０の外部電極４２と、配線部５４の接続端子部分５５とを金線４４を用いて接続す
る。以上の工程により、図１に示した回路装置を製造することができる。なお、図４に示
すように、必要に応じて、第２の接続部６２にはんだバンプ２００を形成してもよく、ト
ランスファーモールド法などにより封止樹脂２１０により回路装置１０をパッケージ化し
てもよい。
【００３５】
　本発明は、上述の各実施の形態に限定されるものではなく、当業者の知識に基づいて各
種の設計変更等の変形を加えることも可能であり、そのような変形が加えられた実施の形
態も本発明の範囲に含まれうるものである。
【００３６】
　たとえば、上述の実施の形態では、配線層を２層有する配線基板が例示されているが、
配線基板は、３層以上の多層配線を備えてもよい。
【００３７】
　また、第２に接続部６２を被覆する金属は、第１の接続部５２を構成する金属に比べて
イオン化傾向が小さければよく、金に限定されない。たとえば、第２に接続部６２を被覆
する金属は、白金、銀、鉛、はんだなどでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】実施の形態に係る回路装置の断面図である。
【図２】実施の形態に係る回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図３】実施の形態に係る回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図４】実施の形態に係る回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
　１０　回路装置、２０　配線基板、３０　第１の回路素子、４０　第２の回路素子、５
０　配線層、５２　第１の接続部、５４　配線部、５６　金メッキ層、６０　配線層、６
２　第２の接続部、６４　配線部、６６　金メッキ層
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