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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス不織布に樹脂を含侵させた仮基板を用意する工程と、
　前記仮基板上の配線形成領域の外周部に銅からなる金属箔の周縁側を接着層で選択的に
接着することにより、前記仮基板の少なくとも片面に前記金属箔を仮固定する工程と、
　前記金属箔の上に、所要部に開口部が設けられためっきレジスト膜を形成する工程と、
　前記金属箔をめっき給電層に利用する電解めっきにより、前記開口部内に露出する金属
箔の上に接続パッドを形成する工程と、
　前記めっきレジスト膜を除去する工程と、
　前記金属箔及び前記接続パッドの上に、樹脂からなる絶縁層と銅からなる配線層とを積
層して、前記接続パッドを含むビルドアップ配線層を形成する工程と、
　前記仮基板上に前記金属箔及びビルドアップ配線層が形成された構造体の前記接着層よ
り内側部分を切断することにより、前記金属箔を前記仮基板から分離して、前記金属箔の
上に前記ビルドアップ配線層が形成された配線部材を得る工程と、
　前記配線部材を構成する前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドに対して前記金属箔
を選択的に除去して前記接続パッドを露出させる工程とを有し、
　前記仮基板の熱膨張係数は３０乃至５０ｐｐｍ／℃であり、前記ビルドアップ配線層の
熱膨張係数は２０乃至５０ｐｐｍ／℃であることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドが電子部品を実装するための内部接続パッド
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となり、前記ビルドアップ配線層の最上の配線層が外部接続パッドとなることを特徴とす
る請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項３】
　前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドが外部接続パッドとなり、前記ビルドアップ
配線層の最上の配線層が電子部品を実装するための内部接続パッドとなることを特徴とす
る請求項１に記載の配線基板の製造方法。
【請求項４】
　前記接続パッドは、金、錫、又はニッケルからなることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか一項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項５】
　前記仮基板の両面側に、前記金属箔及び前記ビルドアップ配線層が形成され、前記仮基
板の両面側から前記配線部材がそれぞれ得られることを特徴とする請求項１乃至４のいず
れか一項に記載の配線基板の製造方法。
【請求項６】
　ガラス不織布に樹脂を含侵させた仮基板を用意する工程と、
　前記仮基板上の配線形成領域の外周部に銅からなる金属箔の周縁側を接着層で選択的に
接着することにより、前記仮基板の少なくとも片面に前記金属箔を仮固定する工程と、
　前記金属箔の上に、所要部に開口部が設けられためっきレジスト膜を形成する工程と、
　前記金属箔をめっき給電層に利用する電解めっきにより、前記開口部内に露出する金属
箔の上に接続パッドを形成する工程と、
　前記めっきレジスト膜を除去する工程と、
　前記金属箔及び前記接続パッドの上に、樹脂からなる絶縁層と銅からなる配線層とを積
層して、前記接続パッドを含むビルドアップ配線層を形成する工程と、
　前記仮基板上に前記金属箔及びビルドアップ配線層が形成された構造体の前記接着層よ
り内側部分を切断することにより、前記金属箔を前記仮基板から分離して、前記金属箔の
上に前記ビルドアップ配線層が形成された配線部材を得る工程と、
　前記配線部材の最上の前記配線層に電子部品を電気的に接続して実装する工程と、
　前記配線部材を構成する前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドに対して前記金属箔
を選択的に除去して前記接続パッドを露出させる工程とを有し、
　前記仮基板の熱膨張係数は３０乃至５０ｐｐｍ／℃であり、前記ビルドアップ配線層の
熱膨張係数は２０乃至５０ｐｐｍ／℃であることを特徴とする電子部品実装構造体の製造
方法。
【請求項７】
　ガラス不織布に樹脂を含侵させた仮基板を用意する工程と、
　前記仮基板上の配線形成領域の外周部に銅からなる金属箔の周縁側を接着層で選択的に
接着することにより、前記仮基板の少なくとも片面に前記金属箔を仮固定する工程と、
　前記金属箔の上に、所要部に開口部が設けられためっきレジスト膜を形成する工程と、
　前記金属箔をめっき給電層に利用する電解めっきにより、前記開口部内に露出する金属
箔の上に接続パッドを形成する工程と、
　前記めっきレジスト膜を除去する工程と、
　前記金属箔及び前記接続パッドの上に、樹脂からなる絶縁層と銅からなる配線層とを積
層して、前記接続パッドを含むビルドアップ配線層を形成する工程と、
　前記ビルドアップ配線層の最上の配線層に電気的に接続される電子部品を実装する工程
と、
　前記仮基板上に前記金属箔及びビルドアップ配線層が形成された構造体の前記接着層よ
り内側部分を切断することにより、前記金属箔を前記仮基板から分離して、前記金属箔上
に形成された前記ビルドアップ配線層に前記電子部品が実装された配線部材を得る工程と
、
　前記配線部材を構成する前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドに対して前記金属箔
を選択的に除去して前記接続パッドを露出させる工程とを有し、
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　前記仮基板の熱膨張係数は３０乃至５０ｐｐｍ／℃であり、前記ビルドアップ配線層の
熱膨張係数は２０乃至５０ｐｐｍ／℃であることを特徴とする電子部品実装構造体の製造
方法。
【請求項８】
　前記仮基板の両面側に、前記金属箔及び前記ビルドアップ配線層が形成され、前記仮基
板の両面側から前記配線部材がそれぞれ得られることを特徴とする請求項６又は７に記載
の電子部品実装構造体の製造方法。
【請求項９】
　前記接続パッドは、金、錫、又はニッケルからなることを特徴とする請求項６乃至８の
いずれか一項に記載の電子部品実装構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配線基板の製造方法及び電子部品実装構造体の製造方法に係り、さらに詳しく
は、電子部品の実装基板に適用できる配線基板及びその配線基板に電子部品を実装するた
めの電子部品実装構造体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子部品が実装される配線基板として、仮基板の上に剥離できる状態で所要の配
線層を形成した後に、配線層を仮基板から分離して配線基板を得る方法がある。特許文献
１には、樹脂基板の上に銅箔をその周縁側のみを接着層で接着して形成し、その上にビル
ドアップ配線層を形成した後に、配線基板の接着層の内側部分を切断することにより、銅
箔及びビルドアップ配線層を樹脂基板から分離して配線基板を得る方法が記載されている
。
【０００３】
　また、特許文献２には、キャリア板の上に、それより小さな剥型フィルムとキャリア板
と同じ大きさのメタルベースを接着層で貼着し、メタルベースの上に金属パッドを形成し
た後に、配線基板の剥型フィルムの周縁部分を切断することによりメタルベースを剥型フ
ィルム及びキャリア板から分離する方法が記載されている。
【０００４】
　また、特許文献３には、コア基板の上に、第１の金属層の外周縁の位置が第２の金属層
の外周縁の位置よりも内側になるように積層して両者を接着フィルムで接着し、第２の金
属層の上にビルドアップ配線層を形成した後に、配線基板の第１の金属層の周縁部分を切
断することにより第２の金属層及びビルドアップ配線層を第１の金属層及びコア基板から
分離する方法が記載されている。
【０００５】
　さらには、特許文献４には、上側に下地誘電体シートが設けられた基板の上に、第１誘
誘電体シートとそれをくるむように配置される第２誘電体シートを形成し、それらの上に
配線層を形成した後に、配線基板の第１誘電体シートの外周部分を切断することにより第
１誘電体シートを下地誘電体シートが設けられた基板から分離する方法が記載されている
。
【特許文献１】特開２００５－２３６２４４号公報
【特許文献２】特開２００４－８７７０１号公報
【特許文献３】特開２００４－２３５３２３号公報
【特許文献４】特開２００５－６３９８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した従来の製造方法では、仮基板の上に剥離できる状態でビルドア
ップ配線層を形成する一連の工程において、その構造内での熱膨張係数の違いにより製造
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時に熱がかかる際に熱応力によってビルドアップ配線層にしわが発生する場合があり、信
頼性に関しては必ずしも十分とはいえない。
【０００７】
　本発明は以上の課題を鑑みて創作されたものであり、仮基板の上に剥離できる状態でビ
ルドアップ配線層を形成する配線基板の製造方法において、何ら不具合が発生することな
く、信頼性よく低コストで製造できる配線基板の製造方法及びその配線基板に電子部品を
容易に実装するための電子部品実装構造体の製造方法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】
　上記課題を解決するため、本発明は配線基板の製造方法に係り、ガラス不織布に樹脂を
含侵させた仮基板を用意する工程と、前記仮基板上の配線形成領域の外周部に銅からなる
金属箔の周縁側を接着層で選択的に接着することにより、前記仮基板の少なくとも片面に
前記金属箔を仮固定する工程と、前記金属箔の上に、所要部に開口部が設けられためっき
レジスト膜を形成する工程と、前記金属箔をめっき給電層に利用する電解めっきにより、
前記開口部内に露出する金属箔の上に接続パッドを形成する工程と、前記めっきレジスト
膜を除去する工程と、前記金属箔及び前記接続パッドの上に、樹脂からなる絶縁層と銅か
らなる配線層とを積層して、前記接続パッドを含むビルドアップ配線層を形成する工程と
、前記仮基板上に前記金属箔及びビルドアップ配線層が形成された構造体の前記接着層よ
り内側部分を切断することにより、前記金属箔を前記仮基板から分離して、前記金属箔の
上に前記ビルドアップ配線層が形成された配線部材を得る工程と、前記配線部材を構成す
る前記ビルドアップ配線層の前記接続パッドに対して前記金属箔を選択的に除去して前記
接続パッドを露出させる工程とを有し、前記仮基板の熱膨張係数は３０乃至５０ｐｐｍ／
℃であり、前記ビルドアップ配線層の熱膨張係数は２０乃至５０ｐｐｍ／℃であることを
特徴とする。
【０００９】
　本発明では、仮基板としてガラス不織布に樹脂を含侵させたものを使用し、仮基板の配
線形成領域の外周部に金属箔の周縁側を接着層で選択的に接着して金属箔を仮固定し、そ
の上に所要のビルドアップ配線層を形成する。その後に、接着層が設けられた部分より内
側部を切断することにより、金属箔及びビルドアップ配線層を仮基板から分離して配線部
材を得る。
【００１０】
　仮基板上に金属箔が部分的に接着されて仮固定される場合、金属箔上にビルドアップ配
線層を形成する際に、仮基板とビルドアップ配線層との間で熱膨張係数が異なるとビルド
アップ配線層にしわが発生しやすい。
【００１１】
　本願発明者は、鋭意研究した結果、仮基板として、ビルドアップ配線層の熱膨張係数と
近似するガラス不織布エポキシ樹脂基板を使用することにより、製造時に熱がかかるとし
ても、仮基板とビルドアップ配線層との熱膨張が同程度となりビルドアップ配線層にしわ
が発生する問題が解消されることを見出した。
【００１２】
　本発明の一つの好適な形態では、配線部材を得た後に、金属箔が除去されてビルドアッ
プ配線層の最下の配線層が露出する。そして、ビルドアップ配線層の最下又は最上の配線
層が電子部品を実装するための内部接続パッドとなり、その反対側に露出する配線層が外
部接続パッドとなる。
【００１３】
　また、本発明の配線基板に電子部品を実装する場合は、金属箔及びビルドアップ配線層
を仮基板から分離して配線部材を得た後に、下面側に金属箔を残した状態で配線部材の上
面側に電子部品を実装し、その後に配線部材から金属箔を除去して最下の配線層を露出さ
せて外部接続パッドとする。金属箔は補強材として機能するので、金属箔を除去した後に
電子部品を実装する場合よりも、反りの影響を受けなくなって搬送や取り扱いが容易にな
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るので、電子部品を信頼性よく実装することができる。
【００１４】
　あるいは、仮基板上の金属箔の上にビルドアップ配線層を形成した後に、電子部品を実
装し、その後に構造体を切断して仮基板と金属箔とを分離してもよい。この態様の場合も
仮基板が存在する状態で電子部品が実装されるので、同様に反りの影響を受けることなく
電子部品を信頼性よく実装することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明では、何ら不具合が発生することなくコア基板をもたない
配線基板を製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００１７】
　（第１の実施の形態）
　図１～図４は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を順に示す断面図である。
【００１８】
　図１（ａ）に示すように、まず、ガラス不織布にエポキシ樹脂を含侵させて構成される
ガラス不織布エポキシ樹脂よりなる仮基板１０を用意する。本実施形態の特徴の一つは仮
基板１０の熱膨張係数をその上方に形成されるビルドアップ配線層の熱膨張係数に近似さ
せることにある。このため、上記したような材料からなる仮基板１０が採用され、その熱
膨張係数は３０～５０ｐｐｍ／℃である。また、仮基板１０の両面側には配線基板を得る
ための配線形成領域Ａがそれぞれ画定されている。配線形成領域Ａは、仮基板１０の両面
側において一つずつ区画されてもよいし、複数で区画されていてもよい。
【００１９】
　その後に、図１（ｂ）に示すように、厚みが１２～１８μｍの銅箔１２（金属箔）を用
意し、仮基板１０の配線形成領域Ａの外周部に銅箔１２の周縁側を接着層１４で選択的に
接着することにより、仮基板１０の両面側全体に銅箔１２をそれぞれ仮固定する。このと
き、銅箔１２は真空雰囲気で仮基板１０上に貼着され、銅箔１２の中央主要部には接着層
１４が設けられていないので、その中央主要部では銅箔１２が仮基板１０の上に単に接触
した状態となっている。このため、銅箔１２の中央主要部と仮基板１０とは、後に容易に
分離できるようになっている。なお、銅箔１２の他に、アルミニウム箔などの薄膜金属材
を使用することができる。
【００２０】
　次いで、図１（ｃ）に示すように、仮基板１０の両面側に、所要部に開口部１６ｘが設
けられためっきレジスト膜１６を形成する。さらに、銅箔１２をめっき給電層に利用する
電解めっきにより、めっきレジスト膜１６の開口部１６ｘに金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ
）、又はすず（Ｓｎ）などからなる第１配線層１８を形成する。その後に、図１（ｄ）に
示すように、めっきレジスト膜１６が除去される。第１配線層１８は後に説明するように
内部接続パッドＣ１として機能する。
【００２１】
　続いて、図２（ａ）に示すように、仮基板１０の両面側に第１配線層１８を被覆する第
１絶縁層２０をそれぞれ形成する。第１絶縁層２０の材料としては、エポキシ系樹脂、ポ
リイミド系樹脂などが使用される。第１絶縁層２０の形成方法の一例としては、仮基板１
０の両面側に樹脂フィルムをそれぞれラミネートした後に、樹脂フィルムをプレス（押圧
）しながら１３０～１５０℃の温度で熱処理して硬化させることにより第１絶縁層２０を
得る。
【００２２】
　次いで、同じく図２（ａ）に示すように、仮基板１０の両面側の第１配線層１８が露出
するように第１絶縁層２０をレーザなどで加工して第１ビアホール２０ｘをそれぞれ形成
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する。
【００２３】
　なお、第１絶縁層２０は、感光性樹脂膜をフォトリソグラフィによりパターニングして
形成してもよいし、あるいは、スクリーン印刷により開口部が設けられた樹脂膜をパター
ニングしてもよい。
【００２４】
　続いて、図２（ｂ）に示すように、仮基板１０の両面側に、第１ビアホール２０ｘを介
して第１配線層１８に接続される銅（Ｃｕ）などからなる第２配線層１８ａを第１絶縁層
２０上にそれぞれ形成する。第２配線層１８ａは、例えばセミアディティブ法により形成
される。詳しく説明すると、まず、無電解めっき又はスパッタ法により、第１ビアホール
２０ｘ内及び第１絶縁層２０の上にＣｕシード層（不図示）を形成した後に、第２配線層
１８ａに対応する開口部を備えたレジスト膜（不図示）を形成する。次いで、Ｃｕシード
層をめっき給電層に利用した電解めっきにより、レジスト膜の開口部にＣｕ層パターン（
不図示）を形成する。続いて、レジスト膜を除去した後に、Ｃｕ層パターンをマスクにし
てＣｕシード層をエッチングすることにより、第２配線層１８ａを得る。
【００２５】
　第２配線層１８ａの形成方法としては、上記したセミアディティブ法の他にサブトラク
ティブ法などの各種の配線形成方法を採用できる。
【００２６】
　次いで、図２（ｃ）に示すように、同様な工程を繰り返すことにより、仮基板１０の両
面側に、第２配線層１８ａを被覆する第２絶縁層２０ａをそれぞれ形成した後に、第２配
線層１８ａ上の第２絶縁層２０ａの部分に第２ビアホール２０ｙをそれぞれ形成する。さ
らに、第２ビアホール２０ｙを介して第２配線層１８ａに接続される第３配線層１８ｂを
仮基板１０の両面側の第２絶縁層２０ａ上にそれぞれ形成する。
【００２７】
　続いて、図３（ａ）に示すように、仮基板１０の両面側に、第３配線層１８ｂ上に開口
部２２ｘが設けられたソルダレジスト膜２２をそれぞれ形成する。これにより、ソルダレ
ジスト膜２２の開口部２２ｘ内に露出する第３配線層１８ｂが外部接続パッドＣ２となる
。なお、必要に応じてソルダレジスト膜２２の開口部２２ｘ内の第３配線層１８ｂにＮｉ
／Ａｕめっき層などのコンタクト層を形成してもよい。
【００２８】
　このようにして、仮基板１０上の銅箔１２の上に所要のビルドアップ配線層が形成され
る。上記した例では、３層のビルドアップ配線層（第１～第３配線層１８～１８ｂ）を形
成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成してもよい。また、仮
基板１０の片面のみにビルドアップ配線層を形成してもよい。
【００２９】
　前述したように、本実施形態では、銅箔１２の周縁側が接着層１４で選択的に接着され
た状態で銅箔１２が仮基板１０上に仮固定されており、銅箔１２の中央主要部は仮基板１
０に単に接触している状態となっている。このため、銅箔１２の上にビルドアップ配線層
を形成するとき、仮基板１０とビルドアップ配線層の各熱膨張係数が大きく異なる場合、
両者において熱膨張する度合が異なることからビルドアップ配線層にしわが発生しやすい
。例えば、本実施形態と違って仮基板１０としてガラスクロス（織布）を含む樹脂基板を
採用する場合、その熱膨張係数は１５～１７ｐｐｍ／℃であり、ビルドアップ配線層の熱
膨張係数（２０～５０ｐｐｍ／℃）に比べてかなり小さい。このため、製造工程で熱がか
かる際に、ビルドアップ配線層の方が大きく膨張することにより、ビルドアップ配線層に
しわが発生しやすい。
【００３０】
　しかしながら、本実施形態では、仮基板１０としてガラス不織布エポキシ樹脂基板を採
用するので、その熱膨張係数は３０～５０ｐｐｍ／℃であり、ビルドアップ配線層の平均
の熱膨張係数（２０～５０ｐｐｍ／℃）に近似させることができる。ビルドアップ配線層
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の配線層（Ｃｕ）の熱膨張係数は１８ｐｐｍ／℃程度であり、絶縁層（樹脂）の熱膨張係
数は５０～６０ｐｐｍ／℃である。このため、製造工程で熱がかかるとしても仮基板１０
とビルドアップ配線層とが同程度で熱膨張するので、ビルドアップ配線層にしわが発生す
ることが防止される。これにより、ビルドアップ配線層の製造歩留りや信頼性を向上させ
ることができる。
【００３１】
　次いで、図３（ｂ）に示すように、図３（ａ）の構造体の接着層１４より内側部分を切
断することにより、接着層１４から外側部を廃棄する。これにより、図４（ａ）に示すよ
うに、仮基板１０と銅箔１２とが単に接触する配線形成領域Ａが得られ、銅箔１２及びそ
の上に形成されたビルドアップ配線層を仮基板１０から分離することができる。このよう
にして、仮基板１０の両面側から銅箔１２とその上に形成されたビルドアップ配線層とか
らなる配線部材３０がそれぞれ得られる。
【００３２】
　その後に、図４（ｂ）に示すように、配線部材３０の銅箔１２を第１配線層１８及び第
１絶縁層２０に対して選択的に除去する。例えば、塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液
又は過硫酸アンモニウム水溶液などを用いたウェットエッチングにより、第１配線層１８
（Ａｕなど）及び第１絶縁層２０に対して銅箔１２を選択的にエッチングして除去するこ
とができる。
【００３３】
　これにより、第１配線層１８の下面が露出して内部接続パッドＣ１が得られる。以上に
より、第１実施形態のコア基板をもたない配線基板１が製造される。なお、銅箔１２を除
去せずにパターニングして第１配線層１８に接続される電極を形成してもよい。
【００３４】
　本実施形態の好適な例では、図５（ａ）に示すように、仮基板１０上には複数の配線形
成領域Ａが画定され、複数の配線形成領域Ａからなるブロック領域の外周部に接着層１４
が設けられて銅箔１２が仮固定される。そして、接着層１４の内側部分を切断して銅箔１
２を仮基板１０から分離し、銅箔１２を除去した後に回路部材３０を分割して個々の配線
基板を得る。
【００３５】
　あるいは、図５（ｂ）に示すように、仮基板１０の各配線形成領域Ａの外周部ごとに接
着層１４を設けて銅箔１２を仮固定してもよい。この形態の場合は、各配線形成領域Ａの
接着層１４の内側部分でそれぞれ切断し、銅箔１２を仮基板１０から分離して個々の回路
部材３０を得た後に、銅箔１２が除去される。
【００３６】
　また、本実施形態の配線基板１の好適な例では、内部接続パッドＣ１（第１配線層１８
）に半導体チップが電気的に接続されて実装され、外部接続パッドＣ２（第３配線層１８
ｂ）に外部接続端子が設けられる。
【００３７】
　以上説明したように、本実施形態の配線基板の製造方法では、仮基板１０としてガラス
不織布エポキシ樹脂基板を使用し、その上に銅箔１２の周縁側を接着層１４で接着して銅
箔１２を仮固定し、その上に所要のビルドアップ配線層を形成する。その後に、接着層１
４が設けられた部分より内側部を切断することにより、銅箔１２及びビルドアップ配線層
を仮基板１０から分離して配線部材３０を得る。
【００３８】
　前述したように、ガラス不織布エポキシ樹脂基板の熱膨張係数はビルドアップ配線層の
熱膨張係数に近似しているので、製造時に熱がかかるとしても、仮基板１０とビルドアッ
プ配線層との熱膨張が同程度となりビルドアップ配線層にしわが発生する問題が解消され
る。
【００３９】
　（第２の実施の形態）
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　図６及び図７は本発明の第２実施形態の電子部品実装構造体の製造方法を示す断面図で
ある。第２実施形態では、本発明の配線基板の製造方法の技術思想に基づいて、配線基板
上に電子部品を実装する好適な方法について説明する。
【００４０】
　図６（ａ）に示すように、まず、第１実施形態と同様に、ガラス不織布エポキシ樹脂よ
りなる仮基板１０を用意し、仮基板１０の配線形成領域Ａの外周部に銅箔１２の周縁側を
接着層１４で選択的に接着することにより、銅箔１２を仮基板１０の両面側にそれぞれ仮
固定する。さらに、仮基板１０の両面側の銅箔上に、開口部２２ｙが設けられたソルダレ
ジスト膜２２ａを形成した後に、その開口部２２ｙに電解めっきによって第１配線層２８
を形成する。第２実施形態では、第１実施形態の内部接続パッドＣ１と外部接続パッドＣ
２が上下反転して配置され、第１配線層２８が外部接続パッドＣ２として機能する。
【００４１】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、第１実施形態と同様な方法により、仮基板１０の両
面側において、第１配線層２８を被覆する第１絶縁層２０を形成した後に、第１絶縁層２
０に設けた第１ビアホール２０ｘを介して第１配線層２８に接続される第２配線層２８ａ
を第１絶縁層２０の上にそれぞれ形成する。
【００４２】
　続いて、図６（ｃ）に示すように、仮基板１０の両面側に、第２配線層２８ａを被覆す
る第２絶縁層２０ａを形成した後に、第２配線層２８ａ上の第２絶縁層２０ａの部分に第
２ビアホール２０ｙをそれぞれ形成する。さらに、第２ビアホール２０ｙを介して第２配
線層２８ａに接続される第３配線層２８ｂを仮基板１０の両面側の第２絶縁層２０ａの上
にそれぞれ形成する。
【００４３】
　次いで、図７（ａ）に示すように、第３配線層２８ｂ上に開口部２２ｚが設けられたソ
ルダレジスト膜２２ｂを形成する。そして、第２実施形態では、第３配線層２８ｂの露出
部が内部接続パッドＣ１となる。
【００４４】
　次いで、同じく図７（ａ）に示すように、第１実施形態と同様に、図７（ａ）の構造体
の接着層１４より内側部分を切断する．これにより、図７（ｂ）に示すように、銅箔１２
の上にビルドアップ配線が形成された構造の配線部材３０を得る。さらに、バンプ４０ａ
を備えた半導体チップ４０（電子部品）を用意し、配線部材３０の上側の内部接続パッド
Ｃ１（第３配線層２８ｂ）に半導体チップ４０のバンプ４０ａをフリップチップ接続する
。さらに、半導体チップ４０の下側の隙間にアンダーフィル樹脂３９を充填する。
【００４５】
　なお、電子部品として半導体チップ４０を例示したが、キャパシタ部品などの各種の電
子部品を実装することができる。また、電子部品の実装方法は、フリップチップ実装の他
にワイヤボンディング法などの各種の実装方法を採用してもよい。
【００４６】
　本実施形態では、半導体チップ４０を実装する際に、配線部材３０には補強材として機
能する銅箔１２が残っているので、反りの発生が防止されて搬送や取り扱いが容易となり
、半導体チップ４０を信頼性よく実装することができる。
【００４７】
　その後に、図７（ｃ）に示すように、配線部材３０から銅箔１２を除去することにより
、下側に外部接続パッドＣ２（第１配線層２８）を露出させる。なお、搬送や取り扱いが
問題にならない場合は、銅箔１２を除去した後に、半導体チップ４０を実装してもよい。
【００４８】
　以上により、第２実施形態の電子部品実装構造体２（半導体装置）が得られる。
【００４９】
　図８及び図９には、第２実施形態の変形例の電子部品実装構造体の製造方法が示されて
いる。図８（ａ）に示すように、前述した図７（ａ）においてその構造体を切断する前に
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にそれぞれフリップチップ接続してもよい。
【００５０】
　その後に、図８（ｂ）に示すように、図８（ａ）の構造体の接着層１４より内側部分を
切断する。これにより、図９（ａ）に示すように、銅箔１２が仮基板１０から分離され、
銅箔１２とその上に形成されたビルドアップ配線層によって構成される配線部材３０に半
導体チップ４０が実装された構造体が仮基板１０の両面側から得られる。さらに、図９（
ｂ）に示すように、配線部材３０から銅箔１２を除去することにより、外部接続パッドＣ
２（第１配線層２８）を露出させる。
【００５１】
　変形例においても、仮基板１０上に設けられた配線部材３０に半導体チップを実装する
ので、反りなどの影響を受けることなく、半導体チップを信頼性よく実装することができ
る。
【００５２】
　図７（ｃ）や図９（ｂ）では、外部接続方式をＬＧＡ（Land Grid Array）型として使
用する例が示されており、外部接続パッドＣ２がランドとして使用される。ＢＧＡ（Ball
 Grid Array）型として使用する場合は、外部接続パッドＣ２にはんだボールなどが搭載
されて外部接続端子が設けられる。また、ＰＧＡ（Pin Grid Array）型として使用する場
合は、外部接続パッドＣ２にリードピンが設けられる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１（ａ）～（ｄ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その１）である。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その２）である。
【図３】図３（ａ）及び（ｂ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面
図（その３）である。
【図４】図４（ａ）及び（ｂ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面
図（その４）である。
【図５】図５（ａ）及び（ｂ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法に係る複数
の配線形成領域と接着層を設ける領域の関係を示す平面図である。
【図６】図６（ａ）～（ｃ）は本発明の第２実施形態の電子部品実装構造体の製造方法を
示す断面図（その１）である。
【図７】図７（ａ）～（ｃ）は本発明の第２実施形態の電子部品実装構造体の製造方法を
示す断面図（その２）である。
【図８】図８（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２実施形態の変形例の電子部品実装構造体の
製造方法を示す断面図（その１）である。
【図９】図９（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２実施形態の変形例の電子部品実装構造体の
製造方法を示す断面図（その２）である。
【符号の説明】
【００５４】
１…配線基板、２…電子部品実装構造体、１０…仮基板、１２…銅箔、１４…接着層、１
６…めっきレジスト膜、１６ｘ、２０ｚ，２２ｘ、２２ｙ,２２ｚ…開口部、１８，２８
…第１配線層、１８ａ，２８ａ…第２配線層、１８ｂ，２８ｂ…第３配線層、２０…第１
絶縁層、２０ａ…第２絶縁層、２０ｂ…第３絶縁層、２０ｘ，２０ｙ…ビアホール、２２
，２２ａ，２２ｂ…ソルダレジスト膜、３０…配線部材、３９…アンダーフィル樹脂、Ａ
…配線形成領域、Ｃ１…内部接続パッド、Ｃ２…外部接続パッド。
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