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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基材と、
　この絶縁基材に設けられた回路パターンと、
　前記回路パターンを含む前記絶縁基材上に前記回路パターンの実装領域を露出させて設
けられた保護膜と、
　前記回路パターンの実装領域上に実装された能動素子部品と、
　少なくとも前記能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する前記保護膜上に設けられ
たフッ素樹脂膜と、
　前記能動素子部品と前記回路パターンの実装領域との間に充填されたアンダーフィルと
を備え、
　前記アンダーフィルの周縁端部が前記実装領域側に位置する前記フッ素樹脂膜の端部に
対して離間して位置することを特徴とするモジュール基板。
【請求項２】
　前記絶縁基材は、熱硬化性樹脂を主成分とするリジッド絶縁基材であることを特徴とす
る請求項１記載のモジュール基板。
【請求項３】
　前記絶縁基材は、フレキシブル絶縁基材であることを特徴とする請求項１記載のモジュ
ール基板。
【請求項４】
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　前記絶縁基材の回路パターンと反対側の面には、前記能動素子部品と対向するように裏
打ち板がさらに設けられていることを特徴とする請求項３記載のモジュール基板。
【請求項５】
　ディスク状の記録媒体；
　前記記録媒体を支持すると共に回転させる駆動部材；
　前記記録媒体に対して情報処理を行うヘッド；
　前記ヘッドを支持すると共にそのヘッドを前記記録媒体に対して移動させるヘッドアク
チュエータ；および
　フレキシブルプリント配線板を有するベース部と、このベース部のフレキシブルプリン
ト配線板から折り曲げて延出され、前記ヘッドアクチュエータに接続された帯状フレキシ
ブルプリント配線板とを含むフレキシブルモジュール基板；
を具備し、
　前記フレキシブルモジュール基板の前記ベース部は、
　絶縁基材と、この絶縁基材に設けられた回路パターンと、前記回路パターンを含む前記
絶縁基材上に前記回路パターンの実装領域を露出させて設けられた保護膜と、前記回路パ
ターンの実装領域上に実装された能動素子部品と、少なくとも前記能動素子部品の実装領
域の周辺近傍に位置する前記保護膜上に設けられたフッ素樹脂膜と、前記能動素子部品と
前記回路パターンの実装領域との間に充填されたアンダーフィルとを備え、前記アンダー
フィルの周縁端部が前記実装領域側に位置する前記フッ素樹脂膜の端部に対して離間して
位置することを特徴とするディスク装置。
【請求項６】
　前記フレキシブルモジュール基板のベース部は、前記絶縁基材の回路パターンと反対側
の面に裏打ち板が前記能動素子部品と対向するようにさらに設けられていることを特徴と
する請求項５記載のディスク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モジュール基板およびディスク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント配線板の回路パターンにベアチップのような能動素子部品を実装したモジュー
ル基板が知られている。このモジュール基板において、能動素子部品をプリント配線板の
回路パターンに実装する際、プリント配線板の回路パターンに能動素子部品の電極をはん
だなどで接続した後、プリント配線板と能動素子部品の間にアンダーフィル形成用樹脂溶
液を注入し、硬化させることによりアンダーフィルを形成し、プリント配線板に対する能
動素子部品の機械的な固定性等を高めることが行われている。
【０００３】
　しかしながら、アンダーフィル形成用樹脂溶液を注入する際、その樹脂溶液がプリント
配線板の能動素子部品の実装領域から周辺部品に流れて広がるため、次のような問題を生
じる。例えば、エポキシ樹脂を主材料とするリジッド絶縁基材が組み込まれたプリント配
線板を用いるモジュール基板では前記アンダーフィルの周辺部品への広がりにより能動素
子部品の交換に支障をきたす。また、ポリイミドフィルムのようなフレキシブル絶縁基材
が組み込まれたプリント配線板を用いるモジュール基板ではアンダーフィルが硬化性樹脂
を主成分とする硬い性質を有するため、アンダーフィルが広がった箇所においてその柔軟
性が低下する。さらに、アンダーフィルが広がる箇所で折り曲げると、アンダーフィルが
剥がれてダストが発生し、ディスク装置の場合、メディアに悪影響を及ぼす。
【０００４】
　このようなことから、従来、能動素子部品をアンダーフィルで固定した構造のモジュー
ル基板では能動素子部品が実装されるプリント配線板の回路パターン部分の間隔を広げた
り、流れ止め用のダムや溝を形成したりすることが行われている。しかしながら、部品実
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装の高密度化に伴って、アンダーフィルの流れを考慮した部品の配置、ダム／溝の形成は
実質的に困難となる。
【０００５】
　一方、特許文献１には例えば折畳式の携帯電話の繰り返し屈曲を受けるヒンジ部に配置
され、回路パターンのような金属層を一対のフィルムで挟持した構造で、少なくとも一方
のフィルムが耐摩擦性部材または耐摩耗部材（例えばフッ素樹脂）であり、携帯電話の多
数回（例えば約１万回）の開閉動作でも切断を防ぐことが可能なフレキシブルプリント配
線板が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－１０２７００
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、アンダーフィルがプリント配線板の能動素子部品の実装領域から周辺部品に
広がるのを防止することが可能なモジュール基板を提供することを目的とする。
【０００７】
　また、本発明はベース部とこのベース部から延出し、ヘッドアクチュエータに接続され
た帯状フレキシブルプリント配線板とを有し、それらの部材間での折り曲げ性を改良した
フレキシブルモジュール基板を備えたディスク装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によると、絶縁基材と、
　この絶縁基材に設けられた回路パターンと、
　前記回路パターンを含む前記絶縁基材上に前記回路パターンの実装領域を露出させて設
けられた保護膜と、
　前記回路パターンの実装領域上に実装された能動素子部品と、
　少なくとも前記能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する前記保護膜上に設けられ
たフッ素樹脂膜と、
　前記能動素子部品と前記回路パターンの実装領域との間に充填されたアンダーフィルと
を備え、
　前記アンダーフィルの周縁端部が前記実装領域側に位置する前記フッ素樹脂膜の端部に
対して離間して位置することを特徴とするモジュール基板が提供される。
【０００９】
　また本発明によると、ディスク状の記録媒体；
　前記記録媒体を支持すると共に回転させる駆動部材；
　前記記録媒体に対して情報処理を行うヘッド；
　前記ヘッドを支持すると共にそのヘッドを前記記録媒体に対して移動させるヘッドアク
チュエータ；および
　フレキシブルプリント配線板を有するベース部と、このベース部のフレキシブルプリン
ト配線板から折り曲げて延出され、前記ヘッドアクチュエータに接続された帯状フレキシ
ブルプリント配線板とを含むフレキシブルモジュール基板；
を具備し、
　前記フレキシブルモジュール基板の前記ベース部は、
　絶縁基材と、この絶縁基材に設けられた回路パターンと、前記回路パターンを含む前記
絶縁基材上に前記回路パターンの実装領域を露出させて設けられた保護膜と、前記回路パ
ターンの実装領域上に実装された能動素子部品と、少なくとも前記能動素子部品の実装領
域の周辺近傍に位置する前記保護膜上に設けられたフッ素樹脂膜と、前記能動素子部品と
前記回路パターンの実装領域との間に充填されたアンダーフィルとを備え、前記アンダー
フィルの周縁端部が前記実装領域側に位置する前記フッ素樹脂膜の端部に対して離間して
位置することを特徴とするディスク装置が提供される。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明によれば、必要以外の部分にアンダーフィルが広がらないため、従来の流れ防止
用のダムや溝が不要になって部品間隔を狭くでき、能動素子部品の高密度実装が可能なモ
ジュール基板を提供できる。
【００１１】
　本発明によれば、ベース部とこのベース部から延出し、ヘッドアクチュエータに接続さ
れた帯状フレキシブルプリント配線板とを有し、それらの部材間での折り曲げ性を改良し
たフレキシブルモジュール基板を備えた信頼性の高いディスク装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係るモジュール基板およびディスク装置を図面を参照して詳細に説明す
る。
【００１３】
　（第１実施形態）
　図１は、この第１実施形態に係るリジッド絶縁基材を有するプリント配線板を備えたモ
ジュール基板を示す断面図である。
【００１４】
　例えばガラスエポキシ樹脂からなるリジッド絶縁基材１は、表裏面に回路パターン２，
３がそれぞれ形成されている。スルーホール４（後述する）は、リジッド絶縁基材１を貫
通して形成され、そのスルーホール４の両端開口部周辺の絶縁基材１の表裏にはランド５
，６（後述する）が形成されている。保護膜であるソルダーレジスト膜７，８は、前記回
路パターン２，３を含むリジッド絶縁基材１の表裏面に形成されている。表面側のソルダ
ーレジスト膜７は、能動素子および受動素子の部品が実装される回路パターン２の箇所お
よびランド５の箇所で開口されている。裏面側のソルダーレジスト膜８は、ランド６の箇
所で開口されている。このようなリジッド絶縁基材１、回路パターン２，３、ランド５，
６を有するスルーホール４およびソルダーレジスト７，８によりリジッドプリント配線板
（以下、ＲＰＣと称す）９を構成している。
【００１５】
　フッ素樹脂膜１０は、少なくとも能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する前記ソ
ルダーレジスト膜７部分に被覆されている。
【００１６】
　能動素子部品（例えばベアチップ）１１の電極１２は、前記ＲＰＣ９の表面側のソルダ
ーレジスト膜７の開口（実装領域）から露出した回路パターン２にはんだ材１３を介して
接続されている。アンダーフィル１３は、前記実装領域において絶縁基材１とベアチップ
１１の間に介在され、ベアチップ１１を絶縁基材１に対して機械的に固定している。受動
素子部品（例えばチップ抵抗体）１４，１５は前記ＲＰＣ９の表面側のソルダーレジスト
膜７の開口（実装領域）から露出した回路パターン２にそれぞれ接続されている。
【００１７】
　前記能動素子部品としては、ベアチップに限らず、例えばボールグリッドアレイ（ＢＧ
Ａ）、プラスチックボールグリッドアレイ（ＰＢＧＡ）、プラスチック微細ピッチボール
グリッドアレイ（ＰＦＢＧＡ）、スタックプラスチック微細ピッチボールグリッドアレイ
（Stacked ＰＦＢＧＡ）、フリップチップボールグリッドアレイ（ＦＣＢＧＡ）等を用い
ることができる。
【００１８】
　前記受動素子部品としては、チップ抵抗体に限らず、例えばチップコンデンサを用いる
ことができる。
【００１９】
　前記フッ素樹脂としては、例えばポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフ
ルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テトラフル
オロエチレン・ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、テトラフルオロエチレン
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・エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリビニリデンフルオライド（ＰＶＤＦ）およびポリ
クロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）等を用いることができる。
【００２０】
　前記フッ素樹脂膜は、５～５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【００２１】
　前記アンダーフィルは、例えばフィラーが充填されたエポキシ樹脂から作られる。
【００２２】
　次に、前述した図１に示すモジュール基板の製造方法を図２を参照して説明する。
【００２３】
　まず、図２の（Ａ）に示すように例えばガラスエポキシ樹脂からなるリジッド絶縁基材
１の表裏面に銅箔２１，２２を張り付けた、いわゆる両面銅張り板を用意する。つづいて
、図２の（Ｂ）に示すようにこの両面銅張り板にドリル等により穴２３を穿設する。ひき
つづき、電気めっき（例えば電気銅めっき）を施すことにより図２の（Ｃ）に示すように
銅箔２１，２２上に電気銅めっき膜２４，２５を形成すると共に、穴２３の箇所にスルー
ホール２６を形成する。
【００２４】
　次いで、図２の（Ｄ）に示すようにリジッド絶縁基板１表裏面の銅箔２１，２２、電気
銅めっき膜２４，２５を図示しないレジストパターンをマスクとして選択的にエッチング
除去することによりリジッド絶縁基板１表裏面に回路パターン２，３を形成する。つづい
て、図２の（Ｅ）に示すように前記回路パターン２，３を含むリジッド絶縁基材１の表裏
面にソルダーレジスト膜７，８を能動素子および受動素子の部品が実装される回路パター
ン２の箇所およびランド５の箇所で開口されるように形成することによりリジッドプリン
ト配線板（ＲＰＣ）９を作製する。ひきつづき、図２の（Ｆ）に示すように少なくとも能
動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置するソルダーレジスト膜７部分にフッ素樹脂膜１
０を形成する。このフッ素樹脂膜１０は、所望のパターンのフィルム状フッ素樹脂を前記
ソルダーレジスト膜７上に接着剤で貼り合わせる方法、または前記ソルダーレジスト膜７
上にフッ素樹脂溶液を印刷技術で塗付し、焼き付ける方法を採用することができる。
【００２５】
　この後、前述した図１に示すように前記ＲＰＣ９の表面側のソルダーレジスト膜７の開
口（実装領域）から露出した回路パターン２に能動素子部品（例えばベアチップ）１１の
電極１２をはんだ材１３を介して接続する。この実装領域において前記回路パターン２を
含む絶縁基材１とベアチップ１１の間にアンダーフィル形成用樹脂溶液（例えばフィラー
を含むエポキシ樹脂溶液）を例えばディスペンスノズルから滴下し、乾燥、硬化すること
により絶縁基材１にベアチップ１１を機械的に固定するためのアンダーフィル１４を形成
する。また、前記ＲＰＣ９の表面側のソルダーレジスト膜７の開口（実装領域）から露出
した回路パターン２に受動素子部品（例えばチップ抵抗体）１５，１６をそれぞれ実装す
る。このような工程によりＲＰＣ９にベアチップ１１、チップ抵抗体１５，１６等が実装
されたモジュール基板を製造する。
【００２６】
　以上、第１実施形態によれば少なくとも能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する
プリント配線板９のソルダーレジスト膜７に濡れ難い高い撥水性を有するフッ素樹脂膜１
０を被覆することによって、実装領域において能動素子部品（例えばベアチップ）１１の
電極１２を回路パターン２にはんだ材１３を介して接続し、アンダーフィル１３で絶縁基
材１にベアチップ１１を機械的に固定する際、前記アンダーフィル１３がプリント配線板
９のベアチップ１１の実装領域から周辺部品に広がるのを防止できる。その結果、従来の
流れ防止用のダムや溝が不要になり、部品間隔を狭くことができるため、ベアチップ１１
等が高密度実装されたモジュール基板を提供できる。
【００２７】
　また、リジッド絶縁基材１を有するプリント配線板９に能動素子部品１１を実装したモ
ジュール基板において、能動素子部品１１の不良により新しい能動素子部品に交換する場
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合、前記アンダーフィル１３がプリント配線板の能動素子部品１１の実装領域から周辺部
品に広がるのを防止できるため、周辺部品を損傷することなく能動素子部品を容易に交換
することが可能になる。
【００２８】
　なお、第１実施形態では両面に回路パターンが形成されたリジッドプリント配線板を用
いたが、これに限定されない。例えば、片面に回路パターンが形成されたリジッドプリン
ト配線板、内部に内層回路パターンを有するリジッド多層プリント配線板を用いてもよい
。
【００２９】
　（第２実施形態）
　図３は、この第２実施形態に係るフレキシブル絶縁基材を有するフレキシブルプリント
配線板を備えたモジュール基板を示す断面図である。
【００３０】
　例えばポリイミドからなるフレキシブル絶縁基材３１は、開口部３２が部分的に形成さ
れている。このフレキシブル絶縁基材３１は、表面に例えばＣｒ／ＣｕとＣｕの層構造を
有する回路パターン３３が形成され、裏面（後述する少なくとも能動素子部品と対向する
箇所）に例えばＳＵＳからなる裏打ち板３４が形成されている。前記回路パターン３３は
、その露出面が例えばＮｉ薄膜３５で覆われている。保護膜である例えばポリイミドから
なるカバーレイ３６は、前記回路パターン３３を含むフレキシブル絶縁基材３１上に形成
されている。このカバーレイ３６は、能動素子部品が実装される回路パターン３３部分で
開口されている。例えばＮｉ／Ａｕ薄膜３７は、前記開口から露出した回路パターン３３
のＮｉ薄膜３５上に形成されている。このようなフレキシブル絶縁基材３１、回路パター
ン３３、Ｎｉ薄膜３５、Ｎｉ／Ａｕ薄膜３７、裏打ち板３４およびカバーレイ３６により
フレキシブルプリント配線板（以下、ＦＰＣと称す）３８を構成している。
【００３１】
　フッ素樹脂膜３９は、少なくとも能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する前記カ
バーレイ３６部分に被覆されている。
【００３２】
　能動素子部品（例えばベアチップ）４０の電極（図示せず）は、前記ＦＰＣ３８のカバ
ーレイ３６の開口（実装領域）から露出した回路パターン３３のＮｉ／Ａｕ薄膜３７には
んだ材４１を介して接続されている。アンダーフィル４２は、前記実装領域において前記
カバーレイ３６とベアチップ４０の間に介在され、ベアチップ４０をカバーレイ３６に対
して機械的に固定している。
【００３３】
　前記能動素子部品としては、前記第１実施形態で説明したようにベアチップに限らず、
例えばボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）、プラスチックボールグリッドアレイ（ＰＢＧＡ
）、プラスチック微細ピッチボールグリッドアレイ（ＰＦＢＧＡ）、スタックプラスチッ
ク微細ピッチボールグリッドアレイ（Stacked ＰＦＢＧＡ）、フリップチップボールグリ
ッドアレイ（ＦＣＢＧＡ）等を用いることができる。
【００３４】
　前記フッ素樹脂としては、前記第１実施形態で説明したのと同様なものを用いることが
できる。このフッ素樹脂膜は、５～５０μｍの厚さを有することが好ましい。
【００３５】
　前記アンダーフィルは、例えばフィラーが充填されたエポキシ樹脂から作られる。
【００３６】
　次に、前述した図３に示すモジュール基板の製造方法を図４、図５を参照して説明する
。
【００３７】
　まず、図４の（Ａ）に示すように例えばＳＵＳ製薄板５１に感光性ポリイミド膜５２を
形成する。つづいて、図４の（Ｂ）に示すように前記感光性ポリイミド膜５２をホトリソ
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グラフィーによりパターニングして開口部３２が部分的に形成されたフレキシブル絶縁基
材３１を形成する。
【００３８】
　次いで、図４の（Ｃ）に示すように前記開口部３２を含むフレキシブル絶縁基材３１の
表面に例えばスパッタ法によりＣｒ／Ｃｕのめっき用下地層５３を形成する。つづいて、
図４の（Ｄ）に示すように前記下地層５３表面にレジスト膜の被覆、ホトリソグラフィー
により回路パターン形成部が露出しためっきレジストパターン５４を形成した後、ＳＵＳ
製薄板５１および下地層５３を共通電極とした例えば電気銅めっきを施すことによりＣｕ
パターン５５を形成する。その後、図４の（Ｅ）に示すようにめっきレジストパターン５
４を除去した。
【００３９】
　次いで、図４の（Ｆ）に示すようにＣｕパターン５５をマスクとして下地層５３を選択
的にエッチング除去してＣｒ／ＣｕとＣｕの層構造を有する回路パターン３３を形成する
。つづいて、無電解Ｎｉめっきを施すことにより図４の（Ｇ）に示すように回路パターン
３３の露出表面にＮｉ薄膜３５を形成した後、開口部３２を除くフレキシブル絶縁基材３
１上に例えばポリイミドからなるカバーレイ３６を形成する。
【００４０】
　次いで、図５の（Ｈ）に示すように所定の回路パターン３３において、その表面を覆う
カバーレイ３６部分を選択的に除去して同回路パターン３３上のＮｉ薄膜３５を露出させ
た後、無電解Ｎｉめっき、無電解Ａｕめっきを施すことにより図５の（Ｉ）に示すように
露出したＮｉ薄膜３５上にＮｉ／Ａｕ薄膜３７を形成する。つづいて、図５の（Ｊ）に示
すように表面のカバーレイ３６全面にレジスト膜５６を覆い、かつＳＵＳ製薄板５１裏面
にレジスト膜の被覆、ホトリソグラフィーによりレジストパターン５７を形成した後、こ
のレジストパターン５７をマスクとしてＳＵＳ製薄板５１を選択的にエッチング除去して
裏打ち板３４を形成する。この後、レジスト膜５６およびレジストパターン５７を除去す
ることにより図５の（Ｋ）に示すフレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）３８を作製する
。ひきつづき、図５の（Ｌ）に示すように能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する
前記カバーレイ３６部分にフッ素樹脂膜３９を形成する。このフッ素樹脂膜３９は、所望
のパターンのフィルム状フッ素樹脂を前記カバーレイ３６上に接着剤で貼り合わせる方法
、または前記カバーレイ３６上にフッ素樹脂溶液を印刷技術で塗付し、焼き付ける方法を
採用することができる。
【００４１】
　次いで、図５の（Ｍ）に示すように前記ＦＰＣ３８のカバーレイ３６の開口（実装領域
）から露出した回路パターン３３上のＮｉ／Ａｕ薄膜３７に能動素子部品（例えばベアチ
ップ）４０の電極（図示せず）をはんだ材４１を介して接続した後、この実装領域におい
てカバーレイ３６とベアチップ４０の間にアンダーフィル形成用樹脂溶液（例えばフィラ
ーを含むエポキシ樹脂溶液）５８を例えばディスペンスノズル５９から滴下し、乾燥、硬
化することにより、前述した図３に示すようにカバーレイ３６にベアチップ４０を機械的
に固定するためのアンダーフィル４２を形成し、ＦＰＣ３８にベアチップ４０等が実装さ
れたフレキシブルモジュール基板を製造する。
【００４２】
　以上、第２実施形態によれば少なくとも能動素子部品の実装領域の周辺近傍に位置する
プリント配線板３８のカバーレイ３６に濡れ難い高い撥水性を有するフッ素樹脂膜３９を
被覆することによって、実装領域において能動素子部品（例えばベアチップ）４０の電極
を回路パターン３３のＮｉ／Ａｕ薄膜３７にはんだ材４１を介して接続し、アンダーフィ
ル４２でカバーレイ３６にベアチップ４０を機械的に固定する際、前記アンダーフィル４
２がプリント配線板３８のベアチップ４０の実装領域から周辺部品に広がるのを防止でき
る。その結果、従来の流れ防止用のダムや溝が不要になり、部品間隔を狭くことができる
ため、ベアチップ４０等を高密度実装することが可能なモジュール基板を提供できる。
【００４３】
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　また、フレキシブルプリント配線板３８に能動素子部品（例えばベアチップ）４０を実
装したモジュール基板において、硬化性樹脂を主成分とする硬い性質を有するアンダーフ
ィル４２がベアチップ４０の実装領域から周辺のカバーレイ３８に広がるのを防止できる
ため、ベアチップ４０の実装箇所近傍で折り曲げる際に、そのアンダーフィルの延出箇所
で剥がれを生じてダストが発生し、ディスク装置の場合、メディアに悪影響を及ぼすのを
回避できる。
【００４４】
　さらに、フレキシブル絶縁基材３１の裏面に裏打ち板３４を少なくともベアチップ４０
に対向するように取り付けることによって、そのベアチップ４０が実装されるフレキシブ
ル絶縁基材３１部分の柔軟性を抑えて、前記ベアチップ４０をフレキシブルプリント配線
板３８に良好に固定することが可能になる。
【００４５】
　なお、第２実施形態でのフレキシブルプリント配線板の作製において銅張りポリイミド
フィルムを出発素材として用いてもよい。
【００４６】
　（第３実施形態）
　図６は、この第３実施形態に係るディスク装置としてのハードディスクドライブ（以下
ＨＤＤと称する）を示す斜視図、図７は図６のフレキシブルモジュール基板を示す斜視図
である。
【００４７】
　図６に示すように、ＨＤＤは、上面の開口した矩形箱状のケース６１と、複数のねじに
よりケースにねじ止めされてケースの上端開口を閉塞する図示しないトップカバーと、を
有している。
【００４８】
　ケース６１内には、記録媒体としての２枚の磁気ディスク６２ａ、６２ｂ、これらの磁
気ディスクを支持および回転させる駆動部材としてのスピンドルモータ６３、磁気ディス
クに対して情報の記録、再生を行なう複数の磁気ヘッド、これらの磁気ヘッドを磁気ディ
スク６２ａ、６２ｂに対して移動自在に支持したヘッドアクチュエータ６４、ヘッドアク
チュエータ６４を回動および位置決めするボイスコイルモータ（以下ＶＣＭと称する）６
５、磁気ヘッドが磁気ディスクの最外周に移動した際、磁気ヘッドを磁気ディスクから離
間した位置に保持するランプロード機構６６、およびプリアンプ、ベアチップ等の電子部
品が実装されたフレキシブルモジュール基板６７が収納されている。
【００４９】
　また、ケース６１の外面には、フレキシブルモジュール基板６７を介してスピンドルモ
ータ６３、ＶＣＭ６５、および磁気ヘッドの動作を制御する図示しないプリント配線板が
ねじ止めされ、ケース６１の底壁と対向して位置している。
【００５０】
　２枚の磁気ディスク６２ａ、６２ｂは、スピンドルモータ６３の図示しないハブに互い
に同軸的に嵌合されているとともにクランプばね６８によりクランプされ、ハブの軸方向
に所定の間隔をおいて積層されている。そして、磁気ディスク６２ａ、６２ｂは、スピン
ドルモータ６３により所定の速度で回転駆動される。
【００５１】
　ヘッドアクチュエータ６４は、ケース６１の底壁上に固定された軸受組立体６９を備え
ている。また、ヘッドアクチュエータ６４は、軸受組立体６９の図示しないハブに取り付
けられた複数本、例えば４本のアーム７０と、それぞれのアーム７０から延出したサスペ
ンション（図示せず）の延出端に支持された磁気ヘッド７１、および３つのスペーサリン
グ（図示せず）を備えている。
【００５２】
　一方、ヘッドアクチュエータ６４の各磁気ヘッド７１は、それぞれ中継フレキシブルプ
リント回路基板（図示せず）を介してＦＭユニット６７の後述するメインフレキシブルプ
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リント配線板に電気的に接続されている。
【００５３】
　図６および図７に示すようにフレキシブルモジュール基板６７は、ほぼ矩形状に折り曲
げられたフレキシブルプリント配線板を有するベース部７２と、このベース部７２のフレ
キシブルプリント配線板から折り曲げて延出され、前記ヘッドアクチュエータ６４と接続
された帯状フレキシブルプリント配線板７３とを有し、共通のフレキシブルプリント配線
板により一体的に形成されている。
【００５４】
　前記ベース部７２は、前述した第２実施形態の図３に示すフレキシブルモジュール基板
とほぼ同様な構造を有する。すなわち、フレキシブルプリント配線板７４は、開口部が部
分的に形成された例えばポリイミドからなるフレキシブル絶縁基材と、このフレキシブル
絶縁基材の表面に形成された例えばＣｒ／ＣｕとＣｕの層構造を有する回路パターンと、
フレキシブル絶縁基材の裏面（後述する少なくとも能動素子部品と対向する箇所）に形成
され、例えばＳＵＳからなる裏打ち板と、前記回路パターンの露出面を覆う例えばＮｉ薄
膜と、前記開口部を除く前記フレキシブル絶縁基材上に形成された保護膜である例えばポ
リイミドからなるカバーレイと、能動素子部品が実装される回路パターン部分の前記カバ
ーレイの開口箇所に形成されたＮｉ／Ａｕ薄膜とを有する。フッ素樹脂膜は、この実装領
域周辺のカバーレイ表面に形成され、能動素子部品（例えばヘッドアンプ）７５はこの実
装領域においてカバーレイから露出した回路パターンに接続され、アンダーフィルでカバ
ーレイに機械的に固定されている。さらに、コネクタ７６、チップ抵抗７７、チップコン
デンサ７８は前記フレキシブルプリント配線板７４に実装されている。なお、ヘッドアン
プ７５等が実装されたフレキシブルプリント配線板７４と反対側に面にそのヘッドアンプ
７５およびコネクタ７７と対向するように例えばＳＵＳから作られる裏打ち板が設けられ
ている。前記ベース部７２は、ケース６１の底壁上に固定されている。ベース部７２から
延出した帯状フレキシブルプリント配線板７３の延出端部は接続端部７９を構成している
。この接続端部７９は、ヘッドアクチュエータ６４の基端部側に取り付けられている。
【００５５】
　このように構成されたＨＤＤによれば、フレキシブルプリント配線板７４のカバーレイ
（保護膜）から露出した回路パターンに能動素子部品（例えばヘッドアンプ）７５が実装
され、かつアンダーフィルでそのヘッドアンプ７５をカバーレイに機械的に固定した構造
を有するフレキシブルモジュール基板６７のベース部７２において、フッ素樹脂膜を実装
領域周辺のカバーレイ表面に被覆し、アンダーフィルの周辺への広がりを防ぐことによっ
て、ヘッドアンプ７５等の実装密度を向上できる。
【００５６】
　また、前記ベース部７２において硬化性樹脂を主成分とする硬い性質を有するアンダー
フィルが周辺（ベース部７２からヘッドアクチュエータ６４に接続される帯状フレキシブ
ルプリント配線板７３を折り曲げる箇所）に広がるのを防ぐことによって、その折り曲げ
箇所にアンダーフィルが存在することに伴う剥がれ、これに伴うダストの発生を招くこと
なく前記ベース部７２から帯状フレキシブルプリント配線板７３を円滑に折り曲げること
ができる。
【００５７】
　したがって、高密度実装が可能で高信頼性のベース部７２を有するフレキシブルモジュ
ール基板６７を備えたＨＤＤを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るモジュール基板を示す断面図。
【図２】第１実施形態に係るモジュール基板の製造工程を示す断面図。
【図３】本発明の第２実施形態に係るモジュール基板を示す断面図。
【図４】第２実施形態に係るモジュール基板の製造工程を示す断面図。
【図５】第２実施形態に係るモジュール基板の製造工程を示す断面図。
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【図６】本発明の第３実施形態に係るディスク装置としてのハードディスクドライブ（以
下ＨＤＤと称する）を示す斜視図。
【図７】図６のフレキシブルモジュール基板を示す斜視図。
【符号の説明】
【００５９】
　１…リジッド絶縁基材、２、３，３３…回路パターン、７、８…ソルダーレジスト膜（
保護膜）、９…リジッドプリント配線板、１０、３９…フッ素樹脂膜、１１，４０…ベア
チップ（能動素子部品）、１４、４２…アンダーフィル、３１…フレキシブル絶縁基材、
３４…裏打ち板、３６…カバーレイ、３８…フレキシブルプリント配線板、６１…ケース
、６２ａ，６２ｂ…磁気ディスク、６３…スピンドルモータ（駆動部材）、６４…ヘッド
アクチュエータ、６７…フレキシブルモジュール基板、７１…磁気ヘッド、７２…ベース
部、７３…帯状フレキシブルプリント配線板、７４…フレキシブルプリント配線板、７５
…ヘッドアンプ（能動素子部品）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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