
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ａ． (ａ )銅箔積層板にバイアホールを加工する工程；
(ｂ )前記銅張積層板及びバイアホールの内壁を銅メッキする工程；及び
(ｃ )前記銅箔積層板に回路パターンを形成する工程を含む所定枚数の回路層を形成する工
程；
Ｂ． (ａ )離型フィルムが付着された平板型絶縁材にバイアホールを加工する工程；
(ｂ )前記バイアホールを導電性ペーストで充填する工程；及び
(ｃ )前記離型フィルムを除去する工程を含む所定枚数の絶縁層を形成する工程；
Ｃ．前記回路層と絶縁層を交互にあらかじめ設定された位置に配置する工程；
Ｄ． 前記配置さ
れた回路層及び絶縁層を圧着する工程；及び
Ｅ．前記圧着された基板の最外郭層に回路パターンを形成する工程を含むことを特徴とす
る多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項２】
前記回路層を形成する工程は、
最外郭層に配置される回路層には片面にのみ回路パターンを形成し、内層に配置される回
路層にはその両面に回路パターンを形成する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載
の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項３】
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前記絶縁層の導電性ペーストが回路層のバイアホールに充填されるように



前記回路層を形成する工程は、
表面処理する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作
製方法。
【請求項４】
ドリル加工の基準点である内層の‘ターゲットガイドマーク’にターゲット穴を加工する
工程をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項５】
前記回路層及び絶縁層のバイアホールを加工する工程は、
層間整合の基準となるガイド穴を前記複数の層の同一の位置に加工する工程を含むことを
特徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項６】
前記回路層と絶縁層を交互にあらかじめ設定された位置に配置する工程 (Ｃ )の後に、
最外郭層のバイアホールからはみ出される導電性ペーストを除去するバフ研磨工程をさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項７】
前記離型フィルムの厚さは２０～５０μ mであることを特徴とする請求項１に記載の多層
印刷回路基板の作製方法。
【請求項８】
前記導電性ペーストは、スズ成分の含浸された金属結合型導電性ペーストであることを特
徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項９】
前記導電性ペーストは、点接触型の導電性ペーストであることを特徴とする請求項１に記
載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項１０】
前記平板型絶縁材は、完全硬化状態の樹脂両面に積層された半硬化状態の樹脂層から構成
されることを特徴とする請求項１に記載の多層印刷回路基板の作製方法。
【請求項１１】
　

ことを特徴とする多層印刷回路基板。
【請求項１２】
前記導電性ペーストは、スズ成分の含浸された金属結合型導電性ペーストであることを特
徴とする請求項１１に記載の多層印刷回路基板。
【請求項１３】
前記導電性ペーストは、点接触型の導電性ペーストであることを特徴とする請求項１１に
記載の多層印刷回路基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、並列方式の多層印刷回路基板及びその作製方法に関し、さらに詳細には、並
列方式または一括積層式の多層印刷回路基板の層間接続において、内壁がメッキされた回
路層のバイアホールには別途の充填メッキ工程や導電性ペースト充填工程を行わず、絶縁
層のバイアホールには導電性ペーストを充填した後、それらを一括的に積層し圧着するこ
とによって回路層のバイアホールと絶縁層のバイアホールとが接続されるようにした多層
印刷回路基板及びその作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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銅箔積層板からなり、該銅張積層板表面及び複数のバイアホールの内壁を銅メッキされ
るとともに、該銅箔積層板に回路パターンを形成してなる所定枚数の回路層と、平板型絶
縁材からなり、導電性ペーストを充填された複数のバイアホールを有する所定枚数の絶縁
層とを交互に積層し、前記絶縁層のバイアホールの導電性ペーストが回路層のバイアホー
ルに充填されるように圧着してなり、前記圧着された基板の最外郭層に回路パターンを形
成してなる



　現在、電子製品は、小型化、薄板化、高密度化、パッケージ (package)化及び個人携帯
化の要求に応えて軽薄短小化されつつあり、多層印刷回路基板でも微細パターン (fine pa
ttern)化、小型化及びパッケージ化が同時に進行されている。そこで、多層印刷回路基板
の微細パターン化、高信頼性及び高設計密度の確保のために、原資材の変更に加えて回路
の層構成を複合化する構造に移りつつあるし、部品もＤＩＰ (Dual In-Line Package)タイ
プからＳＭＴ (Surface Mount Technology)タイプに変更され、その実装密度が高まってい
る趨勢にある。しかも、電子機器の携帯化、高機能化、インターネット利用、動映像及び
高容量のデータ送受信などから印刷回路基板の設計は益々複雑となり、高難度の技術が要
求されている。
【０００３】
　かかる印刷回路基板には、絶縁基板の片面にのみ配線を形成した単面ＰＣＢ、両面とも
に配線を形成した両面ＰＣＢ及び多層に配線したＭＬＢ (多層印刷回路基板； Multi Layer
ed Board)がある。従来は部品素子が単純で、回路パターンも簡単な点から断面ＰＣＢを
使用したが、最近では回路の複雑度の増加による高密度及び小型化回路に対する要求に応
えて殆ど両面ＰＣＢまたは多層印刷回路基板を使用している。本発明では、中でも多層印
刷回路基板 (ＭＬＢ )の作製方法について説明する。
【０００４】
　ＭＬＢは、配線領域を拡大するために配線可能な層を追加したものである。具体的にＭ
ＬＢは、内層と外層とに区分され、内層の材料としては薄板コア (Thin Core； T/C)を使用
し、外層と内層をプリプレグで接着した構造の４層ＭＬＢ (内層２層、外層２層 )が基本と
なる。したがって、多層印刷回路基板は少なくとも４層以上となるが、回路の複雑度の増
加に応じて６層、８層、１０層またはそれ以上に構成する場合もある。
【０００５】
　内層には電源回路、接地回路、信号回路などを形成し、内層と外層間または外層間には
プリプレグを挟めて絶縁と接着を行う。この時、各層の配線はバイアホール (導通穴 )を介
して連結する。
【０００６】
　ＭＬＢは、配線密度を画期的に増やすことができるという大きい長所があるが、それだ
け作製工程が複雑になるという短所がある。特に、内層回路を形成しその上に段階的に追
加の層を積み上げる、いわゆるビルドアップ (build-up)方式による作製方法では、工程が
完了してからは内層の変形が不可能なため、内層にエラーがある場合には完成された全て
の製品が不良となってしまう。このようなエラーを未然に防止するためには多くの検査装
置が要求される。
【０００７】
　図１ａないし図１ｄは、従来のいわゆる並列的多層印刷回路基板の作製方法、または一
括積層方式の多層印刷回路基板の作製方法において、多層印刷回路基板を構成する層のう
ち回路パターンを含む回路層を作製する方法を示している。ここでは、回路層にバイアホ
ールを加工した後メッキによりそのバイアホールを充填することによって絶縁層または他
の回路層のバイアホールと電気的接続を行う。
【０００８】
　図１ａは印刷回路基板の作製においてベース基板として使用される銅張積層板１０１を
示す。銅張積層板１０１は、通常、補強基材１０３及びその両面に張り付けられた銅箔１
０２とから構成される。
【０００９】
　このように形成された銅張積層板１０１に、図１ｂに示すようにバイアホール１０４を
加工する。バイアホールはＹＡＧまたはＣＯ２ レーザー、若しくは機械的ドリルリングを
使って直径を５０～１００μ m程度に加工する。通常の多層印刷回路基板においてバイア
ホールの直径は２００～３００μ mであるが、図１ｂのようにバイアホールの直径を小さ
くすれば追加的なペーストの充填処理過程なくバイアホール１０４の内部をメッキにより
充填することができる。
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【００１０】
　その後、図１ｃに示すように、バイアホール１０４が加工された銅張積層板１０１に無
電解メッキ及び電解メッキにより銅張積層板１０１の上面、下面及びバイアホール１０４
の内壁をメッキする。したがって、基板の上面及び下面にはメッキ層１０５が形成され、
バイアホール１０４はメッキ金属により充填される。
【００１１】
　このように別途の充填工程なくメッキ金属によりバイアホール１０４の内部を充填して
層間を導通させる方法も可能であるが、バイアホール１０４の内壁をメッキし、別途の導
電性ペースト充填工程によりバイアホール１０４の内部を充填する方法を使用してもいい
。
【００１２】
　次いで、図１ｄに示すように、エッチングなどの回路パターン形成方法を用いて回路パ
ターンを形成する。このように形成された回路層１０６は並列的または一括積層式多層印
刷回路基板の作製方法において図３の回路層１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃとして使用さ
れることができる。
【００１３】
　このように加工された回路層１０６は、図３の回路層１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃの
一つとして使用され、回路層には絶縁層等との結合を考慮してバイアホール及び回路パタ
ーンが設計される。
【００１４】
　また、作製したい多層印刷回路基板の層数にしたがって必要な回路層及び絶縁層の枚数
が決定される。例えば、４層印刷回路基板では２枚の回路層が必要であり、６層印刷回路
基板では３枚、８層では４枚の回路層が必要となる。
【００１５】
　図２ａないし図２ｄは、従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、回路層の
間に挟まれる絶縁層を形成する方法を示している。
　図２ａには、プリプレグ２０３の両面にポリエステル材質の離型フィルム２０２が付着
された平板型絶縁材２０１が示されている。
【００１６】
　プリプレグ２０３の厚さは製品の仕様にしたがって選択的に使用することができ、離型
フィルム２０２の厚さは２０～３０μ mであって、プリプレグの製作に当たって既に付着
されたものを使用してもよく、プリプレグ２０３に離型フィルム２０２を別途接着して使
用してもいい。
【００１７】
　このように形成された平板型絶縁材２０１に、図２ｂに示すように、ドリルリングによ
りバイアホール２０４を加工する。この時、バイアホール２０４は通常、機械的ドリルリ
ングにより加工する。バイアホール２０４の直径は、回路層との接続を考慮して回路層に
形成されたバイアホールの直径よりやや大きくする。
【００１８】
　したがって、前述した回路層加工方法のうち図１ａないし図１ｄを参照して説明された
バイアホール１０４をメッキにより充填させる方法で作製された回路層１０６と接続され
る絶縁層のバイアホール２０４は、約１００μ mの直径に加工する。
【００１９】
　このように形成されたバイアホール２０４を、図２ｃのように導電性ペースト２０５で
充填した後、図２ｄに示すように離型フィルム２０２を除去する。
　このように形成された絶縁層２０６も同様に、図３の絶縁層２０６ａ、２０６ｂの一つ
として使用される。
【００２０】
　ここで、絶縁層もまた、結合される回路層のバイアホールに鑑みてそのバイアホールの
位置及び大きさが設計される必要がある。また、絶縁層の枚数も作製したい多層印刷回路

10

20

30

40

50

(4) JP 3927955 B2 2007.6.13



基板の層数にしたがって決定される。例えば、４層印刷回路基板では１枚、６層印刷回路
基板では２枚、８層では３枚の絶縁層が必要であるが、これは、４層の印刷回路基板では
２層の絶縁層、６層の印刷回路基板では４層の絶縁層が存在するいわゆるビルドアップ方
式の作製方式とは異なっている。
【００２１】
　その後、図１ａないし図１ｄに示した方法により形成された回路層１０６ａ、１０６ｂ
、１０６ｃと、図２ａないし図２ｄに示した方法により形成された絶縁層２０６ａ、２０
６ｂを図３のように交互に配置する。
【００２２】
　このとき、配置された層のバイアホールを正確にマッチングさせるためにターゲッティ
ング（ targeting）またはピン (pin)整合方法などを使用する。
　ターゲッティングとは、基板の積層後にドリル加工の基準点である内層の‘ターゲット
ガイドマーク’にターゲット穴を加工する工程であり、通常、Ｘ－Ｒａｙによるターゲッ
トドリルを使用する。
【００２３】
　ピン (Pin)整合方法とは、層間整合の基準となる穴、すなわち、ガイド穴をバイアホー
ル加工時に多数の基板上の同一の所定位置に加工し、積層 (Lay-Up)する時ピン (Pin)に穴
が加工された回路層、絶縁層を挿入して回路層と絶縁層の位置整合を図る方式のことをい
う。
【００２４】
　次いで、配列された回路層及び絶縁層を、図３に示した矢印方向に圧縮プレスで圧着し
て一度に積層することで、図４に示すような６層の多層印刷回路基板が完成される。
　最後に、積層完了した基板の縁部にはみ出された樹脂と銅箔を切り取って製品の傷や安
全事故を予防するためのトリミング処理などの仕上げが行われる。
【００２５】
　要するに、ビルドアップ方式で作製された多層印刷回路基板は、一枚の両面印刷回路基
板に絶縁層が積層され、その上に片面印刷回路基板が順次積層された構造を持つが、並列
方式または一括積層方式の作製方法によって作製された多層印刷回路基板は、複数枚の両
面印刷回路基板が絶縁層を挟んで連続的に積層された構造を持つ。
　この相違点から、完成された印刷回路基板の断面を見るとそれがどのような作製方式で
作られたか容易に判別できる。
【００２６】
　ＷＯ２００１／３９２６７号では、絶縁基材の片面または両面に回路が形成された基本
層の両方に接着層を挟んで断面印刷回路基板を数枚積層した後、これを一括的にプレス圧
着して多層印刷回路基板を作製する方法が開示されている。
　この文献に開示された方法により作製された多層印刷回路基板の断面は、ビルドアップ
方式により作製された基板の断面と同一であり、絶縁基材に半硬化状態のプリプレグが使
用されずに完全硬化された絶縁性基材が使用された。
【００２７】
　そこで、本発明では前記文献に開示された方法に比べてさらに単純で且つ改善された形
態の一括積層による多層印刷回路基板の作製方法を提供する。
【特許文献１】ＷＯ２００１／３９２６７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　本発明は、回路層の充填のためのメッキ工程またはペースト充填工程を省くことによっ
て、従来の多層印刷回路基板の作製方法に比べて原価が節減され、工程に時間がかからな
い多層印刷回路基板及びその作製方法を提供することにその目的がある。
　また、本発明の他の目的は、層間のペーストと銅箔部の接続において回路層と絶縁層の
バイアホール間の接触面積を増大させることによって、電気伝導度及び接合信頼性を向上
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させた多層印刷回路基板及びその作製方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法は、Ａ． (ａ )銅箔積層板にバイアホールを加
工する工程； (ｂ )前記銅張積層板及びバイアホールの内壁を銅メッキする工程；及び、 (
ｃ )前記銅箔積層板に回路パターンを形成する工程を含む所定枚数の回路層を形成する工
程；Ｂ． (ａ )離型フィルムが付着された平板型絶縁材にバイアホールを加工する工程； (
ｂ )前記バイアホールを導電性ペーストで充填する工程；及び、 (ｃ )前記離型フィルムを
除去する工程を含む所定枚数の絶縁層を形成する工程；Ｃ．前記回路層と絶縁層を交互に
あらかじめ設定された位置に配置する工程；Ｄ．前記配置された回路層及び絶縁層を圧着
する工程；及び、Ｅ．前記圧着された基板の最外郭層に回路パターンを形成する工程を含
むことを特徴とする。
【００３０】
　好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記回路層を形成す
る工程は、最外郭層に配置される回路層には片面にのみ回路パターンを形成し、内層に配
置される回路層にはその両面に回路パターンを形成する工程を含むことを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記回路層を形
成する工程は、表面処理する工程をさらに含む。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、ドリル加工の基
準点である内層の‘ターゲットガイドマーク’にターゲット穴を加工する工程をさらに含
むことを特徴とする。
【００３１】
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記回路層及び
絶縁層のバイアホールを加工する工程は、層間整合の基準となるガイド穴を前記複数の層
の同一の位置に加工する工程を含むことを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記離型フィル
ムの厚さは２０μ m以上であることを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記導電性ペー
ストはスズ成分が含浸された金属結合型（ metallic bond-type）導電性ペーストであるこ
とを特徴とする。
【００３２】
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記導電性ペー
ストは点接触型（ point contact-type）の導電性ペーストであることを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法において、前記平板型絶縁
材は完全硬化状態 (c-stage)の樹脂両面に積層された半硬化状態 (b-stage)の樹脂層から構
成されることを特徴とする。
【００３３】
　本発明に係る多層印刷回路基板は、導電性ペーストが充填された複数のバイアホールを
有する複数の回路層及び導電性ペーストが充填された複数のバイアホールを有する複数の
絶縁層を含み、前記回路層のバイアホールへの導電性ペーストの充填が前記絶縁層のバイ
アホールに充填された導電性ペーストの移動より行われてなることを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板において、前記導電性ペーストはスズ
成分が含浸された金属結合型導電性ペーストであることを特徴とする。
　より好ましくは、本発明に係る多層印刷回路基板において、前記導電性ペーストは点接
触型の導電性ペーストであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の多層印刷回路基板の作製方法によれば、回路層のバイアホール充填のためのメ
ッキ工程またはペースト充填工程が省略されるために従来の多層印刷回路基板の作製方法
に比べて原価が節減され、工程に時間がかからなくなる。

10

20

30

40

50

(6) JP 3927955 B2 2007.6.13



　また、本発明の多層印刷回路基板の作製方法によれば、層間接続 (Paste vs Copper)に
おいて回路層と絶縁層のバイアホール間の接触面積が増大されるために電気伝導度及び接
合信頼性の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、添付図面を参照しつつ本発明に係る並列的多層印刷回路基板の作製方法をさらに
詳細に説明する。
　まず、本発明に係る並列的多層印刷回路基板の作製方法による回路層及び絶縁層それぞ
れの作製方法について述べる。
【００３６】
　図５ａないし図５ｅは、本発明の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、多層印
刷回路基板を構成する層のうち回路層を作製する方法の一実施例を示している。
　図５ａには、印刷回路基板の作製に際してベース基板として使用される銅張積層板５０
１が示されている。銅張積層板５０１は、補強基材５０３及びその両面に張り付けられた
銅箔５０２とから構成される。
【００３７】
　銅張積層板５０１は、その補強基材によって様々に分類されるが、ガラス繊維にエポキ
シを含浸させた補強基材に銅箔を張り付けたガラス /エポキシ基板 (ＦＲ－４ )、ガラス繊
維にポリイミド及びＢＴ樹脂を含浸させた補強基材に銅箔を張り付けた耐熱樹脂銅張積層
板、及びポリイミドフィルムに銅箔を張り付けたフレキシブル銅張積層板など様々な種類
のものがあり、中でも、ガラス /エポキシ基板 (ＦＲ－４ )が最も多く使用される。図１ａ
の銅張積層板５０１にはＦＲ－４基板を使用してもいいが、印刷回路基板の応用例に合わ
せて適切なものを選択して使用すればいい。
【００３８】
　このように形成された銅張積層板５０１に、図５ｂに示すようにバイアホール５０４を
ドリルリング加工する。この時、バイアホール５０４の直径は約０．１ mm程度に加工する
。
　その後、図５ｃに示すように、無電解銅メッキ及び電解銅メッキを行って銅張積層板５
０１の両面及びバイアホール５０４内壁に銅メッキ層５０５を形成する。
　次いで、図５ｄに示すように、銅張積層板５０１の両面に回路パターン５０６ａを形成
する。回路パターン形成は、エッチングレジスト塗布、エッチングレジストパターン形成
及びエッチングなどの工程により行われる。
【００３９】
　このように形成された回路層５０６ａは、図８において内部に配置される回路層５０６
ａとして使用される。
　回路パターン形成方法として上記のようなエッチングによる方法の他にも多様な方法が
適用可能であることは当業者にとって理解できるはずである。
【００４０】
　図５ｅは、図５ｃのように銅メッキ層５０５の形成が完了された基板の下面にのみ回路
パターンを形成した回路層５０６ｂを示す。このように下面にのみ回路パターンが形成さ
れた回路層５０６ｂは、図８の最上端に配置された回路層５０６ｂとして使用される。
　図５ｆは、図５ｃのように銅メッキ層５０５の形成が完了された基板の上面にのみ回路
パターンを形成した回路層５０６ｃを示す。このように上面にのみ回路パターンが形成さ
れた回路層５０６ｃは、図８の最下端に配置される回路層５０６ｃとして使用される。
以上のように加工された回路層は、本発明に係る図８の回路層５０６ａ、５０６ｂ、５０
６ｃの一つとして使用されることができ、本発明による作製方法において回路層の回路パ
ターンは絶縁層との結合を考慮してバイアホール及び回路パターン等の位置及び寸法があ
らかじめ正確に設計される必要がある。
【００４１】
　また、必要な回路層の枚数も、作製したい多層印刷回路基板の層数にしたがって決定さ
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れる。例えば、４層の印刷回路基板では２枚の回路層が必要であり、６層の印刷回路基板
では３枚、８層では４枚の回路層が必要である。
　以下、本発明に係る並列的多層印刷回路基板の作製方法において、回路層５０６ａ、５
０６ｂ、５０６ｃ間に挟まれる絶縁層の作製方法を説明する。
【００４２】
　図６ａないし図６ｄは、本発明に係る並列的多層印刷回路基板の作製方法の一実施例に
よる絶縁層形成方法を示している。
　図６ａは、本発明の一実施例による絶縁層のベース基板として使用される平板型絶縁材
６０１の断面図である。この絶縁材６０１は、３層に構成されるが、完全硬化された状態
(c-stage)の熱硬化性樹脂６０４の両面に半硬化状態 (b-stage)の熱硬化性樹脂６０３が積
層され、その上にポリエステル材質の離型フィルム６０２が付着されてなる。
【００４３】
　多層印刷回路基板において誘電体の樹脂で構成される絶縁層は回路層に比べて大きいイ
ンピーダンスを持つことになり、このインピーダンスは回路動作に影響を及ぼす。また、
かかる絶縁層のインピーダンス値は絶縁層の厚さ偏差、樹脂の特性、つまり誘電率や質量
及び体積により影響を受けるが、このように半硬化状態の樹脂をさらに形成した絶縁体を
使用すると、インピーダンスをより容易に制御することができ、本発明に係る多層印刷回
路基板の作製方法において回路層との結合に際してより良子な成形性を確保することがで
きる。
【００４４】
　熱硬化性樹脂層６０３、６０４の厚さは製品の仕様に応じて選択的に使用することがで
き、通常的な離型フィルムの厚さは２０μ m以下であるが、本発明に係る多層印刷回路基
板の作製方法の絶縁層に使用される離型フィルム６０２は約２０～５０μ m範囲の厚さを
有するものを使用する。
　離型フィルム６０２は、熱硬化性樹脂層６０３、６０４の製作に当たって既に付着され
たものを使用してもよく、熱硬化性樹脂層６０３、６０４を順次積層しそこに離型フィル
ム６０２を接着して使用してもいい。
【００４５】
　このように形成される平板型絶縁材６０１に、図６ｂに示すようにドリルリングによっ
てバイアホール６０５を形成する。
　その後、図６ｃに示すように、前記バイアホール６０５に導電性ペースト６０６を充填
して熱硬化させる。この時、充填される導電性ペーストには、ペースト全体が導電性を持
つ物質からなる物理的点接触型のペースト、接着性のある樹脂に金属成分を浸透させた金
属結合型ペーストを使用するといい。
【００４６】
　特に、金属結合型ペーストは、接着性のある樹脂にスズ (Sn)成分を浸透させたものであ
り、熱が加えられたらバイアホール内壁または回路パターンを構成する銅箔等とスズ成分
が金属結合を起こし接続される。
　本発明に係る絶縁層の形成において、絶縁層のバイアホールに充填される導電性ペース
トとしては金属結合型ペーストを使用することが好ましい。
【００４７】
　次いで、図６ｄに示すように、離型フィルム６０２を除去する。離型フィルム６０２が
除去されたら熱硬化性樹脂６０３の上に導電性ペースト６０６が突出され、この時、突出
される導電性ペーストの高さは離型フィルム６０２の厚さによって変わる。
　本発明に使用される離型フィルム６０２は２０～５０μ mの厚さを有し、好ましくは、
約３８μ mの厚さを持つものを使用し、したがって、突出される導電性ペースト６０６の
高さも２０～５０μ m、好ましくは約３８μ mとなる。
　以上の工程により形成された絶縁層６０７は、本発明に係る図８の回路層５０６ａ、５
０６ｂ、５０６ｃ間に挟まれる絶縁層６０７ａ、６０７ｂの一つとして使用される。
【００４８】
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　図７ａないし図７ｄは、本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、多層印刷回路
基板を構成する層のうち絶縁層形成方法の他の実施例を示す図である。
　図７ａには、半硬化状態の絶縁層またはプリプレグ７０３の両面に離型フィルム７０２
が付着された形態の平板型絶縁材７０１が示されている。プリプレグの厚さは製品の仕様
にしたがって選択的に使用することができ、前述の如く離型フィルム７０２の厚さは２０
～５０μ m、好ましくは約３８μ mと、絶縁層またはプリプレグ製作に当たって既に付着さ
れたものを使用してもよく、場合によっては絶縁層またはプリプレグに離型フィルム７０
２を別途接着して使用してもいい。
【００４９】
　このように形成された平板型絶縁材７０１に、図７ｂに示すようにドリルリングにより
バイアホール７０４を加工する。好ましくは、前記バイアホール７０４は機械的ドリルリ
ングにより形成する。バイアホール７０４の直径は、回路層との接続を考慮して接続され
る回路層のバイアホールの直径と略同一に加工され、好ましくは、直径が約０．１５ mm程
度となるように加工する。
【００５０】
　その後、図７ｃに示すように、バイアホール７０４を導電性ペースト７０５で充填する
。この時、充填される導電性ペーストには、ペースト全体が導電性を持つ物質からなる物
理的点接触型のペースト、接着性のある樹脂に金属成分を浸透させた金属結合型ペースト
を使用するといい。
　特に、金属結合型ペーストは、接着性のある樹脂にスズ (Sn)成分を浸透させたものであ
り、熱が加えられると結合されるバイアホール内壁または回路パターンを構成する銅箔等
とスズ成分が金属結合を起こし接続される。
【００５１】
　本発明に係る絶縁層の形成において、絶縁層のバイアホールに充填される導電性ペース
ト７０５としては金属結合型ペーストを使用することが好ましい。
　最後に、図７ｄに示すように、離型フィルム７０２を除去する。離型フィルム７０２が
除去されると、プリプレグ７０３上に導電性ペースト７０５が突出され、この時突出され
る導電性ペースト７０５の高さは離型フィルム７０２の厚さにしたがって変わる。本発明
で厚さ３８μ m程度の離型フィルム７０２を使用すると、それに伴って突出される導電性
ペースト７０５の高さも約３８μ mとなる。
【００５２】
　このような工程により形成された絶縁層７０６は、本発明に係る図８の回路層５０６ａ
、５０６ｂ、５０６ｃ間に挟まれる絶縁層６０７ａ、６０７ｂの代わりをすることができ
る。
　その後、図５ａないし図５ｆを参照して説明された方法により作製された回路層５０６
ａ、５０６ｂ、５０６ｃ、及び図６ａないし図６ｄまたは図７ａないし図７ｄを参照して
説明された方法により作製された絶縁層６０７または７０６を、図８に示すように交互に
配列する。この時、両面に回路パターンが形成された回路層５０６ａは中心に配置し、下
面に回路パターンが形成された回路層５０６ｂは最上端に配置し、上面に回路パターンが
形成された回路層５０６ｃは最下端に配置する。
【００５３】
　ここで、配置された層どうしのバイアホールが正確にマッチングされるように整合し仕
上げるために、ターゲッティング及びピン (pin)整合方法などが使用される。
　ターゲッティングとは、基板の積層後にドリル加工の基準点である内層の‘ターゲット
ガイドマーク 'にターゲット穴を加工する工程であって、普通Ｘ－Ｒａｙによるターゲッ
トドリルを使用する。
【００５４】
　ピン (Pin)整合方法とは、層間整合の基準となる穴、すなわち、ガイド穴をバイアホー
ル加工時に多数の基板上の同一の所定位置に加工し、積層 (Lay-Up)する時、ピン (Pin)に
ホールが加工された回路層、絶縁層を挟めて回路層と絶縁層の位置整合を行う方式のこと
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をいう。
　その後、圧着プレスにより図８の矢印方向に圧着すると、図９に示すように内層には回
路パターンが形成され、最外郭層には回路パターンが形成されなかった形態の６層の印刷
回路基板が形成される。
【００５５】
　積層された各層を一枚の印刷回路基板に作るプレスには、‘熱プレス 'が多く使用され
る。これは、積層された基板をケースに入れて真空チャンバーの上下から熱板を挟めて加
圧 /加熱する方法で積層を行う。この方法をＶＨＬ (Vacuum Hydraulic Lamination)法とい
う。
　このようにプレス工程時には基板に熱が加えられて絶縁層５０６ａ、５０６ｂ、５０６
ｃのバイアホールを充填している導電性ペースト６０６は流動性を持つことになり、した
がって、圧着により、図９に示された空いている回路層のバイアホールに導電性ペースト
６０６が押し付けられて回路パターンと連結され、結果として回路層と絶縁層が接続され
るのである。
【００５６】
　このような本発明に係る回路層と絶縁層の接続方法によれば、従来の並列的印刷回路基
板の作製方法またはビルドアップ方式の印刷回路基板の作製方法に比べて回路層と絶縁層
のバイアホール間の電気的接触面が広くなるために電気伝導度及び接続信頼度が向上され
る。
【００５７】
　その後、好ましくは、圧着により最外郭層５０６ｂ、５０６ｃのバイアホールから外部
にはみ出された導電性ペーストを除去するバフ研磨 (buffing)工程を行うとともに、積層
が完了した基板の縁部にはみ出された樹脂と銅箔を切り取って製品の傷及び安全事故を予
防するためのトリミング処理を行う。
その後、図１０に示すように、最外郭層に回路パターンを形成することで６層の印刷回路
基板が完成される。回路パターンの形成は、エッチングレジスト塗布、エッチングレジス
トパターンの形成、及びエッチングなどの工程により行われる。エッチングレジストには
ドライフィルムを使用すると好ましい。回路パターン形成方法として上述したエッチング
による方法の他にも様々な方法が使用可能であることは当業者にとって理解できるはずで
ある。
【００５８】
　最外郭層に回路パターンを形成した後、最外郭層に形成された回路パターンのうち他の
基板または素子と電気的に接続されない部位にはソルダーレジストを塗布し、電気的に接
続される部分には、外部に露出された銅箔部位が酸化されるのを防止し、実装される部品
のハンダ付け性を向上させ、且つ、良い伝導性を与えるための表面処理を行うことが好ま
しい。
　このように、最外郭層の回路パターンを内層の回路パターンとは異なり最後に形成する
理由は、最外郭層の回路パターンを完了した状態で一括積層すると、バイアホールをから
はみ出された導電性ペーストを除去するバフ研磨 (buffing)工程時に最外郭層に既に形成
された回路パターンを損ね、不良を誘発するおそれがあるためである。
【００５９】
　ビルドアップ方式で作製された多層印刷回路基板は、一枚の両面印刷回路基板に絶縁層
が積層され、その上に断面印刷回路基板が順次積層された構造を持つが、本発明の並列的
作製方法によって作製された多層印刷回路基板は、複数枚の両面印刷回路基板が絶縁層を
挟んで連続的に積層された構造を持つ。
【００６０】
　また、従来の並列的または一括積層方式多層印刷回路基板の作製方法により作製された
多層印刷回路基板では、回路層のバイアホールがメッキにより充填されているか、或いは
導電性ペーストにより充填された状態で絶縁層とプレスなどにより結合されるので絶縁層
のバイアホールを埋め込んでいるペーストと回路層のバイアホールを埋め込んでいるメッ
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キ層またはペーストが区別される。
【００６１】
　このような相違点から、完成された印刷回路基板の断面を見るとその印刷回路基板がど
のような作製方式で作製されたか判別できる。
　以上の具体的な説明は、本発明に係る多層印刷回路基板の作製方法の一実施例に過ぎな
いので、本発明は上記の実施例に限定されなく、当分野で通常の知識を持つ者なら特許請
求の範囲の解析によって定義される本発明の範囲内で様々な変形が可能であることが理解
できる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１ａ】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、多層印刷回路基板を構成
する層のうち回路層の形成方法を示す端面図。
【図１ｂ】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、多層印刷回路基板を構成
する層のうち回路層の形成方法を示す端面図。
【図１ｃ】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、多層印刷回路基板を構成
する層のうち回路層の形成方法を示す端面図。
【図１ｄ】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、多層印刷回路基板を構成
する層のうち回路層の形成方法を示す端面図。
【図２ａ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、回路層の間に挟まれる絶縁層
の形成方法を示す端面図。
【図２ｂ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、回路層の間に挟まれる絶縁層
の形成方法を示す端面図。
【図２ｃ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、回路層の間に挟まれる絶縁層
の形成方法を示す端面図。
【図２ｄ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、回路層の間に挟まれる絶縁層
の形成方法を示す端面図。
【図３】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法において、回路層と絶縁層を交互に配
置した状態の断面を示す図。
【図４】従来の並列的多層印刷回路基板の作製方法によって完成された６層印刷回路基板
の断面を示す図。
【図５ａ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図５ｂ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図５ｃ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図５ｄ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図５ｅ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図５ｆ】本発明の一実施例による並列的多層印刷回路基板の作製方法において回路層の
形成方法を示す端面図。
【図６ａ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の一例を示す
端面図。
【図６ｂ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の一例を示す
端面図。
【図６ｃ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の一例を示す
端面図。
【図６ｄ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の一例を示す
端面図。
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【図７ａ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の他の例の端
面を示す図。
【図７ｂ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の他の例の端
面を示す図。
【図７ｃ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の他の例の端
面を示す図。
【図７ｄ】本発明に係る並列的多層印刷回路基板において、絶縁層形成方法の他の例の端
面を示す図。
【図８】本発明の並列的多層印刷回路基板の作製方法において積層のために回路層と絶縁
層を交互に配置した状態の端面を示す図。
【図９】本発明の並列的多層印刷回路基板の作製方法において積層完了した印刷回路基板
の断面図。
【図１０】本発明の並列的多層印刷回路基板の作製方法によって完成された印刷回路基板
の断面図。
【符号の説明】
【００６３】
５０１　銅張積層板、５０２　銅箔、５０３　補強基材、５０４　バイアホール、
５０５　無電解及び電解銅メッキ層、５０６ａ、５０６ｂ、５０６ｃ　回路層、
６０１　平板型絶縁材、６０２　離型フィルム、６０３　半硬化状態の樹脂、
６０４　完全硬化状態の樹脂、６０５　バイアホール、６０６　導電性ペースト、
６０７　絶縁層、７０１　平板型絶縁材、７０２　離型フィルム、７０３　プリプレグ、
７０４　バイアホール、７０５　導電性ペースト、７０６　絶縁層
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