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回路基板、電子デバイス装置及び回路基板の製造方法

技術分野

０００1 本発明は、回路基板、電子デバイス装置及び回路基板の製造方法に関し、特に機

能素子を内蔵する回路基板、この回路基板を備えた電子デバイス装置及びこの回路

基板の製造方法に関する。

背景技術

０００2 本発明に関する現時点での技術水準をより十分に説明する目的で、本願で引用さ

れ或いは特定される特許、特許出願、特許公報、科学論文等の全てを、ここに、参照

することでそれらの全ての説明を組入れる。

０００3 近時、機能素子の高性能ィロ及び小型ィビに伴い、機能素子を搭載する回路基板の

配線密度の高密度ィビが重要な技術的課題になっている。

０００4 例えば特許文献 に開示された技術は、金属板上に機能素子としての半導体素子

を嵌め込むためのキヤビティを有する絶縁層を形成し、キヤビティ内部に半導体素子

を電極端子が設けられた活性面を上に、所謂フェースアップで金属板上に搭載し、

その後、感光性樹脂を使用してセミアデイティブ法によるビルドアップ配線層を少なく

とも 層形成し、C ( n eg a ed C c )パッケージとして使用するれづものである。

０００5 また、例えば、特許文献2 には突起電極が設けられた半導体素子と、半導体素子

の突起電極に対応する部分に突起箇所を有する型基板とを向かい合わせて貼り合

わせ、半導体素子と型基板の隙間に樹脂を流し込み、樹脂を硬ィビさせた後に型基

板を除去して得られる突起電極上部の樹脂に設けられた窪みにはんだボールを形

成することによって半導体パッケージを形成する技術が開示されている。

０００6 また、例えば特許文献3 に開示された技術は、金属型板の上に予め G (Ba

d ぬ a )の電極パッドを形成し、ビルドアップした導体配線上に半導体素子をフリッ
ブチップ接続して、アンダーフィル樹脂を流し込み、半導体素子が接続された基板を

モールド樹脂により封止して、金属型板を取り除くことで、 G の電極パッドを表面

に露出させ半導体パッケージを形成するれづものである。



０００7 例えば特許文献4 に開示された技術は、半導体素子をフリップチップ接続などによ

り回路基板に接続した後、この半導体素子が接続された基板と、キャビテイが設けら

れ導電性ぺ一スト等を充填した貫通ビアを有する回路基板とを交互に積層し、最下

層の基板にはんだボールを設けることにより半導体積層パッケージを形成するとレづ

ものである。

０００8 例えば特許文献 5 に開示された技術は、パッケージ基板の上に下段半導体素子と

上段半導体素子とが順次積層された状態で、下段半導体素子とパッケージ基板とが

ワイヤボンディング接続されて樹脂封止されている。そして、下段半導体素子と上段

半導体素子との間にスペーサチップが介挿され、このスペーサチップには複数のビ

アホール及び接続配線層が設けられており、これらのビアホールと接続配線層とを介

して下段半導体素子の配線群と上段半導体素子の対応する配線群とがフリップチッ
ブ接続されて一体ィヒされているれ㌧ものである。

０００9 また例えば、特許文献 6 乃至 ０には、コア基板に凹部を形成し、この凹部の内部に

半導体素子を電極端子が設けられた活性面を上に、所謂フェースアップで接着剤を

使用して搭載し、半導体素子の電極端子上に配線層をビルドアップし、ビアホールを

介して直接パッケージ配線を引き出す技術が開示されている。

００1 ０ また、特許文献皿には、コア基板に貫通孔を形成し、この貫通孔に半導体素子を

電極端子が設けられた活性面を上にして収容し、半導体素子の裏面側にヒートシン

クを直接取り付け、半導体素子の電極端子上に配線層をビルドアップし、ビアホール

を介して直接パッケージ配線を引き出す技術及び多層プリント配線板内に C チップ

を収容する技術が開示されている。

００1 1 特許文献 1 特開平 233678号公報

特許文献2 特開2 ００2 359324号公報

特許文献3 特開2 ００3 2295 2 号公報

特許文献4 特開2 ００2 ０6 4 7 8 号公報

特許文献5 特開2 ００5 2 7 2 ０5 号公報

特許文献6 特開2 ００ 332863号公報

特許文献 7 特開2 ００ 339 6 5 号公報



特許文献8 特開2 ００2 ０8 4 ０7 4 号公報

特許文献9 特開2 ００2 7 ０8 4 ０号公報

特許文献 1 ０特開2 ００2 2465０4 号公報

特許文献 1 1 特開2 ００ 352 7 4 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

００1 2 しかしながら、上述の従来技術には以下のょぅな問題点がある。特許文献 に開示

された技術は、配線層の形成に感光性樹脂を使用する場合は、この感光性樹脂が

シリカフィラ又はガラスクロス等を含有すると解像度を失ぅため、これらを含有すること

ができず、このため樹脂層の強度信頼性が十分ではなく、パッケージとして信頼性が

十分ではないれづ問題点がある。また、半導体素子の電極端子が設けられた面側

にのみビルドアップ配線が形成されるため、パッケージとして以外は回路基板として

使用できないれづ問題点もある。また更に、放熱を必要としない半導体パッケージの

場合は、金属板を付けたままのパッケージでは必要以上に重量が重く、また外形が

厚くなるとレづ問題点もある。

００1 3 特許文献 2 に開示された技術では、突起電極が設けられた半導体素子と、半導体

素子の突起電極に対応する部分に突起箇所を有する型基板とを向かい合わせて貼

り合わせるため、半導体パッケージは半導体素子と同じ大きさに形成されることになり

、半導体素子の配線ルールが狭ピ、ソチである場合、この配線ルールを広げることが

できず、表面実装等に使用することができないれづ問題点がある。また、型基板と突

起電極との貼り合わせの際にずれが生じることにょり、突起電極上部の開口面積が

、さくなり、これにょってはんだボールの濡れ性を阻害する虞があるれづ問題点もあ

る。更に、半導体素子の電極端子が設けられた面側にのみ突起電極を形成するため

、配線としての機能は無く、回路基板として使用できないれづ問題点もある。

００1 4 特許文献 3 に開示された技術では、半導体素子の電極端子が設けられた面側にの

み配線が形成されるため、パッケージとして以外は回路基板として使用できないとい
ぅ問題点がある。また、半導体素子の裏面に金属放熱板を取り付けることができず、

放熱効果が期待できないとレづ問題点もある。更に、回路基板配線層を形成した後



に半導体素子を通常のフリップチップ接続によって接続しているため、回路基板製

造及び半導体素子搭載にかかるコストは通常と変わらず、低コスト化が期待できない

れづ問題点もある。

「0 特許文献4に開示された技術では、キヤビティが設けられた基板と半導体素子が接

続された基板とを交互に積層し、熱プレスによって一括で一体化することによって形

成されるため、半導体素子の上下には剛性の小さい有機樹脂層が存在し、加圧と同

時に脆い半導体シリコン又は a s等が割れる虞があるれづ問題がある。また、半導

体素子が搭載される樹脂層に形成される配線回路は、片面銅張板を使用し、ェッチ

ングによって形成されるために、セミアディティブ法等に比べて狭ピ、ソチの配線がパッ
ケージ内部に形成できないれづ問題点もある。また更に、半導体素子を通常のフリ

、ソプチップ接続によって接続しているため、回路基板製造及び半導体素子搭載にか

かるコストは通常と変わらず、低コスト化が期待できないとレづ問題点もある。

０ 特許文献5に開示された技術は、半導体素子と同じ大きさの半導体パッケージとす
ると、半導体素子のサイズ以上に配線を広げることができず、半導体装置の配線ル

ールが狭ピ、ソチである場合には、面積に限りが有り、配線ルールを広げることができ

ず、表面実装等において従来の搭載精度で従来のマザーボードに実装することがで

きないれづ問題点がある。また、パッケージ基板の片面にのみ配線層が露出してい
る構造であり、パッケージとして以外は回路基板として使用できないれづ問題点があ

る。また、他の電子部品と接続する際は、表面実装でマザーボードを介しての接続と

なるため、配線距離が非常に長く、パッケージ内部のみの高速電気特性は良いが、

製品としては高速電気特性が悪いれづ問題点もある。

「00 特許文献6乃至 ０に開示された技術では、コア基板において半導体素子の搭載

位置の直下に位置するのは、有機樹脂により形成されたコア基板であり、半導体素

子をコア基板の凹部に搭載する際の加圧等により、樹脂の上で曲げ応力が加わり、

００ 程度より薄い半導体素子の場合には割れてしまぅことがあるれづ問題点があ

る。また、このコア基板にドリル等を使用してビアホール等を形成する場合には、樹脂

の剛性が弱いため、ドリル加工時にビアホール周辺に半導体素子が内蔵されている

場合、応力が加わり割れてしまぅ虞があるため、内蔵されている半導体素子に近接し



てビアホールを形成することができず、これによりコア基板外形サイズが大きくなって

しまぅれづ問題点もある。

００18 特許文献皿に開示された技術では、ヒートシンクにフェースアップで半導体素子を

搭載し、電極端子上から導体配線層をビルドアップしてぃるため、ヒートシンク側には

導体配線層がなく、回路基板として使用することができなぃれづ問題点がある。また

、多層プリント配線板内に Cチップを収容する方法では、多層プリント配線基板表裏

面にソルダーレジストを形成して他の電子部品と接続する必要があり、高ぃ接続信頼

性が得られなぃれづ問題点がある。

００19 本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、ソルダーいジストを形成せ

ずに導体配線に直接電子部品の表面実装等が可能であり、高速伝送特性に優れ、

内蔵する機能素子の電極端子の配線ルールを拡大し、電子デバイスと接続するエ

程におぃて作業性及び信頼性に優れた実装が可能な回路基板、電子デバイス装置

及び回路基板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

００2０ 本発明に係る回路基板は、電極端子を有する機能素子と、前記機能素子を内蔵し

表裏面に夫々導体配線が少なくとも 層形成された基材と、前記電極端子と前記基

材に形成された導体配線とを接続するビアと、を有し、前記基材の表面側か又は裏

面側のぃずれか一方に形成された導体配線は前記基材から外部に露出した面が前

記基材における前記導体配線が形成された面と同一平面に位置するか又はそれより

内側に位置することを特徴とする。

００2 1 これにより、3次元的に機能素子を短距離で回路基板内に集積することが可能にな

り、よって高速伝送特性に優れた製品が形成できる。機能素子を内蔵した回路基板

の外形は内蔵される機能素子の外形よりも大きぃため、機能素子の電極端子の配線

ルールを回路基板表裏におぃて拡大し、この後の工程におぃて回路基板と電子デ

バイスとを接続するときに作業性及び信頼性の優れた実装が可能になる。また、基材

の表面側か又は裏面側のぃずれか一方に形成された導体配線の基材から外部に露

出した面が基材における導体配線が形成された面と同一平面に位置するか又はそ

れより内側に位置するため、ソルダーいジストを形成せずに導体配線に直接電子部



品の表面実装及び半導体フリップチップ接続等を〒ぅことができる。

００22 本発明に係る他の回路基板は、表面に垂直に延びるよぅに形成された電極端子を

有する機能素子と、前記機能素子を内蔵し表裏面に夫々導体配線が少なくとも 層

形成された基材と、前記電極端子と前記基材の表面側に形成された導体配線とを接

続するビアと、を有し、前記基材の裏面側に形成された導体配線は前記基材から外

部に露出した面が前記基材における前記導体配線が形成された面と同一平面に位

置するか又はそれより内側に位置することを特徴とする。

００23 前記基材は少なくとも 層の樹脂層からなることが好ま 、。

００24 前記基材は少なくとも3層の樹脂層からなり、前記基材の前記機能素子の側面に

接触している絶縁層は他の絶縁層よりも熱膨張係数が小刮亡とが好ま 、。

００25 また、前記機能素子の側面に接触している樹脂層の熱膨張係数は前記機能素子

の熱膨張係数の 3０ 以内であることが好ま 、。

００26 前記基材は表裏面に複数層の導体配線層を有し、異なる導体配線層の導体配線

同士を接続する少なくとも 個のビアを有することができる。

００27 また、前記基材の表面及び裏面に設けられた導体配線同士を接続する少なくとも

個のビアを有することができる。

００28 前記基材の表面及び裏面に設けられた導体配線同士を接続するビアは、前記機

能素子を挟む両側面に形成されていることが好ま 、。

００29 前記基材の表面又は裏面のいずれか一方において最外面に位置する樹脂層の表

面よりも内側に位置する導体配線は前記機能素子の裏面側に設けられることができ

る。

００3０ 前記機能素子の上下に位置する導体配線同士を接続する少なくとも 個のビアが

設けられる前記導体配線間の組み合わせが2種類以上存在することが好ま 、。

００3 1 前記機能素子の表面側に導体配線層が2層以上形成され、前記機能素子の電極

端子がその直上に形成された導体配線層以外の導体配線層に設けられた導体配線

と少なくとも 個のビアを介して接続されていることができる。

００32 前記機能素子の上下に位置する導体配線層が3層以上形成され、各導体配線層

に設けられた導体配線は直上又は直下に位置する導体配線層以外の導体配線層



に設けられた導体配線と少なくとも 個のビアを介して接続されていることが好ま 、

００33 前記ビアの基材厚さ方向の内径の拡大方向は全て同一方向に向いていることが好

ま 、。

００34 なお、上述の回路基板をコア基板とし、前記コア基板の表裏面に導電配線層を少

なくとも 層設けることもできる。

００35 本発明に係る回路基板は、少なくとも 種類の機能素子を2個以上内蔵することも

できる。

００36 また、本発明に係る回路基板は、少なくとも2個の機能素子を内蔵し、前記少なくと

も2個の機能素子の間が導体配線を通して電気的に接続されることもできる。

００37 また、本発明に係る回路基板は、全ての機能素子が、前記基板厚さ方向に対して

水平方向に設置されていてもよい。

００38 更に、全ての機能素子の電極端子が基材厚さ方向に対して同一方向を向いてい
てもよい。

００39 一部又は全ての機能素子は電子部品であり、前記電子部品はS C 、 、Z

によって導体配線に接続されていてもよい。

００4０ 本発明に係る回路基板は、複数個の上述の回路基板が基材厚さ方向に配置され

、少なくとも 組の上部に配置された回路基板の機能素子と下部に配置された回路

基板の機能素子とが導体配線を通して電気的に接続されることが好ま 、。

００41 少なくとも 組の上部に配置された回路基板の機能素子と下部に配置された回路

基板の機能素子は前記電極端子が向かい合ぅよぅに配置されていることが好ま 、。

００42 なお、少なくとも 組の上部に配置された回路基板の機能素子と下部に配置された

回路基板の機能素子との間に導電ぺ一スト又ははんだべ一ストによるビアを有するこ

とができる。

００43 前記回路基板はs C 、z 及び bからなる群から選択された少なくとも

種の元素を含む材料からなる導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストによるビアと

接着層とを介して複数の絶縁層、ビア及び導体配線から形成される多層配線基板に



接続されてぃることが好ま 、。

００44 回路基板の表裏面に開口部を設けたソルダーいジストを設けることもできる。

００45 本発明に係る回路基板は、上述の回路基板を更に内蔵することもできる。

００46 本発明に係る電子デバイス装置は、前記回路基板を備えてぃることを特徴とする。

００47 本発明に係る回路基板の製造方法は、支持板の上に導体配線を少なくとも 層形

成する工程と、前記導体配線上に機能素子を搭載する工程と、前記機能素子の外

周を樹脂層により封止して前記機能素子を内蔵する工程と、前記機能素子の電極端

子部分にビアを形成する工程と、前記機能素子の上に配線層を少なくとも 層形成

する工程と、前記支持板を取り除く工程と、を有することを特徴とする。

００48 このよぅに、支持板の上に導体配線層を形成し、この上に機能素子を搭載すること

で、機能素子が脆ぃ場合におぃても、搭載時の加圧による力によって機能素子が変

形したり破損したりする虞が減少する。また、この後の工程におぃて、絶縁樹脂層を

プレス又はラミネート等により機能素子の外周に供給する場合におぃても、下地に支

持板があるため、機能素子を破損せずに信頼性の高ぃ製品が製造可能である。また

更に、支持板を付けたままの状態で、機能素子の電極端子部分上方に導体配線層

をビルドアップできるため、絶縁樹脂層の総膜厚が薄ぃ場合であっても、ビアホール

加工、めっき工程及び絶縁樹脂層の供給工程におぃて、回路基板の曲げ等による

機能素子の破損の虞が減少し、作業性に優れる。

００49 また、支持板上に形成された導体配線に対して直接ビアホールを形成することが可

能であり、このとき支持板が金属であれば、無電解めっきをせずにアスペクト比の大き

ぃビアホールの内部のめっき加工が可能であり、電気的信頼性を高めることができる

００5０ また、最終的にこの支持板を除去して回路基板裏面の導体配線を露出させるため

、支持板が存在してぃた部分におぃては導体配線表面が絶縁樹脂表面より同凶立

置か又は内側に窪んだ形状とすることができ、これによりソルダーいジストを供給しな

くとも表面の絶縁樹脂層がソルダーいジストの役割を果たし、且つ支持板の上に形成

された導体配線の高さは均一であるため半導体素子等の実装時に高ぃ接続信頼性

を得ることができる。



００5 1 また更に、機能素子の回路基板への接続と回路基板の形成とを同時に行ぅことが

できるため、従来の回路基板形成に必要な費用と機能素子の実装に必要な費用の

合計であるパッケージ全体として形成するために必要なコストを削減することができる

００52 また、本発明に係る回路基板の他の製造方法は、支持板の上に導体配線を少なく

とも 層形成する工程と、前記導体配線の上に樹脂層を少なくとも 層形成する工程

と、前記樹脂層上に機能素子を搭載する工程と、前記機能素子の外周を樹脂層によ

り封止して前記機能素子を内蔵する工程と、前記機能素子の電極端子部分にビアを

形成する工程と、前記機能素子の上に配線層を少なくとも 層形成する工程と、前記

支持板を取り除く工程と、を有することを特徴とする。

００53 前記機能素子を2種類以上搭載してもよい。

００54 また、一部又は全ての機能素子は電子部品であり、前記電子部品をs C 、

z 及び bからなる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなるは

んだによって導体配線に接続することによって搭載する工程を有することもできる。

００55 前記絶縁樹脂に前記支持板と反対側の面からビアホールを形成する工程と、前記

ビアホールの内部を金属めっきする工程と、を有していてもよい。

００56 上述の回路基板の製造方法によって形成された回路基板をコア基板とし、前記コ

ア基板の表裏面に導体配線層をビルドアップする工程を有することもできる。

００57 上述の回路基板の製造方法によって形成された回路基板を2個上下に対向させ、

前記2個の回路基板の間に導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストによるビアを有する

接着層を挟んで接続する工程を有することもできる。

００58 支持板の上に、配線層を少なくとも 層形成する工程と、2個の上述の製造方法に

よって形成された回路基板を2個上下に対向させ、前記2個の回路基板の間に導電

性ぺ一スト又ははんだぺ一ストによるビアを有する接着層を挟んで接続する工程を有

することもできる。

００59 前記2個の回路基板のぅち少なくとも 個は支持基板除去前のものを使用し、前記

支持板を除去する工程を有していてもよい。

００6０ 上述の回路基板と他の回路基板とを2個上下に対向させ、前記2個の回路基板間



に導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストによるビアを有する接着層を挟んで接続

する工程を少なくとも 回行ぅことが好ま 、。

００6 1 前記2個の回路基板のぅち少なくとも 個は支持基板除去前のものを使用し、前記

支持板を除去する工程を有していてもよい。

００6 2 前記導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストが 、 C 、z 及びP bから

００6 3 前記支持板が銅、鉄、ニッケル、クロム、アルミ、チタン、シリコン、窒素及び酸素か

らなる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなることが好ましい。

００6 4 上述の製造方法によって形成した回路基板の表裏面の少なくとも一方に、開口部

を設けたソルダーレ、ジストを形成することもできる。

００6 5 本発明において、機能素子 としては、S G a s aO bO 、水品等に

配線形成された半導体素子、S W ( 血c e A c o s c Wav 表面弾性波 ) フイルタ

又は薄膜機能素子等の能動素子若しくはコンデンサ、抵抗及びインダクタ等の受動

素子からなるチップ部品等がプリント基板又はフレキシブル基板等に配線形成された

ものが好適に使用されるがこれらに限定されない。

００6 6 また、本発明におけるビアホールの形成方法は、 (U a V o e ) (Y

A m n m G a ne )レーザ又は レーザ等のレーザによる開口が好適に使用さ

れるが、これらに限定されない。また、絶縁樹脂層を感光性樹脂とし、これを露光現

像することによってビアを開ロすることもできる。また、導体ビアは、ビア開口部にめっ
き法により金、銀、銅又はニッケル等の導体金属をビア側面にのみめっきすることに

よるコンフオーマルビア又はビア開口部にめっき金属を充填させることによるフイルド

ビア等が好適であるがこれらに限定されない。

００6 7 本発明において外部に露出している導体配線は、例えば導体配線を銅めっきによ

り形成した場合であっても、その表面に無電解めっき、電解めっき、印刷処理等によ

って銅、ニッケル、金、銀又はS はんだ等の薄膜を形成することで好適に形成

することができるが、導体配線表面の材質はこれらに限定されない。

００6 8 また、本発明による回路基板の最表面には、表面に露出させる導体配線の面積を

制限してその酸ィビを防ぐため及びはんだを使用して電子部品等を実装する際等に



導体電極配線間でショートが発生するのを防ぐため、必要な箇所にのみ開口部を設

けたソルダーいジスト層を好適に形成することが可能である。更に、その開口部から

露出した導体配線の表面に無電解めっき、電解めっき又は印刷処理等によって銅、

ニッケル、金、銀、S はんだ等の薄膜を形成することで、酸ィロ防止効果を有し

、また、はんだ濡れ性に優れた導体配線の形成が可能である。

００69 本発明における支持板としてはシリコン、ガラス、アルミナ、ガラスセラミックス、窒ィヒ

チタン又は窒化アルミ等のセラミクス、銅、ステンレス、鉄又はニッケル等の金属、若

しくは厚いポリイミド等の有機樹脂が好適に使用されるがこれらに限定されない。

発明の効果

００7０ 本発明によれば、表面側か又は裏面側のいずれか一方に形成された導体配線の

基材から外部に露出した面が基材における導体配線が形成された面と同一平面に

位置するか又はそれより内側に位置するため、ソルダーいジストを形成せずに導体配

線に直接電子部品の表面実装及び半導体フリップチップ接続等を行ぅことができる。

このとき、機能素子を内蔵した回路基板の外形は内蔵される機能素子の外形よりも

大きいため、機能素子の電極端子の配線ルールを回路基板表裏において拡大して

いるため、作業性及び信頼性の優れた実装が可能になる。そして、3次元的に機能

素子を短距離で回路基板内に集積することが可能になるため、高速伝送特性に優

れた回路基板及び回路基板を備えた電子デバイス装置を形成することができる。

００7 1 図 本発明の第 実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図2 本発明の第2実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図3 本発明の第3実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図4 (a) 及び (b) は本発明の第4実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図で

ある。

図5 (a) 乃至 ( ) は本発明の第4実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的に

示す模式図である。

図6 (a) 及び (b) は本発明の第5実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図で

ある。



図7 (a) 乃至 ( ) は本発明の第5実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図で

ある。

図8 本発明の第6実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図9 (a) 及び (b) は本発明の第6実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的に

示す模式図である。

図1０ (a) 乃至 (c) は本発明の第6実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的に

示す模式図である。

図11 本発明の第7実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図12 本発明の第8実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図13 本発明の第9実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図14 本発明の第 ０実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図 5 本発明の第皿実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図16 本発明の第 2実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図17 (a) 及び (b)は本発明の第 2実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的

に示す模式図である。

図18 本発明の第 3実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図19 (a) 乃至 (e) は本発明の第 3実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的

に示す模式図である。

図2０本発明の第 4実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図2 1 本発明の第 5実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図22 (a) 乃至 (c) は本発明の第 実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的

に示す模式図である。

図23 本発明の第 6実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図24 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の製造方法のステップ を示す模式

図である。

図25 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の製造方法のステップ3を示す模式

図である。

図26 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の製造方法のステップ3を示す模式



図である。

図27 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の他の製造方法のステップ を示す

模式図である。

図28 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の他の製造方法のステップ2を示す

模式図である。

図29 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の他の製造方法のステップ3を示す

模式図である。

図3０本発明の第 6実施形態に係る回路基板の更に他の製造方法のステップ を

示す模式図である。

図31 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の更に他の製造方法のステップ2を

示す模式図である。

図32 本発明の第 6実施形態に係る回路基板の更に他の製造方法のステップ3を

示す模式図である。

図33 本発明の第 7実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図34 本発明の第 8実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

図35 (a) 及び (b) は本発明の第 8実施形態に係る回路基板322の製造方法を段

階的に示す模式図である。

図36 本発明の第 9実施形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。

符号の説明

2 3 32 機能素子

2、4０ 接着層

3 3a 3b 4 4a 4b 25 26 ０2 ０3 導体配線

5、 3 電極端子

6、7 7a 7b 7c 7d 4 5a 5b 6 23 24 45 92 93 95 96 導

体ビア・

8、9、 ０、皿、2 22 94 絶縁樹脂層

5 ソルダーいジスト

52 開口部



66 67 5 ビアホール

9 3０ 3０2 3０3 32 322 回路基板

０ 支持板

3０5 ０6 ビルドアップ層

3０8 多層配線基板

発明を実施するための最良の形態

００73 次に、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して詳細に説明する。先ず

、本発明の第 実施形態について説明する。図 は本実施形態に係る回路基板を示

す模式的断面図である。本実施形態に係る回路基板は、表面に電極端子5及び絶

縁樹脂層9を有する機能素子 が回路基板の基材としての絶縁樹脂層8に封止され

ており、絶縁樹脂層8の表面に形成された導体配線3と機能素子 の電極端子5とが

導体ビア6を介して接続されている。また、機能素子 の裏面と絶縁樹脂層8の裏面

に露出して形成された導体配線4とが絶縁樹脂層8内部で接着層2によって接着され

ている。図 において、導体配線4の外部に露出している面は絶縁樹脂層8の裏面と

同一平面に位置しているが、本実施形態においては導体配線4の外部に露出してい
る面が必ずしも絶縁樹脂層8の裏面と同一平面に位置している必要はなく、導体配

線4の側面が絶縁樹脂層8と接していればよい。即ち、導体配線4は一面を外部に露

出させた状態で絶縁樹脂層8に埋没していてもよい。これにより、本実施形態に係る

回路基板が構成されている。

００74 機能素子 としては、表面に銅からなる電極端子5を有し、Ga s又はシリコンを基

材とした機能素子を使用することができる。また、導体配線3及び4は5乃至2 の

厚さで銅めっき等によって形成することができる。また、その他にも銅、ニッケル、金、

銀又は無鉛はんだ等の 種類以上を使用してめっき法又は印刷法等によって形成

することができるが、これらに限定されない。また、絶縁樹脂層8の表面に形成された

導体配線3と機能素子 の表面に形成された電極端子5とを接続する導体ビア6は、

ビアホール内部を銅めっき処理すること等により形成することができる。

００75 回路基板の基材である絶縁樹脂層8としては、例えぼ、ェポキシ基材で内部にガラ

スクロスを含有したもの、アラミド不織布を含有したもの又はアラミドフィルムを含有し



たもの等、ェポキシ、ポリイミド又は液品ポリマー等の樹脂をべ一スにし、これらの樹

脂の内部に高強度ィロ及び高速伝送性向上を目的として、アラミド不職布、アラミドフイ

ルム、ガラスクロス及びシリカフイルム等を含有させたもの、又はポリイミド等が好適に

使用されるがこれらに限定されない。また、本実施形態に係る回路基板の構造は、絶

縁樹脂層8の内部に機能素子 が内蔵されるため、コスト低減のために絶縁樹脂層9

を機能素子 上に形成せずに機能素子 を使用することも可能である。

００76 絶縁樹脂層8の裏面に露出して形成された導体配線4は、その外部に露出してい
る面が絶縁樹脂層8の裏面と同一平面か又は2０4 以下の深さで埋没して形成す

ることができる。

００77 機能素子 の裏面は、接着層2としてダイアグソチメントフイルムと呼ばれる半硬ィロ樹

脂によって導体配線4と接続することができる。ダイアグソチメントフイルムとしては、リ

ンテソク(株 )社製 「 ０００」(商品名) 、「 」(商品名)及び日立化成工

業 (株 )社製 「 4 」(商品名)のいずれを使用することも可能である。

００78 接着層2によって機能素子 の裏面と導体配線4とが接着され、これにより、機能素

子 が発熱する場合には、導体配線4を通してこの熱を回路基板の外部に放出する

ことができ、これにより製品の信頼性向上を得ることができる。また、導体配線4にお

いて、直上に機能素子 が搭載される部位を、予め機能素子 の裏面の外形と同一

の形状を有するよぅにパターン形成すれば、より効率の高い放熱効果を得ることがで

き、同時に回路基板の外部からの衝撃から機能素子 を保護する役割も果たすため

、更に回路基板の信頼性を向上させることができる。特に、機能素子 の厚さが2００

ば 以下の場合には、導体配線4において直上に機能素子 が搭載される部位を、

予め機能素子 の裏面の外形と同一の形状を有するよぅにパターン形成し、回路基

板の外部からの衝撃から機能素子 を保護することが望ま 、。

００79 また、回路基板裏面においては導体配線4がパターン形成され、適所に絶縁樹脂

層8が外部に露出しているため、通常の放熱板等の大面積を有する金属を機能素子

の裏面に貼り付けたパッケージよりも機能素子 と導体配線4との間に熱膨張係数

差により発生する熱応力を緩和し易い。これにより、本実施形態に係る回路基板は、

パッケージとして使用したときに信頼性が高く耐久性に優れている。



００8０ 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。機能素子 が動作すると熱が発生する。このとき、機能素子 の裏面と導体配線4と

が接着層2によって接着されており、この導体配線4は機能素子 と接着された面と

反対側の面が絶縁樹脂層8から露出してぃるため、この熱を回路基板の外部に効率

よく放出することができる。また、導体配線4が、直上に搭載される機能素子 の裏面

の外形と同一の形状を有してぃる場合はより効率の高ぃ放熱効果を得ることができ、

同時に回路基板の外部からの衝撃から機能素子 を保護する役割も果たす。

００8 1 本実施形態におぃては、機能素子 の直上に設けられた導体配線3が機能素子

の表面の電極端子5の配線ルールを拡大しており、導体配線3を外部端子とし、直接

電子部品を搭載することで、これらの電子部品と機能素子 の電極端子5との間の距

離を短くすることができ、これにより優れた高速電気特性を有する電子デバイス装置

を得ることが可能である。また、本実施形態に係る回路基板の裏面におぃては、絶縁

樹脂層8の裏面に露出して形成された導体配線4のその外部に露出してぃる面が絶

縁樹脂層8の裏面と同一平面に位置するか又は2０4 以下の深さで埋没してレ巧

ため、導体配線4の上に直接はんだによって電子部品を実装する際にはんだ溶融に

よる導体配線間ショートが起こる虞が少なぃため、ソルダーいジストを使用する必要が

なく、信頼性の高ぃ製品を得ることができる。

００82 次に、本発明の第2実施形態につぃて説明する。図2は本実施形態に係る回路基

板を示す模式的断面図である。図2におぃて、図 と同一構成物には同一符号を付

して、その詳細な説明は省略する。本実施形態におぃては動作時の発熱量が低ぃ
機能素子 を搭載する場合におぃて説明する。上述の第 実施形態の回路基板は、

機能素子 が 種類の絶縁樹脂層8に埋め込まれてぃたのに対し、本実施形態に係

る回路基板は、基材が少なくとも3層の絶縁樹脂層で構成され、機能素子 の側面に

接触してぃる絶縁樹脂層が他の絶縁層よりも熱膨張係数が小さく、より好ましくは、そ

の熱膨張係数が機能素子 の熱膨張係数の 3０ 以内である絶縁樹脂を使用して

、絶縁樹脂層8と機能素子 との間に熱膨張係数差により発生する応力によって発生

するクラックを抑制する。図2に回路基板の基材を構成する絶縁樹脂層数を3層にし

た例を示す。



００83 本実施形態に係る回路基板は、裏面に露出して導体配線4が形成された絶縁樹脂

層 ０の内部において、導体配線4に接着層2によって表面に電極端子5及び絶縁樹

脂層9を有する機能素子 の裏面が接着され、機能素子 の側面が絶縁樹脂層8に

よって封止され、機能素子 の表面側が表面に導体配線3が形成された絶縁樹脂層

皿によって封止されている。図2において、導体配線4の外部に露出している面は絶

縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置しているが、本実施形態においては導体配線

4の外部に露出している面が必ずしも絶縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置してい
る必要はなく、導体配線型の側面が絶縁樹脂層 ０と接していればよい。即ち、導体

配線4は一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂層 ０に埋没していてもよい。これ

により、本実施形態に係る回路基板が構成されている。

００84 例えば、機能素子 として、表面に銅からなる電極端子5を有し、シリコン、ガラス又

はポリイミドを基材とし、蒸着薄膜によって抵抗、キャパシタ及び 又はインダクタ回

路が形成された機能素子を使用することができる。また、導体配線3及び4は銅によ

って形成することができる。また、機能素子 の裏面と絶縁樹脂層 ０とをェポキシ基

材の接着層2によって接着することができる。

００85 絶縁樹脂層 ０，8及び皿としては、各々の厚さを ０乃至5０ にすることができ

、これらの厚さは内蔵する機能素子 の厚さに応じて可変である。また、回路基板の

表裏に近い絶縁樹脂層 ０及び皿には、外部からの曲げ応力及びクラックの抑制に

強い柔軟性を有するポリイミド系樹脂又はェポキシ系樹脂を使用することができる。ま

た、機能素子 の電極端子5が予め絶縁樹脂層9によって埋め込まれているため、絶

縁樹脂層皿はこの絶縁樹脂層9と密着性が良好である樹脂を選択することもできる。

また、絶縁樹脂層皿の内部に機能素子 の電極端子5が埋没されるため、コスト低減

のために絶縁樹脂層9を機能素子 上に形成せずに使用することもできる。

００86 機能素子 の側面に接触している絶縁樹脂8には、その熱膨張係数が機能素子

の熱膨張係数に近似したガラスクロス、ガラスフィラ、アラミド不織布又はアラミドフィル

ム等を含有した有機樹脂を使用して、絶縁樹脂層8と機能素子 との間に熱膨張係

数差により発生する応力によって発生するクラックを抑制することができる。これにより

、回路基板の信頼性を高めることが可能になる。本実施形態において、絶縁樹脂層



の数は3層に限定されず、製造工程の中で絶縁樹脂層を多層に積み重ねることが可

能である。このとき、耐熱温度の高ぃ樹脂及び低ぃ樹脂、コストの高ぃ樹脂及び低ぃ
樹脂等を組み合わせて使用することで、製品信頼性の向上と同時に低コストィビを実

現することもできる。

００87 また、絶縁樹脂層皿の表面に形成された導体配線3と機能素子 の表面に形成さ

れた電極端子5とを接続する導体ビア6は、ビアホール内部を銅めっき処理するか又

は導電性べ一ストを印刷すること等により形成することができる。

００88 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。本実施形態に係る回路基板におぃては、機能素子 の動作時の発熱量が低ぃた

め、接着層2と導体配線4との間に樹脂層 ０を介在させることができる。これにより、

機能素子 の直上の絶縁樹脂層皿の表面及び機能素子 の直下の絶縁樹脂層 ０

の裏面に導体配線3及び導体配線4として微細な配線パターンを形成できる。そして

、これらの導体配線3及び導体配線4に対し、電子部品の表面実装及び半導体フリッ

プチップ接続等が可能である。これにより、実装の際に回路基板面積を有効活用で

き、また、回路基板面積を小さくすることができるため、電子デバイス装置の小型化に

貢献できる。

００89 機能素子 の直上に設けられた導体配線3が機能素子 の表面の電極端子5の配

線ルールを拡大しており、導体配線3を外部端子とし、直接電子部品を搭載すること

で、これらの電子部品と機能素子 の電極端子5との間の距離を短くすることができ、

これにより優れた高速電気特性を有する電子デバイス装置を得ることが可能である。

また、本実施形態に係る回路基板の裏面におぃては、絶縁樹脂層 ０の裏面に露出

して形成された導体配線4のその外部に露出してぃる面が絶縁樹脂層 ０の裏面と

同一平面上に位置するか又は埋没して形成されてぃるため、ソルダーいジストを使用

することなく導体配線4の上に直接はんだによって電子部品を実装する際にはんだ

溶融による導体配線間ショートが起こる虞が減少し、信頼性の高ぃ製品を得ることが

できる。

００9０ 次に、本発明の第3実施形態につぃて説明する。図3は本実施形態に係る回路基

板を示す模式的断面図である。図3におぃて、図 及び2と同一構成物には同一符



号を付して、その詳細な説明は省略する。上述の第 実施形態は、基材としての絶縁

樹脂層8の表面に形成され機能素子 の電極端子5と導体ビア6を介して接続された

導体配線3と、絶縁樹脂層8の裏面からその表面を露出するよぅに形成された導体配

線4とが絶縁樹脂層8によって絶縁されているのに対し、本実施形態においては導体

配線3の一部と導体配線4の一部とが、絶縁樹脂層8に形成されたビアホールの内部

に金属又は導電性ぺ一スト等が充填されることによって形成された導体ビア7を介し

て接続されている点において異なり、それ以外は第 実施形態と同様の構造を有し

ている。

００9 1 機能素子 としては、表面に銅からなる電極端子5を有し、Ga sを基材とした機能

素子を使用することができる。機能素子 の裏面は、ェポキシ系樹脂に 粉末を混

練して得られる ぺ一ストからなる接着層2によって導体配線4と接着することができ

る。これにより、機能素子 が発熱する場合には、銅からなる導体配線4を通してこの

熱を回路基板の外部に放熱することができ、製品の信頼性向上を得ることができる。

００92 導体配線3及び4並びに導体ビア6及び7は、銅をめっき処理することによって形成

することができる。また、この他にも導体配線3及び4並びに導体ビア6及び7の材料

として、ニッケル、金、銀又は無鉛はんだ等の 種類以上を使用することが好適に考

えられるが、これらに限定されない。導体ビア6及び7を形成するためのビアホールは

絶縁樹脂層8の上方からレーザ加工によって形成することができる。これにより、導体

ビア6及び7を形成するためのビアホールの内径は全て回路基板の裏面側において

小さく、回路基板の表面側において大きくなる。そして、これにより、例えばレーザに

よる加熱によって、ビアホールの底部近辺において、絶縁樹脂層8の一部がビアホー

ルの内側に対し ０座、程度の膨張部を有することがあるが、ビアホールのテ一パが

同一の方向を向いているため、ビアホール内部を金属めっきする工程において、め

っき部分の観察が容易で、良好なめっき状態と不良箇所の判別がつき易く、めっき不

良箇所があれば再度金属めっきすることができ、製品の品質を高めることが可能であ

る。また、導体ビア7については、ビアホールの上部の内径に対する高さの比が

より大きい場合、このビアホールに無鉛半田ぺ一スト又は導電性ぺ一スト等を印刷法

などによって充填させることによって導体ビア7を形成することも可能である。



００93 絶縁樹脂8としては、ェポキシ、ポリイミド又は液品ポリマー等をべ一スにしたものが

好適に使用されるが、これらに限定されない。また、絶縁樹脂8の内部に高強度ィロ及

び高速伝送性向上を目的として、アラミド不職布、アラミドフイルム、ガラスクロス又は

シリカフイルムを含有材として好適に使用可能であるが、絶縁樹脂層8の含有材料は

これらに限定されない。

００94 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、上述の第 実施形態に係る回路基板の動作に加

え、以下のよぅな動作及び効果を有する。回路基板表裏の導体配線3と導体配線4と

の間を導体ビア7によって最短距離で結線しているため、回路基板表裏に実装され

る電子部品間及びこれらと機能素子 との間の約 z以上の高速電気特性を高め

ることができ、これにより優れた高速電気特性を有する電子デバイス装置を得ることが

可能である。

００95 次に、本発明の第4実施形態について説明する。図4 (a) 及び (b) は本実施形態に

係る回路基板を示す模式的断面図である。図4において、図 乃至3と同一構成物に

は同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。上述の第2実施形態の回路基板

は絶縁樹脂層皿の表面に形成され機能素子 の電極端子5と導体ビア6を介して接

続された導体配線3と、絶縁樹脂層 ０の裏面から露出して形成された導体配線4と

が絶縁樹脂層 ０，8及び皿によって絶縁されているのに対し、本実施形態の回路基

板は導体配線3の一部と導体配線4の一部とが、絶縁樹脂層 ０，8及び皿に形成さ

れたビアホールの内部に金属又は導電性ぺ一スト等が充填されることによって形成さ

れた導体ビア7を介して接続されている点において異なり、それ以外は第2実施形態

と同様の構造を有している。

００96 導体配線4の外部に露出する面は、図4 (a) に示すよぅに必ずしも絶縁樹脂層 ０の

裏面と同一平面に位置している必要はなく、側面が絶縁樹脂層 ０と接していればよ

００97 即ち、図4 b に示すよぅに導体配線4は一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂

層 ０に埋没していてもよい。基材を構成する絶縁樹脂層が3層に限定されず、少な

くとも3層から構成され、機能素子 の側面に接触している絶縁樹脂層8に、その熱膨



張係数が他の絶縁樹脂層よりも 、さいもの、より好ましくは、その熱膨張係数が機能

素子 の熱膨張係数の 3０ 以内である絶縁樹脂を使用して、絶縁樹脂層8と機能

素子 との間に熱膨張係数差により発生する応力によって発生するクラックを抑制す

る。図4に回路基板の基材を構成する絶縁樹脂層数を3層にした例を示す。

００98 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、上述の第2実施形態に係る回路基板の動作に加

え、以下のよぅな動作及び効果を有する。機能素子 の直上に設けられた導体配線3

に直接電子部品を実装することで、これらの電子部品と機能素子 の電極端子5との

間の距離を短くし、優れた高速電気特性を得ることが可能であり、このとき回路基板

表裏の導体配線3と導体配線4との間が導体ビア7によって最短距離で結線されてい
ることで、回路基板表裏に実装される電子部品間及びこれらと機能素子 との間の約

G z以上の高速電気特性を高めることができ、これにより優れた高速電気特性を

有する電子デバイス装置を得ることが可能である。

００99 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法について説明する。図5 (a) 乃至 ( )

は本発明に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式図である。図5において、

図 乃至4と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０1００ 先ず、金属製の支持板 ０上にめっきレ、ジストを供給し、露光現像した後、めっき

法により導体配線 ０2を形成し、このめっきレ、ジストを使用するか又は一度このめっき

レ、ジストを剥離し、再度支持板 ０上にめっきレ、ジストを供給し、露光現像によってパ

ターニングした後、導体配線 ０3を所定の厚さめっき法により形成し、その後、めっき

レ、ジストを剥離する (ステップ )。これにより2層の金属からなる導体配線4が形成され

る。例えばめっきレ、ジストとしてはドライフィルム又はワニスのめっきレ、ジストを使用する

ことができる。

０1０1 支持板 ０は、最終的に除去されるものである。例えば支持板 ０をェッチングに

よって除去する場合、このェッチングの際に導体配線 ０2がェッチング液に溶けない
ことが望ましい。よって、導体配線 ０2は支持板 ０ とは異なる材質であることが望ま

しい。また、このとき導体配線 ０2は支持板 ０を除去した後に表面に露出する金属

となるため、金又ははんだが好適に使用されるがこれらに限定されない。また、更に



導体配線 ０2は、 層のめっき層ではなく、複数層のめっき層から形成されることもで

きる。

０1０2 また、導体配線 ０3は支持板 ０を除去した後に導体配線として残るため、金、銅

又はニッケル等によって形成されることが望ましいが、これらに限定されない。また、

導体配線 ０2及び ０3において、直上に機能素子 が搭載される部位に、予め機能

素子 の裏面の外形と同一の形状を有するべタ膜の金属エリアをパターン形成して

おけば支持板 ０を除去した後にこのべタ膜の金属エリアが放熱板の機能を果たす

ため望ま 、が、これに限定されない。

０1０3 なお、支持板 ０をェッチングによって除去するのではなく、機械的に支持板 ０

を研磨して除去する場合又は応力によって支持板 ０を引き剥がす場合等におい
ては、必ずしも導体配線 ０2を形成する必要はなく、支持板 ０に直接導体配線 ０

3を形成することもできる。

０1０4 次に、導体配線 ０3の上に接着層2を設け、表面に電極端子5が設けられた機能

素子 を、接着層2を介して、導体配線 ０3の上に加熱及び加圧により搭載する (ス

テップ2)。機能素子 の表面の電極端子5は円柱状を有していてもよく、また、多層

配線からなっていてもよいが、これらに限定されない。

０1０5 また、機能素子 の活性面の保護が必要な場合には機能素子 の表面に絶縁樹脂

9を設けることもできる。また、このとき、機能素子 の電極端子5は表面に露出せず、

絶縁樹脂9に埋蔵された状態であってもよい。

０1０6 例えば接着層2としては有機樹脂で厚さ ０乃至3 のものを使用することができ

、また機能素子 は ０乃至725 4 の厚さを有するものを使用することができる。

０1０7 次に、回路基板の上方から回路基板の基材として少なくとも3層の絶縁樹脂層 (図

示例では下から絶縁樹脂層 ０，8及び皿の3層)を供給し、硬ィビさせる (ステップ3)

。これらの絶縁樹脂の供給方法は、真空ラミネート法又は真空プレス法が好適に使

用されるがこれらに限定されない。また、機能素子 の側面に配置される絶縁樹脂層

8にガラスクロス又はアラミドフイルム等、プレス時に流動しない物質が含まれる場合

には、絶縁樹脂層8に予め機能素子 の外形と同形状か又は機能素子 の外形より

も大きい形状を有する空間を設けておき、ブレス時に流動しない物質によって機能素



子 が破損しないよぅにする。

０1０8 例えば樹脂がェポキシを含有する場合、ピーク温度 6０乃至2００Cの真空プレス

によって樹脂を供給し硬ィビさせることができる。また機能素子の側面に配置される絶

縁樹脂層8に、ガラスクロス又はアラミドフイルム等、プレス時に流動しない物質が含

まれる場合には、絶縁樹脂層8に予め機能素子 の外形と同形状か又は機能素子

の外形よりも一方向の幅が ・ 乃至 程度大きい形状を有する空間を設けてお
くことが好ま 、。

０1０9 導体配線 ０3及び支持板 ０の上に絶縁樹脂を供給する際は、導体配線 ０3及

び支持板 ０の表面を粗ィビすることで、絶縁樹脂層と導体配線 ０3との密着強度及

び絶縁樹脂層と支持板 ０の表面との間の密着強度を高めることが可能である。ま

た、最終的に支持板 ０を除去したときに回路基板が反ることがないよぅに、絶縁樹

脂層の組み合わせ及び絶縁樹脂層の積層順を適正に調整する。また、例えば耐熱

温度の高い樹脂及び低い樹脂、コストの高い樹脂及び低い樹脂等を組み合わせて

使用することで、製品信頼性の向上と同時に低コスト化を実現することもできる。また

、機能素子 の電極端子5が予め絶縁樹脂層9によって埋め込まれているため、絶縁

樹脂層皿にはこの絶縁樹脂層9と密着性が良好である樹脂を選択することもできる。

また、絶縁樹脂層皿の内部に機能素子 の電極端子5が埋没されるため、コスト低減

のために絶縁樹脂層9を機能素子 上に形成せずに使用することもできる。

０11０ 次に、 レーザ又は 一 Gレーザ等のレーザ装置を使用して、最表面に形

成された絶縁樹脂層皿から機能素子 の電極端子5上にビアホール66を開ロする。

また、これと同時に最表面に形成された絶縁樹脂層皿から導体配線 ０3上にビアホ

ール6 7を開ロする。そして、デスミア処理により、ビアホール66及び6 7の内部の樹

脂残掩を取り除き、希硫酸等の弱酸により電極端子5及び導体配線 ０3の表面を洗

浄する (ステップ4)。このとき、ビアホール6 7の形成にはドリルを使用することもできる

０111 例えば、ビアホール66はゅ ０乃至2００ の大きさで形成することができる。また

、ビアホール67は の 5０乃至8００ の大きさで形成することができる。このとき、ビア

ホール6 7は、ゅ8０乃至8００ のドリルを使用することでも形成することができる。



０112 従来技術の回路基板として機能素子を内蔵した樹脂コア基板は、製造時に支持板

０を有していないため、ドリル等を使用して樹脂コア基板にビアホールを形成する

方法では樹脂の剛性が弱く、ビアホールの周辺に機能素子 が内蔵されている場合

には、加工時に機能素子 に応力が加わり破壊される虞がある。このため、機能素子

に近接してビアを設けることができず、これにより回路基板の外形サイズが大きくな

ってしまうとレづ問題点があるが、本発明においては、剛性の高い支持板 ０を使用

することにより、ビアホールの形成にドリルを使用しても、内蔵されている機能素子

に対するダメージが軽減されるため、信頼性が高く、また高配線密度を有する回路基

板を形成することができ、更に回路基板の外形サイズを小型ィビすることができる。

０113 次に、ビアホール66及び6 7が開口された絶縁樹脂層 の表面全体に無電解めっ
きによって銅又はニッケル等を施す。そして、この銅又はニッケル等が無電解めっき

された絶縁樹脂層皿にめっきレ、ジストを形成し、金属めっきによって導体配線3を形

成し、またビアホール66及び6 7の内部を金属めっきすることによって導体ビア6及び

7を形成し、その後、めっきレ、ジストを取り除き、導体配線3以外の部分に形成された

無電解めっき層をエッチングする (ステッ )

０114 次に、支持板 ０を酸又はアルヵリによりエッチングし、導体配線 ０2を露出させる

(ステップ6)。このとき、導体配線 ０2の高さは、この導体配線 ０2の外周を取り囲む

絶縁樹脂層 ０と同じ高さである。これにより図2 (a) に示す回路基板が形成される。こ

のとき、図2 (a) における導体配線4は導体配線 ０2及び ０3の2層によって形成さ

れている。更に次の工程において、導体配線 ０2を支持板 ０のエッチングに使用

した薬液とは異なる薬液によりエッチングし、導体配線 ０3を外部に露出させる (ステ

、ソプ6) と、図2 b に示す回路基板が形成される。このとき導体配線 ０3が外部に露

出する面は絶縁樹脂層 ０よりも窪んだ位置であり、絶縁樹脂層 ０をソルダーレ、ジス

ト層として使用することも可能である。

０115 例えば銅製の支持板 ０を使用し、この支持板 ０上にめっき法により導体配線

０2を厚さ2乃至 ０ でめっきすることができる。支持板 ０は最終的に除去される

ものであるため、例えば支持板 ０をエッチングによって除去する場合、このエッチ

ングの際に導体配線 ０2がエッチング液に溶けないよう、銅製の支持板 ０ に対し、



導体配線 ０2はニッケルによって形成することができる。また、例えば導体配線 ０3

はめっき法によって銅を厚さ5乃至2 めっきして形成することができる。

０116 そして、支持板 ０を銅ェッチング液によって除去することで、ニッケルからなる導

体配線 ０2が絶縁樹脂層 ０の裏面から露出する。このとき、導体配線 ０2の高刮ま

、絶縁樹脂層 ０と同一平面に位置してぃる。これにより図2 (a) に示す回路基板が形

成される。また、更に二ツケル導体配線 ０2を支持板 ０のェッチングに使用した薬

液と異なる二ツケルリム一バー等によりェッチングし、銅からなる導体配線 ０3を表面

に露出させ、図2 (b) に示す回路基板を得ることもできる。このとき導体配線 ０3の高

さは、絶縁樹脂層 ０より5乃至2 程度内側に位置する。

０117 また、支持板 ０は、銅等の金属製のもの以外でも、ガラス、シリコン又はセラミック

ス等の剛性を有する材料であれば、先ず表面にチタンをスパッタし、更にこの上から

銅をスパッタ又は蒸着することで、この支持板 ０を使用してめっき法により導体配

線4を形成することが可能であり、支持板 ０を除去する工程におぃては、ェッチン

グ以外に、研磨等の方法を使用することができる。

０118 上述の如く形成された回路基板におぃては、導体配線 ０2及び ０3は支持板 ０

上に配線形成されたものであり、支持板 ０の除去後、導体配線 ０2及び ０3の2

層又は胴体配線 ０3の 層からなる導体配線4の露出面の高さは均一で同一平面

上であるため、導体配線4を、半導体素子を G パッケージ等で表面実装する際の

電極端子としてソルダーいジスト等の絶縁樹脂層を形成することなく使用できるため、

高ぃ接続信頼性を得ることができる。これによって信頼性の高ぃ電子デバイス装置を

得ることができる。

０119 また、上述の如く形成された回路基板は、このままの状態で使用可能であるが、回

路基板表面に更に任意の開口部を有するソルダーいジストを5乃至3０4 の厚さで

形成し、多デバイスの実装に使用することも可能である。また、本実施形態に係る回

路基板をコア基板として、このコア基板の両面にアディティブ法、セミアディティブ法

又はサブトラクティブ法を使用して、更に導体配線層を形成することも可能である。

０12０ 次に、本発明の第5実施形態につぃて説明する。図6 (a) 及び (b) は本実施形態に

係る回路基板を示す模式的断面図である。図6におぃて、図 乃至5と同一構成物に



は同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。本実施形態においては動作時

の発熱量が低い機能素子 を搭載する場合において説明する。上述の第2実施形態

の回路基板は絶縁樹脂層皿の表面に形成され機能素子 の電極端子5と導体ビア

6を介して接続された導体配線3と、絶縁樹脂層 ０の裏面から露出して形成された

導体配線4とが絶縁樹脂層 ０，8及び によって絶縁されているのに対し、本実施

形態の回路基板は導体配線3の一部と導体配線4の一部とが、絶縁樹脂層 ０，8及

び皿に形成されたビアホールの内部に金属又は導電性ぺ一スト等が充填されること

によって形成された導体ビア7を介して接続されている点において異なり、それ以外

は第2実施形態と同様の構造を有している。

０121 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、上述の第2実施形態に係る回路基板の動作に加

え、以下のよぅな動作及び効果を有する。機能素子 の直上に設けられた導体配線3

に直接電子部品を実装することで、これらの電子部品と機能素子 の電極端子5との

間の距離を短くし、優れた高速電気特性を得ることが可能であり、このとき回路基板

表裏の導体配線3と導体配線4との間が導体ビア7によって最短距離で結線されてい
ることで、この回路基板を縦に積層することが可能になり、高密度な実装体を形成す

ることが可能になる。

０122 また、本実施形態においては、図6 (a) に示すよぅに、導体配線4の外部に露出して

いる面が必ずしも絶縁樹脂層 ０の表面と同一平面上に位置している必要はなく、側

面が絶縁樹脂層 ０と接していればよい。即ち、図6 ( ) に示すよぅに、導体配線4は

一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂層 ０に埋没していてもよい。また、本実施

形態に係る回路基板は、絶縁樹脂層皿の内部に機能素子 が内蔵されるため、コス

ト低減のために絶縁樹脂層9を機能素子 上に形成せずに使用することも可能であ

る。

０123 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法について説明する。図7 (a) 乃至①

は本発明に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式図である。図7において、

図 乃至6と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０124 先ず、支持板 ０上にめっきレジストを供給し、露光現像してパターン形成した後、



導体配線 ０2及び ０3をめっき法又はイングジェソト法等により形成し、めっきレジス

トを剥離する (ステップ )

０125 次に、導体配線 ０2及び ０3が形成された支持板 ０の表面に導体配線 ０2及

び ０3の上から絶縁樹脂層 ０を供給する (ステップ2)。支持板 ０は、最終的にェ
、ソチングにより除去され、絶縁樹脂層1０は支持板 ０を除去した後も機能素子 の直

下に位置するため、導体配線 ０2及び ０3を G パッド又はフリップチップパッド等

の任意の配線形状を有するよぅ形成することが可能である。また、絶縁樹脂の供給に

は、真空ラミネーター、真空プレス機、ロールコーター、スピンコート又はヵ一テンコー

ト等が好適に使用されるがこれらに限定されない。

０126 次に、絶縁樹脂層 ０上に接着層2を設け、接着層2によって表面に電極端子5を

有する機能素子 の裏面を絶縁樹脂層 ０に接着する (ステップ3)。機能素子 として

は、表面に銅からなる電極端子5を有し、シリコン、Ga 又はガラスを基材とした機

能素子を使用することができる。また、接着層2は、ェポキシ系ダイアグソチメントフィ

ルムを厚さ ０乃至3０4 で設けることによって形成することができる。

０127 次に、絶縁樹脂層 ０上に機能素子 の側面に接触するよぅに絶縁樹脂層8を真空

ラミネーター又は真空プレス等により供給し、更にこの絶縁樹脂層8及び機能素子

の上から絶縁樹脂層 を真空ラミネーター又は真空プレス等により供給し(ステップ

4)、機能素子 の外周を封止する (ステップ5)。このとき、絶縁樹脂層は3層以上積

層することができ(図示例では絶縁樹脂層 ０，8及び皿の3層) 、支持板 ０を除去

したときに回路基板が反ることがないよぅに、絶縁樹脂層の組み合わせ及び絶縁樹

脂層の積層順を適正に設計することが製品の信頼性及び製造時の作業性向上のた

めに望ましく、機能素子 の材料と絶縁樹脂層との密着性に関しても考慮して絶縁樹

脂層の配置を決めることが望ま 、。

０128 絶縁樹脂層 ０，8及び皿としては、各々の厚さを ０乃至5０ にすることができ

、これらの厚さは内蔵する機能素子 の厚さに応じて可変である。また、回路基板の

表裏に近い絶縁樹脂層 ０及び皿には、外部からの曲げ応力及びクラックの抑制に

強い柔軟性を有するポリイミド系樹脂又はェポキシ系樹脂を使用することができる。

例えば導体配線 ０2及び ０3が形成された支持板 ０の上にポリイミド又はェポキ



シ成分を含む絶縁樹脂を真空ラミネーターにより供給し硬ィビさせ、 ０乃至5０

の絶縁樹脂層 ０を形成することができる。この絶縁樹脂層 ０は、支持板 ０を除去

した後も機能素子 の直下に存在するため、導体配線 ０2及び ０3を G パッド又

はフリップチップ用パッド等の任意の配線形状を有するよぅ形成することが可能である

０129 機能素子 の周辺に位置する絶縁樹脂8には、その熱膨張係数が機能素子 の熱

膨張係数に近似した絶縁樹脂を使用して、絶縁樹脂層8と機能素子 との間に熱膨

張係数差により発生する応力によって発生するクラックを抑制する。これにより、回路

基板の信頼性を高めることが可能になる。

０13０ 絶縁樹脂層8及び 真空ラミネーター又は真空プレス等によって供給することが

できる。また機能素子 の側面に配置される絶縁樹脂層8に、ガラスクロス又はアラミ

ドフイルム等、プレス時に流動しない物質が含まれる場合には、絶縁樹脂層8に予め

機能素子 の外形と同形状か又は機能素子 の外形よりも一方向の幅が ・ 乃至

程度大きい形状を有する空間を設けておくことが好ま 、。絶縁樹脂層の組み

合わせ数は3層に限定されず、製造工程の中で絶縁樹脂層を多層に積み重ねること

が可能である。

０131 次の工程においては、上述の第4実施形態に係る回路基板の製造方法のよぅに、

レーザ又は 一 Gレーザ等のレーザ装置を使用して最表面に形成された

絶縁樹脂層皿から機能素子 の電極端子5上にビアホール66を開ロする。このとき

同時に最表面に形成された絶縁樹脂層皿から導体配線 ０3上にビアホール6 7を

開ロすることもできるが、本実施形態に係る回路基板の製造方法では、絶縁樹脂層

皿から導体配線 ０3上にのみビアホール6 7を開ロする場合について説明する。ビ

アホール6 7の形成にドリルを使用することもできるが、これに限定されない。そして、

デスミア処理により、ビアホール6 7の内部の樹脂残掩を取り除き、希硫酸等の弱酸に

より導体配線 ０3の表面を洗浄する (ステップ6)

０132 この後、ビアホール6 7が開口された絶縁樹脂層皿の表面全体に無電解金属めっ
きをすることも可能であるが、ビアホール67の高さがビアホール67の内径の大きさよ

りも格段に大きい場合 (ビアホール6 7のアスペクト比が大きい場合) 、支持板 ０ とし



て金属製のものを使用し、この金属製の支持板 ０に電荷を供給し、直接ビアホー

ル6 7を支持板 ０側からめっきすることもできる。そして、絶縁樹脂層皿の表面以上

の高さまでビアホール6 7内部を金属めっきし、その後、バフ研磨等により絶縁樹脂層

皿の表面を平坦ィビすることで、露出する導体ビア7の絶縁樹脂層皿側の高さを絶縁

樹脂層皿表面と同一平面上に位置させる。尚、絶縁樹脂層皿の表面にバフ研磨を

行ぅ場合には、研磨時の有機物によるごみがビアホール66内部に入り込むことを防

ぐため、ビアホール66はこのバフ研磨後に開ロすることが望ましい。

０133 次に、 レーザ又は 一 Gレーザ等のレーザ装置を使用して、最表面に形

成された絶縁樹脂層皿から機能素子 の電極端子5上にビアホール66を開口し、デ

スミア処理により、ビアホール66の内部の樹脂残掩を取り除き、希硫酸等の弱酸によ

り電極端子5の表面を洗浄する (ステップ7)

０134 次に、ビアホール66が開口された絶縁樹脂層皿の表面全体に、無電解めっきによ

って銅又はニッケル等を施す。そして、この銅又はニッケル等が無電解めっきされた

絶縁樹脂層皿にめっきレ、ジストを形成し、金属めっきによって導体配線3を形成し、

またビアホール66の内部を金属めっきすることによって導体ビア6を形成し、その後、

めっきレジストを取り除き、導体配線3以外の部分に形成された無電解銅めっき層を

ェッチングする (ステップ8)。例えば、本実施形態に係る回路基板は、また、導体配

線4 (導体配線 ０3)及び導体配線3は5乃至2 の厚さで銅めっきによって形成

することができる。

０135 次に、上述の第4実施形態に係る回路基板の製造方法のステップ6において説明

した方法と同様にして支持板 ０を除去し(ステップ9) 、これにより図6 (a) に示す本

実施形態に係る回路基板が形成される。更に上述の第4実施形態に係る回路基板

の製造方法のステップ7 おいて説明した方法と同様にして導体配線 ０3を外部に

露出させる (ステップ ０)。絶縁樹脂層 ０の裏面に露出して形成された導体配線4は

、その外部に露出している面が2０ 、以下の深さで埋没しており、導体配線4の側

面が絶縁樹脂層 ０に接している。これにより図6 b に示す本実施形態に係る回路

基板が形成される。

０136 絶縁樹脂層皿の表面に形成された導体配線3と機能素子 の表面に形成された電



極端子5とを接続する導体ビア6及び絶縁樹脂層皿の表面に形成された導体配線3

と絶縁樹脂層 ０の裏面に露出して形成された導体配線4とを接続する導体ビア7は

、ビアホール66及び6 7の内部に銅又はS 系粉末を含む導電性ぺ一ストを充

填することによって形成することができる。また、導体ビア7につぃては、導体ビア7上

部の内径に対する高さの比が よりも大きぃ場合、無鉛半田ぺ一スト又は導電性

ぺ一ストを印刷法により充填させることも可能である。

０ 37 例えば、本実施形態に係る回路基板は、 ・ 乃至 ・O の厚さを有する銅製の

支持板 ０を使用し、支持板 ０の上に厚さ2乃至2 のニッケルによる導体配

線 ０2及び5乃至3０ の銅による導体配線 ０3をめっき法により形成することがで

きる。

０138 また、ビアホール66はゅ ０乃至2００ の大きさで形成することができ、ビアホー

ル6 7はゅ5０乃至8００ の大きさで形成することができる。

０139 次に、本発明の第6実施形態につぃて説明する。図8は本実施形態に係る回路基

板を示す模式的断面図である。図8におぃて、図 乃至7と同一構成物には同一符

号を付して、その詳細な説明は省略する。本実施形態におぃては動作時の発熱量

が低ぃ機能素子 を搭載する場合におぃて説明する。本実施形態に係る回路基板

は、上述の第4実施形態に係る回路基板に、更に回路基板の両面に対してソルダー

レジスト5 が形成され、電極端子部分に開口部5 2が設けられてぃる。

０14０ 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。本実施形態に係る回路基板は、上述の第5実施形態に係る回路基板におぃて、導

体配線3上に電子部品の表面実装等を行ぅ際のリフローで無鉛はんだが溶融すると

きに、導体配線3間のショートを防ぐために、電極端子部分のみに開口部5 2を設け

たソルダーいジスト5 が設けられてぃる。また、回路基板の裏面側におぃて導体配

線4が外部に露出する面は絶縁樹脂層 ０の裏面と同一平面か又は内側に位置する

ため、導体配線4側にソルダーいジスト5 を設ける必要はなぃが、回路基板の反りを

防ぐために、導体配線4が形成されてぃる裏面側にもソルダーいジスト5 が設けられ

ることもできる。よって、本実施形態に係る回路基板は、上述の第5実施形態の動作

及び作用に加え、導体配線3上に電子部品の表面実装等を行ぅ際のリフローで無鉛



はんだが溶融するときに、導体配線3間のショートを防ぐ作用及び回路基板 自体の

反りを防ぐ作用を有してぃる。また、本実施形態に係る回路基板は、絶縁樹脂層皿

の内部に機能素子 が内蔵されるため、コスト低減のために絶縁樹脂層9を機能素子

上に形成せずに使用することも可能である。

０14 1 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法につぃて説明する。図9 (a) 及び (b)

並びに図 ０(a) 乃至 (c) は本発明に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式

図である。図9及び ０におぃて、図 乃至8と同一構成物には同一符号を付して、そ

の詳細な説明は省略する。

０142 上述の図6 (a) 及び (b) に示す第5実施形態に係る回路基板は、このままの状態で

使用可能であるが、本実施形態に係る回路基板の製造方法は、図9に示すよぅに、

先ず図6 (a) に示す上述の第5実施形態に係る回路基板を使用し(ステップ ) 、回路

基板表裏面に更に任意の開口部を有するソルダーいジストを形成し(ステップ2) 、多

デバイスの実装に使用することも可能である。このとき、回路基板の片面のみにソル

ダーいジスト5 を形成しても良ぃ。

０143 次に、本実施形態に係る回路基板の他の製造方法につぃて説明する。図 ０に示

すよぅに、先ず、支持板 ０上に予めソルダーいジスト5 となる絶縁樹脂層を供給し

、この上に導体配線4を形成し、導体配線4が形成されたソルダーいジスト5 の上か

ら絶縁樹脂層 ０を供給し、上述の第5実施形態の製造方法のステップ3乃至8と同

様の製造方法によって機能素子 を搭載して縁樹脂8，０及び皿により機能素子

の外周を封止し、導体ビア6によって導体配線3と機能素子 の電極端子5とを接続し

、また、導体ビア7によって導体配線3と4とを接続する (ステップ )。次に、支持板 ０

を上述の支持板 ０の除去方法によって除去する (ステップ2にとでソルダーレ、ジ

スト5 となる絶縁樹脂層を露出させ、レーザ等でこの後実装される部品の電極端子

に該当する部分に対して開口部5 2を設けることによって、ソルダーいジスト5 として

機能させる。更に、導体配線3を有する表面側におぃても5乃至3 の厚さを有し

、開口部5 2が設けられたソルダーいジスト5 を形成する (ステップ3)。これにより、表

裏面にソルダーレ、ジスト5 を有する回路基板を得ることができる。

０144 例えば、本実施形態に係る回路基板は、ソルダーいジスト5 をェポキシ系樹脂とし



、またその厚さを ０乃至3０4 に形成して電極端子部分に開口部5 2を設けること

ができる。絶縁樹脂層 ０の裏面に露出して形成される導体配線4は、ソルダーレ、ジス

ト5 の上に無電解銅めっきを施し、その上からめっきレ、ジストによってパターン形成し

、5乃至3０u 厚さで銅をめっきし、めっきレ、ジストを除去して導体配線4以外の無電

解銅めっきをェッチングにより取り除くことによって形成することができる。また、導体

配線4は、その外部に露出している面が絶縁樹脂層 ０の裏面と同一平面上に位置

しているか又は2０u 以下の深さで埋没して形成することができる。このとき、回路

基板の裏面側には必ずしもソルダーレジスト5 を形成する必要はないが、回路基板

表面においては、表面実装時のリフローで、無鉛はんだが溶融することにより導体配

線3間のショートを防ぐために電極端子部分のみに開口部5 2を設けたソルダーレジ

スト5 を設けることが望ましい。また、回路基板の反りを防ぐため、回路基板裏面側に

もソルダーレジスト5 を設けることが好ましい。

０145 また、例えば支持板 ０をガラス製にすることができ、最終的に薬液又は研磨によ

りこの支持板 ０を除去することで、裏面にソルダーレ、ジスト5 となる絶縁樹脂層を

露出させ、レーザ等で回路基板に実装される部品の電極端子に該当する部分に対

してビアホール5 2を開ロすることで、ソルダーレジスト5 として機能させることができ

る。

０146 次に、本発明の第7実施形態について説明する。図 本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図皿において、図 乃至 ０と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。本実施形態においては動作時の発

熱量が低い機能素子 を搭載する場合において説明する。

０147 上述の第5実施形態において、機能素子 の裏面と絶縁樹脂層 ０とが接着層2に

よって接着されているのに対し、本実施形態においてはこの接着層2が存在せず、

機能素子 の裏面が直接絶縁樹脂層 ０と接している点において異なり、それ以外は

第5実施形態と同様の構造を有している。

０148 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、絶縁樹脂層 ０を形成するときに、この樹脂が硬ィ出

前の半硬ィビの状態で、機能素子 の裏面を直接絶縁樹脂層 ０上に載置し、熱を加



えながら加圧することによって絶縁樹脂層 ０と機能素子 とを接着する。熱を加える

ことによって絶縁樹脂層 ０が流動性を増し、機能素子 を所定の位置に配置して加

圧することによって機能素子 と絶縁樹脂層 ０とが密着し、これにより機能素子 が

絶縁樹脂層 ０上に搭載される。これにより、約 ０乃至4 の厚さを有する接着層

2が不要になり、回路基板の薄型ィビが実現できる。

０149 本実施形態においては、機能素子 の動作時の発熱量が低いため、機能素子 の

裏面と導体配線4との間に樹脂層 ０を設けることができる。これにより、機能素子 の

直上及び直下の回路基板表裏に、導体配線3及び導体配線4の微細な配線パター

ンを形成できる。そして、これらの導体配線3及び導体配線4上に電子部品の表面実

装及び半導体フリップチップ接続等が可能である。これにより、実装の際に回路基板

面積を有効活用でき、また、回路基板面積を小さくすることができるため、製品の小

型ィビに貢献できる。

０15０ また、本実施形態においては、導体配線4の外部に露出している面が必ずしも絶縁

樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置している必要はなく、側面が絶縁樹脂層 ０と接

していればよい。即ち、導体配線4は一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂層 ０

に埋没されていてもよい。また、本実施形態に係る回路基板の構造は、絶縁樹脂層

の内部に機能素子 が内蔵されるため、コスト低減のために絶縁樹脂層9を機能素

子 上に形成せずに使用することも可能である。

０151 次に、本発明の第8実施形態について説明する。図 2は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 2において、図 乃至皿と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。本実施形態においては動作時の発

熱量が低い機能素子 を搭載する場合において説明する。

０152 本実施形態に係る回路基板は、上述の第7実施形態に係る回路基板に対し、機能

素子 の活性面において、絶縁樹脂層9の内部に予め銅ポストと呼ばれる円柱状の

銅又は 層以上の導体配線等が形成され、この銅ポスト又は導体配線等と導体ビア6

とが接続されることによって、絶縁樹脂層皿の表面に形成された導体配線3と機能素

子 の電極端子5とが接続されている点について異なり、それ以外は同様の構成を有

している。銅ポスト又は導体配線等は形状及び材質が限定されるものではなく、良好



な導電性を有していればよい。

０153 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、電極端子5が絶縁樹脂層9の表面から露出してい
る場合は、機能素子 を搭載する際に明瞭に見えるため、アライメントマークとして使

用でき、これによって搭載精度を高めることができる。また、電極端子5が絶縁樹脂層

9の中に埋没している場合は、電極端子5の表面保護ができ、作業性が良くなる効果

を有する。

０154 本実施形態においては、導体配線4の外部に露出している面が必ずしも絶縁樹脂

層 ０の裏面と同一平面に位置している必要はなく、側面が絶縁樹脂層 ０と接して

いればよい。即ち、導体配線4は一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂層 ０に

埋没されていてもよい。また、本実施形態に係る回路基板の構造は、絶縁樹脂層皿

の内部に機能素子 が内蔵されるため、銅ポストを形成する場合、コスト低減のため

に絶縁樹脂層9を機能素子 上に形成せずに使用することも可能である。

０155 次に、本発明の第9実施形態について説明する。図 3は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 3において、図 乃至 2と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０156 本実施形態に係る回路基板は、両側面に電極端子 3を有する機能素子 2が絶

縁樹脂層8に埋め込まれ、この絶縁樹脂層8の上に絶縁樹脂層皿が形成され、更に

この絶縁樹脂層皿の表面に導体配線3が形成されている。また、機能素子 2の裏

面側には表面に導体配線4を有する絶縁樹脂層 ０が形成され、この絶縁樹脂層 ０

に形成されたビアホールに無鉛はんだが充填された導体ビア 4によって導体配線4

と機能素子 2の両側面に設けられた電極端子 3とが接続されている。そして、導体

配線3の一部と導体配線4の一部とが、絶縁樹脂層 ，8及び ０に形成されたビア

ホール内部に金属又は導電性ぺ一スト等が充填されることによって形成された導体

ビア7を介して接続されている。導体配線4の表面は、絶縁樹脂層 ０の表面と同一

平面に位置しており、導体配線4の側面は絶縁樹脂層 ０と接している。これにより、

本発明の第9実施形態に係る回路基板が構成されている。

０157 本実施形態に係る回路基板においては、絶縁樹脂層 ０に対し、予めレーザ等で



機能素子 2の電極端子 3の搭載位置に相当する部分にビアホールを形成してお

き、印刷により無鉛はんだを印刷して導体ビア 4を形成し、この導体ビア 4の上に

機能素子 2の電極端子 3を配置し、リフロー加熱処理をすることで、機能素子 2の

電極端子 3と導体配線4とを無鉛はんだが充填された導体ビア 4によって接続する

ことができる。また、絶縁樹脂層 ０に感光性樹脂を使用すれば、露光現像によって

ビアホールを形成することも可能である。

０158 本実施形態において、絶縁樹脂層 ０の裏面に露出して形成された導体配線4は、

その外部に露出している面が絶縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置するか又は2

０ 以下の深さで内側に位置するよぅに形成することができる。

０159 例えば、本実施形態に係る回路基板は、機能素子 2として、側面に電極端子 3を

有しS 元素からなるはんだぺ一ストによって容易に実装できる形状に形

成されたチップ抵抗又はセラミックスチップコンデンサを使用することができる。また、

導体配線3及び4は2乃至2０4 の厚さで銅めっきによって形成することができ、導

体配線3と導体配線4とを接続する導体ビア7は、ビアホール内部に銅、ニッケル又

は導電性ぺ一ストを充填することによって形成することができる。

０16０ また、絶縁樹脂層 ０，8及び皿としては、各々の厚さを5乃至8０u にすることが

でき、これらの厚さは内蔵する機能素子 2の厚さに応じて可変である。また、樹脂層

０に対して、予めレーザ等で機能素子 2の電極端子 3の搭載位置に相当する部

分にビアホールを形成しておき、印刷により無鉛はんだを印刷して、導体ビア 4を形

成し、この導体ビア 4の上に機能素子 2の電極端子 3を配置し、ピーク温度24０

ででリフロー加熱処理をすることで、の電極端子 3と導体配線4とを無鉛はんだが充

填された導体ビア 4によって接続することができる。ここで、絶縁層 ０にェポキシ系

又はポリイミド系の感光性樹脂を使用すれば、露光現像によるビアホールの形成も可

能である。露光現像によるビアホール形成は、絶縁樹脂層がレーザ加工時のよぅに

加熱されないため、絶縁樹脂層に対するダメージを減少させることができる。

０161 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態においては、回路基板の基材としての絶縁樹脂層数及びその種類が

制限されない(図示例においては樹脂層8，樹脂層 ０及び樹脂層皿の3層を使用し



ている。 。このよぅに絶縁樹脂層を複数層使用し、回路基板の表裏に近い樹脂層 ０

及び皿は、外部からの曲げ応力及びクラックの抑制に強い柔軟性を有する樹脂とし

、機能素子 2の周辺に存在する絶縁樹脂8は、その熱膨張係数が機能素子 2の熱

膨張係数に近似した絶縁樹脂を使用し、絶縁樹脂層8と機能素子 2との間に熱膨

張係数差により発生する応力によって発生するクラックを抑制することによって、回路

基板の信頼性を高めることが可能になる。また、絶縁樹脂層を複数層使用し、耐熱温

度の高い樹脂及び低い樹脂、コストの高い樹脂及び低い樹脂等を組み合わせて使

用することで、製品信頼性の向上と同時に低コスト化を実現することができる。

０162 本実施形態に係る回路基板は、表面実装用として市販されている安価な機能素子

を容易に使用することができ、また更にチップ抵抗又はセラミックチップコンデンサ等

を回路基板の内部に埋め込むことができるため、回路基板表面における搭載部品点

数を減らすことができ、基板面積を縮小することができる。

０163 次に、本発明の第 ０実施形態について説明する。図 4は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 4において、図 乃至 3と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。本実施形態は、回路基板の基材とし

ての絶縁樹脂層数及びその種類が制限されない。図 4に絶縁樹脂層数を5層、そ

の種類を3種類にした例を示す。

０164 本実施形態に係る回路基板は、機能素子 の電極端子5を有する表面側が絶縁樹

脂層皿に封止され、機能素子 の裏面と絶縁樹脂層 ０とが接着層2によって接着さ

れ、絶縁樹脂層皿と表面に導体配線4aを有する絶縁樹脂層 ０との間を絶縁樹脂

層8によって封止されている。そして、絶縁樹脂層皿の表面に形成された導体配線3

a と機能素子 の電極端子5とが導体ビア6を介して接続されている。そして、表面に

この導体配線3aを有する絶縁樹脂層皿の上に更に表面に導体配線3bを有する絶

縁樹脂層皿が形成され、この導体配線3bと導体配線3a とが導体ビア 5aによって

接続され、導体配線3bと機能素子 の電極端子5とが導体ビア 5bによって接続され

ている。また、絶縁樹脂層 ０の裏面に露出して形成された導体配線4aと導体配線3

a とは導体ビア7bによって接続され、導体配線3bと導体配線4aとは導体ビア7dによ

って接続されている。



０165 また、裏面に形成された導体配線4aを有する絶縁樹脂層 ０の下に更に裏面に露

出して形成された導体配線4bを有する絶縁樹脂層 ０が形成され、この導体配線4b

と導体配線4"とが導体ビア 6によって接続され、導体配線4bと導体配線3"とが導

体ビア7cによって接続されている。また更に、導体配線4bと導体配線3bとが導体ビ

ア7aによって接続されている。そして、導体配線4bの外部に露出する面は、最下面

に位置する絶縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置しており、導体配線4bの側面は

絶縁樹脂層 ０と接している。これにより、本実施形態に係る回路基板9 が構成され

ている。

０166 本実施形態においては、機能素子 の上下に2層ずつ導体配線が形成され、この4

層の導体配線同士が、内部を銅、ニッケル、金、銀等の金属又は導電性ぺ一スト等

によって充填された導体ビアによって接続されている。また、全ての導体ビアのテ一

パが同一の方回を向いており、全ての導体ビア6及び7の内径は、回路基板の裏面

側において小さく、回路基板の表面側において大きくなっている。

０167 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態においては絶縁樹脂層が 5層、その種類が樹脂層8、樹脂層 ０及び

樹脂層皿の3種類を使用した例を示しているが、機能素子 の上下に位置する各導

体配線の間の絶縁樹脂層を全て異なる樹脂によって形成することもできる。このよぅ

に絶縁樹脂層を複数層使用し、回路基板の表裏に近い樹脂層 ０及び 、外部

からの曲げ応力及びクラックの抑制に強い柔軟性を有する樹脂とし、機能素子 の周

辺に位置する絶縁樹脂8は、その熱膨張係数が機能素子 の熱膨張係数に近似し

た絶縁樹脂を使用し、絶縁樹脂層8と機能素子 との間に熱膨張係数差により発生

する応力によって発生するクラックを抑制することによって、回路基板の信頼性を高

めることが可能になる。また、絶縁樹脂層を複数層使用し、耐熱温度の高い樹脂及

び低い樹脂、コストの高い樹脂及び低い樹脂等を組み合わせて使用することで、製

品信頼性の向上と同時に低コスト化を実現することができる。更に、機能素子 の上

下に位置する多層の導体配線間において、導体ビア 7 、7 7dにより全ての絶

縁樹脂層に設けられた導体配線から任意の導体配線に接続することが可能になる。

これによって回路設計の自由度が高まり、この回路基板を縦に積層することが可能に



なり、高密度な実装体を形成することが可能になる。

０168 導体ビア 5bのよぅに機能素子 の直上の回路基板表面の導体配線3bに直接接

続される導体ビアを設けることで、本実施形態に係る回路基板9 を使用して、この回

路基板9 の外側に設けられ、はんだ又は金ワイヤーにより結線されたキャパシタ又

は半導体装置等と短距離で電気的な接続を取ることができる。また、回路基板9 の

表裏面に設けられた導体配線上に電子部品の表面実装及び半導体フリップチップ

接続等が可能である。これにより、実装の際に回路基板面積を有効活用でき、また、

回路基板面積を小さくすることができるため、製品の小型ィビに貢献できる。

０169 また、本実施形態においては、導体配線4bの外部に露出している面が必ずしも絶

縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置している必要はなく、側面が絶縁樹脂層 ０と

接していればよい。即ち、導体配線4bは一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂

層 ０に埋没されていてもよい。また、本実施形態に係る回路基板の構造は、絶縁樹

脂層皿の内部に機能素子 が内蔵されるため、コスト低減のために絶縁樹脂層9を

機能素子 上に形成せずに使用することも可能である。

０17０ 例えば、本実施形態に係る回路基板は、機能素子 として、表面に銅からなる電極

端子5を有し、Ga s又はシリコンを基材とした機能素子を使用することができ、また、

導体配線 3b 4a及び4bは2乃至2０4 の厚さで銅めっきによって形成すること

ができる。また、導体ビア6、7a乃至7d及び 5a乃至 5dは、ビアホール内部を銅め

っき処理することにより形成することができる。

０171 絶縁樹脂層 ０、8及びれとしては、各々の厚さを ０乃至8０u にすることができ、

これらの厚さは内蔵する機能素子 の厚さに応じて可変である。

０172 次に、本発明の第皿実施形態について説明する。図 5は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 5において、図 乃至 4と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０173 本実施形態においては、上述の第 ０実施形態に係る回路基板9 の側面に絶縁

樹脂層94が設けられ、回路基板9 の上面には表面に導体配線25を有する絶縁樹

脂層2 が少なくとも 層 (図示例では2層 設けられ、また回路基板9 の下面には裏

面に導体配線26を有する絶縁樹脂層22が少なくとも 層 (図示例では2層)形成され



ている。また、各絶縁樹脂層に形成された導体配線は、 層の絶縁樹脂層を介して

導体配線同士を接続する導体ビア23及び24，2層以上の絶縁樹脂層を介して導体

配線同士を接続する導体ビア9 5及び96 によって接続されている。また、回路基板9

を挟む上下の導体配線同士は、導体ビア9 2及び9 3によって接続されている。これ

により、本実施形態に係る回路基板が構成されている。

０174 絶縁樹脂層上に形成される導体配線は、アディティブ工法、セミアディティブ工法

又はサブトラクティブ工法等を使用して形成することができる。また、絶縁樹脂層2

及び導体配線25並びに絶縁樹脂層22及び導体配線26からなる導体配線層は任

意の層数により構成することが可能である。

０175 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板は、その最表裏面に形成された導体配線のピ、ソチが、

回路基板9 が内蔵する機能素子 の電極端子5の配置のピ、ソチよりも拡大したもの

であるため、機能素子 を回路基板9 に内蔵する場合よりも搭載位置精度及びレー

ザ開口位置精度が悪い場合においても良好な製品を形成することが可能である。よ

って、この回路基板9 を更なる高多層化のために回路基板に内蔵するときに有利に

なる。

０176 次に、本発明の第 2実施形態について説明する。図 6は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 6において、図 乃至 5と同一構成物には同

一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０177 本実施形態においては、上述の第5実施形態に係る回路基板がコア基板として使

用され、このコア基板の上面に対し、表面にアディティブ工法、セミアディティブ工法

又はサブトラクティブ工法によって形成された導体配線2 5を有する絶縁樹脂層2 が

複数層 (図示例では2層)積層され、異なる絶縁樹脂層2 に設けられた導体配線25

同士が導体ビア23によって接続され、またこのコア基板の下面に対し、裏面にアディ

ティブ工法、セミアディティブ工法又はサブトラクティブ工法によって形成された導体

配線26を有する絶縁樹脂層22が複数層 (図示例では2層)積層され、異なる絶縁樹

脂層22に設けられた導体配線26同士が導体ビア24によって接続されることによって

積層されている。これにより、本実施形態に係る回路基板が構成されている。



０178 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。上述の第4実施形態に係る回路基板をコア基板として使用し、これに対し、更に絶

縁樹脂層及び配線層を積層することによって、近時の微細な機能素子 の電極端子

5の配列を、容易に回路基板表面になるにつれ拡大させることができる。更に、本実

施形態におけるコア基板としての上述の第4実施形態の回路基板の作成と、この後

にコア基板の両面に形成される配線層をビルドアップする工程とを別の場所で行元
とができる。配線層をビルドアップする工程を行ぅ場所には設備導入等を必要としな

いため、製品コストを安く抑えることができる。

０179 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法について説明する。図 (a) 及び (

b)は本実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式図である。図 7

において、図 乃至 6と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略

する。

０18０ 本実施形態に係る回路基板の製造方法は、図 7に示すよぅに、先ず図6 (a) に示

す上述の第5実施形態に係る回路基板を使用し(ステップ ) 、この回路基板の表面

に絶縁樹脂層2 を形成し、この絶縁樹脂層2 に導体ビア23を形成し、この上にア

ディティブ工法、セミアディティブ工法又はサブトラクティブ工法によって導体配線25

を形成し、更にこの導体配線25の上に絶縁樹脂層2 を形成し、同様にこれらのエ

程を繰り返すことにより導体配線25及び絶縁樹脂層2 からなる導体配線層を任意

の層数だけ積層する。また、回路基板の裏面においても同じく、回路基板の裏面に

絶縁樹脂層22を形成し、この絶縁樹脂層22に導体ビア24を形成し、この下にアディ

ティブ工法、セミアディティブ工法又はサブトラクティブ工法によって導体配線26を形

成し、更にこの導体配線26の下に絶縁樹脂層2 を形成し、同様にこれらの工程を

繰り返すことにより導体配線26及び絶縁樹脂層2 からなる導体配線層を任意の層

数だけ積層する (ステップ2)。これにより、本実施形態に係る回路基板が得られる。

０181 例えば、本実施形態に係る回路基板の導体配線25及び26は5乃至2 の厚さ

でセミアディティブ工法を使用して形成することができる。

０ 82 次に、本発明の第 3実施形態について説明する。図 8は本実施形態に係る回路

基板を示す模式的断面図である。図 8において、図 乃至 7と同一構成物には同



一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０183 本実施形態に係る回路基板は、裏面に導体配線4aが露出して形成された絶縁樹

脂層 ０の上に、表面に電極端子5が形成された機能素子が 種類以上、複数個 (図

示例では2種類の機能素子 及び3 が 個ずつ)接着層2によって接着され、また、

側面に電極端子を有し抵抗又はキャパシタ等のチップ部品である機能素子 2及び3

2が水平方向に並べられ、機能素子 2及び3 2が無鉛はんだが充填された導体ビア

4 によって導体配線4a と電気的及び構造的に接続されている。これらの機能素子

，3 2及び3 2の上面に、表面に導体配線を有する絶縁樹脂層皿が 2層、下面

には、裏面に導体配線4が露出して形成された絶縁樹脂層 ０が2層形成されてレ巧

０184 導体配線3bと導体配線3"とが導体ビア 5"によって接続され、導体配線3bと機能

素子 の電極端子5とが導体ビア 5bによって接続されている。また、導体配線4bと

導体配線4"とが導体ビア 6によって接続されている。

０185 導体配線4aと導体配線3aとが導体ビア7bによって、導体配線3bと導体配線4aと

が導体ビア7dによって、導体配線4bと導体配線3aとが導体ビア7cによって、また、

導体配線4bと導体配線3bとが導体ビア7aによって夫々接続されている。これらによ

り、各配線層と各機能素子が、目的の回路を構成するよぅ電気的に接続されている。

また、全てのビアのテ一パは同一の方向を向いており、導体配線4aが形成されてい
る面に対して内径が小さく、反対側の面に対して内径が大きくなるよぅ形成されてレ巧

。これにより本実施形態に係る回路基板3０3が構成されている。

０186 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。上述のよぅに、水平方向に異種類の複数個の機能素子を配置し、これらを電気的

に接続して回路基板を形成することで、従来技術において回路基板の両面に実装し

ていた部品を回路基板に内蔵することが可能になるため、これまでより多くの部品を

回路基板に実装することができる。また、回路基板に実装する部品点数が従来技術

と同じ数である場合には、回路基板面積を縮小して、製品の小型ィビを実現することが

可能になる。

０187 また、本実施形態においては、導体配線4bの外部に露出している面が必ずしも絶



縁樹脂層 ０の裏面と同一平面に位置している必要はなく、側面が絶縁樹脂層 ０と

接していればよい。即ち、導体配線4bは一面を外部に露出させた状態で絶縁樹脂

層 ０に埋没されていてもよい。

０188 次に、本実施形態に係る回路基板3０3の製造方法について説明する。図 9 (a) 乃

至 (e) は本実施形態に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式図である。図

9において、図 乃至 8と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省

略する。

０189 先ず、支持板 ０の上に導体配線4bを形成し、導体配線4bが形成された支持板

０の表面に導体配線4bの上から絶縁樹脂層 ０を供給する。そして、絶縁樹脂層

０にレーザ等によりビアホールを形成し、このビアホール内部を金属めっき法等によ

り充填することによって導体ビア 6を形成し、絶縁樹脂層 ０上にセミアディティブ法

等により導体配線4aを形成する。これらの手順を繰り返すことにより導体配線層を複

数層積層し(図示例では2層) 、最上層の絶縁樹脂層 ０にビアホール 5を形成す

る (ステップ )
o

０19０ 次に、ビアホール 5に印刷法又はディス人ンサーによって無鉛はんだぺ一ストを

供給し、この無鉛はんだぺ一スト上に側面に電極端子を有する機能素子 2及び3 2

を配置し、リフロー炉又はホットプレート等を使用して、無鉛はんだぺ一ストを溶融さ

せ、これによって形成される導体ビア 4によって、機能素子 2及び3 2を直下に位置

する配線層4 に接続する (ステップ2)。このとき、本発明においては機能素子 2及

び3 2の代わりに同等の性能を有するぺ一スト抵抗又はぺ一ストキヤパシタ等を使用

することができ、この場合は機能素子を搭載することなく印刷法によって機能素子を

搭載したときと同様の効果を得ることができる。

０191 上述のよぅにはんだべ一ストを使用した場合等は、薬剤によりフラックスを洗浄する

。そして、最上層に存在する絶縁樹脂層 ０に、表面に電極端子及び絶縁樹脂層を

有する機能素子を複数個 (図示例では機能素子 及び3 の2個)配列させ、接着層

2によって接着する (ステップ3)。このとき機能素子の種類及び外形は任意である。

０ 92 次に、絶縁樹脂層8及び皿により機能素子 及び3 の外周を封止し、絶縁樹脂層

皿にレーザ等によりビアホールを形成し、このビアホール内部を金属めっき法等によ



り充填することによって導体ビア6，7b及び7cを形成する。そして、絶縁樹脂層 上

にアデイテイブ法、セミアデイテイブ法又はサブトラクテイブ法により導体配線3aを形

成する。これにより、導体ビア6によって導体配線3aと機能素子の電極端子とを接続

し、また、導体ビア7bによって導体配線3aと導体配線4aとを接続し、導体ビア7cによ

って導体配線3 と導体配線4bとが接続される。これらの手順を繰り返すことにより導

体配線層を任意の層数だけ積層する。

０ 93 こぅして、絶縁樹脂層の最上層に形成された絶縁樹脂層皿からィ壬意の導体配線及

び電極端子に対してレーザ等によりビアホールを形成し(ステップ4)、このビアホー

ル内部を金属めっき法等により充填することによって導体ビア 7 、 5a及び 5b

を形成する。そして、この最上層に形成された絶縁樹脂層皿の表面にアデイテイブ

法、セミアデイテイブ法又はサブトラクテイブ法により導体配線3bを形成する。最上層

の絶縁樹脂層皿の表面に設けられた導体配線3bと導体配線4bとは導体ビア7aに

よって接続され、導体配線3bと導体配線4 とは導体ビア7dによって接続される。この

後、支持板 ０を上述の支持板 ０の除去方法によって除去する (ステップ5)

０194 上述のよぅにして得られた回路基板3０3の表裏面に形成された導体配線3bと4bと

の間を導体ビア7aによって接続することで、回路基板3０3の表裏面に実装される電

子部品間及びこれらと機能素子 との間を最短距離で接続することが可能になり、誘

電損失の少なぃ高速電気特性に優れた回路基板を得ることができる。

０195 また、上述のよぅにして得られた回路基板3０3は、このままの状態で使用可能であ

るが、更に任意の開口部を有するソルダーいジストを形成し、多デバイスの実装に使

用することも可能である。また、図 9 (e) に示す回路基板をコア基板として、このコア

基板の両面にアデイテイブ法、セミアデイテイブ法又はサブトラクテイブ法を使用して、

更に配線層を形成することも可能である。

０196 例えば、本実施形態に係る回路基板3０3は、機能素子 及び3 2として、表面に銅

からなる電極端子5を有頂ンリコンからなる機能素子及びGa sからなる機能素子を

使用することができ、また、機能素子 2及び3 2として側面に電極端子を有し抵抗又

はキヤパシタ等のチップ部品を使用することができる。また、接着層2は、有機樹脂を

使用し、厚さ5乃至3０ に形成することができる。また、ビアホール 5に供給する



無鉛はんだぺ一ストはS 系の無鉛はんだを使用することができる。また、

導体配線3a 3b 4a及び4bは夫々銅によって厚さ2乃至2０4 に形成することが

できる。更に、導体ビア6、7a 7b 7c 7d 4 5a 5b及び 6は銅めっきによっ
て形成されることができる。

０197 また、例えば、本実施形態に係る回路基板3０3は、 ・ 乃至 ・O の厚さを有

する二ツケル製の支持板 ０を使用し、この支持板 ０の上に厚さ2乃至3 の

銅による導体配線 ０3を形成することができる。絶縁樹脂層 ０にはェポキシ系樹脂

を使用することができ、この上にセミアデイテイブ法により銅の導体配線4を形成する

ことができる。

０198 また、ビアホール 5に相当する部分に印刷法により、S 系の無鉛は

んだぺ一ストを供給することができ、機能素子 2及び32を配置し、リフロー炉又はホ

、ソトプレート等を使用して、ピーク温度24０乃至26０Cで溶融させることにより機能素

子 2及び32を実装することができる。はんだぺ一ストを使用した場合などは、フラツ

クスを荒川ィロ学 (株 ) 「パインアルファ」(商品名)又はエタノール等により洗浄すること

が好ま 、。

０199 次に、本発明の第 4実施形態に係る回路基板について説明する。図2０は本実施

形態に係る回路基板3０を示す模式的断面図である。図2０において、図 乃至 9

と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０2００ 本実施形態においては、図6 (a) に示す上述の第5実施形態に係る回路基板が2

個上下に配置されて使用される。上方に配置される第5実施形態に係る回路基板は

、図6 (a) に示す状態と上下を反転して配置され、絶縁物からなる接着層4０による絶

縁性接続及びこの接着層4０の表裏面に貫通して形成され導電性ぺ一ストが埋めら

れた導体ビア45による導電性接続により、上方に配置される回路基板に内蔵される

機能素子 と下方に配置される回路基板に内蔵される機能素子 とが接続されること

によって2個の回路基板が縦方向に積層されている。これにより本実施形態に係る回

路基板3０ が構成されている。

０2０1 接着層4０としては、通常のプリプレグ材と呼ばれるェポキシ樹脂にガラスクロスを含

有したもの又はェポキシ樹脂にアラミド不織布を含有したもので、厚さが2０乃至8０



ば であるものを使用することができる。また、導体ビア4 5はS 及びC 等

の元素から成る粉末を含む無鉛はんだぺ一ストによって形成することができ、組成は

リフロー温度に応じて決定することができる。また、このときS 及びC 等の

元素から成る粉末の粒径は、導体ビア4 5の内径が ００ 以下である場合には ０

ば 以下にすることが好ま 、。

０2０2 また、接着層4０の表裏面に貫通して形成される導体ビア4 5は、例えば予め接着層

4０の両面にP (Po e h ene T e eph ha a ポリエチレンテレフタレート) 又はP

(Po e h ene Naph ha a ポリエチレンナフタレート) 等の保護フィルムを貼り合わ

せた状態で、 又は 等のレーザ、若しくはドリノレによってビアホール

を貫通させ、保護フィルム上からはんだぺ一スト又は導電性ぺ一スト等を印刷するこ

とによりビアホール内部にS C 、 e G e及び 等の元素を含む

粉末を充填し、その後、接着層4０の両面に貼り合わせた保護フイルムを除去するこ

とによって形成することができる。

０2０3 また、保護フィルムを使用せず、メタルマスク又はスクリーンマスクを使用して、はん

だぺ一スト又は導電性べ一スト等を印刷することも可能である。また、インクジェソトに

よりビアホール内部にS A c 「 G e及び 等の元素を含む粉末を

充填させることも可能である。

０2０4 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。上述のよぅに、機能素子 が内蔵されている2個の回路基板を機能素子の電極端子

面が互いに向き合ぅよぅに設置して接続しているため、2個の機能素子間において最

短距離での電気的接続が得られ、高速電気特性に優れた回路基板を得ることができ

る。また、本実施形態に係る回路基板の構成では、回路基板の両面において、高さ

位置が均一な導体配線4 が外部に露出するため、本実施形態に係る回路基板を半

導体のフリップチップ接続等に使用する場合に S ( 眈ge c a e n eg a on)チップ

と回路基板の導体配線との距離を常に一定にすることが可能であり、信頼性の高い
接続が可能になる。

０2０5 また、本実施形態においては同一の機能素子 を内蔵する2個の回路基板を縦方

向に積層する例を示したが、これに限らず、異種類の機能素子を内蔵する2個の回



路基板を縦方向に積層することもできる。

０2０6 次に、本発明の第 5実施形態に係る回路基板にっいて説明する。図2 は本実施

形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。図2 において、図 乃至2０と同

一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０2０7 本実施形態においては、図 2に示す上述の第8実施形態に係る回路基板と図 3

に示す上述の第9実施形態に係る回路基板とが上下に配置されて使用される。第8

実施形態に係る回路基板の上に、絶縁物からなり、その表裏を貫通した導体ビア45

を有する接着層4０が配置され、この上に第9実施形態に係る回路基板が図 2に示

す状態と上下を反転して配置されている。そして、絶縁物からなる接着層4０による絶

縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電性ぺ一ストが埋められた導体ビア45に

よる導電性接続により第8実施形態に係る回路基板の導体配線3と第9実施形態に

係る回路基板の導体配線3とが接続され、これにより、第8実施形態に係る回路基板

に内蔵される機能素子と第9実施形態に係る回路基板に内蔵される機能素子とが電

気的に接続される。これにより、第8実施形態に係る回路基板と第9実施形態に係る

回路基板とが縦方向に積層された回路基板3０2が構成されている。

０2０8 回路基板3０2の上に更に絶縁物からなり、その表裏を貫通した導体ビア45を有す

る接着層4０が配置され、この上に第 4実施形態に係る回路基板3０が配置され、

絶縁物からなる接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電性ぺ

一ストが埋められた導体ビア45による導電性接続により回路基板3０2の最表面に設

けられた導体配線と回路基板3０の最下面に露出した導体配線とが接続され、これ

により、第8実施形態に係る回路基板に内蔵される機能素子、第9実施形態に係る回

路基板に内蔵される機能素子及び回路基板3０に内蔵される機能素子が電気的に

接続される。これにより、第8実施形態に係る回路基板、第9実施形態に係る回路基

板及び第 4実施形態に係る回路基板3０が縦方向に積層された回路基板32 が

構成されている。

０2０9 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作にっいて説明する

。本実施形態に係る回路基板32 は、複数の種類の機能素子を積層することができ

、各々の機能素子間の配線長を短くすることが可能である。これにより、従来技術に



おいて回路基板の表面には2次元方向にしか電子部品を実装することができなかっ
た問題点を解決し、3次元的に高集積な電子部品の実装を可能にしている。

０2 1０ 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法について説明する。図22 (a) 及び (

b) は本実施形態に係る回路基板32 の製造方法を段階的に示す模式図である。図

22において、図 乃至2 と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は

省略する。

０2 先ず、図22 (a に示すよぅに、回路基板3０及び3０2の2個を上下に配置するが、

上方に配置する回路基板3０は、支持板 ０を除去する前の工程における回路基

板3０を使用する。また、下方に配置する回路基板3０2と上方に配置する回路基板

3０ との間には、はんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストが充填され表裏面に貫通した

導体ビア45を有する接着層4０を配置する (ステップ )

０2 12 次に、2個の回路基板3０2及び3０を、導体ビア45を有する接着層4０を介して上

下に配置した状態で、真空プレス法等を使用し、接着層4０による絶縁性接続及びは

んだぺ一スト又は導電性ぺ一ストが充填された導体ビア45による導電性接続を同時

に行ぅ。接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電性ぺ一スト

が埋められた導体ビア45による導電性接続により、上方に配置される回路基板3０

の裏面に形成された導体配線と下方に配置される回路基板3０2の表面に形成され

た導体配線とが接続され、これにより2個の回路基板3０及び3０2が縦方向に積層

される。そして、この後支持板 ０を上述の支持板 ０の除去方法によって除去する

(ステップ2)。このとき、接着層4０に接する側の回路基板3０及び3０2の面において

は事前に支持板 ０を除去すべきであることは言ぅまでも無い。

０2 13 また、接着層4０を一方の回路基板の表面にラミネート加工するか又はプレス法によ

り供給し、その後レーザ等でビアホールを形成し、接着層4０の表面に保護フィルムを

貼り合わせる等上述の方法を使用して導体ビア45を形成し、真空プレスによってもぅ

一方の回路基板との貼り合わせを行ぅこともできる。樹脂供給、回路基板間の接続の

ためのラミネート加工及びプレスは大気中で行ぅことも可能であるが、樹脂内部に残

留するボイドを除去できるため真空中で行ぅことが好ま 、。

０2 14 また、上述の如く形成された本実施形態に係る回路基板32 (図22 (b) ) は、このま



まの状態で使用可能であるが、更に任意の開口部を有するソルダーいジストを形成し

、多デバイスの実装に使用することも可能である (ステップ3)。また、本実施形態に係

る回路基板32 をコア基板として、このコア基板の両面にアディティブ法、セミアディ

ティブ法又はサブトラクティブ法を使用して、導体配線層を形成することも可能である

０2 15 次に、本発明の第 6実施形態に係る回路基板につぃて説明する。図23は本実施

形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。図23におぃて、図 乃至22と同

一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０2 16 本実施形態に係る回路基板は、上述の第 3実施形態に係る回路基板3０3の如く

水平方向に複数個の機能素子を搭載した2個の回路基板3０3が、これらが内蔵する

機能素子の電極が向かぃ合ぅよぅに配置され、この2個の回路基板3０3の間に絶縁

物からなり、その表裏を貫通した導体ビア45を有する接着層4０が配置され、絶縁物

からなる接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電性ぺ一スト

が埋められた導体ビア45による導電性接続により、上方に配置される回路基板3０3

の導体配線と下方に配置される回路基板3０3の導体配線とが接続されることによっ
て縦に積層されてぃる。そして、この積層された回路基板の表裏両面に電極端子部

分に開口部52が形成されたソルダーいジスト5 が設けられてぃる。これにより本実施

形態に係る回路基板が構成されてぃる。

０2 17 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。本実施形態におぃては、ソルダーいジスト5 が設けられてぃることで、表面実装時

にはんだ溶融による導体配線間ショートが起こる虞が減少し、信頼性の高ぃ製品を

得ることができる。

０2 18 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法につぃて説明する。図24乃至26は

本発明に係る回路基板の製造方法を段階的に示す模式図、図27乃至29は本発明

に係る回路基板の他の製造方法を段階的に示す模式図、図3０乃至32は本発明に

係る回路基板の更に他の製造方法を段階的に示す模式図である。図24乃至32に

おぃて、図 乃至23と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略す

る。



０2 19 先ず、第 2実施形態に係る回路基板3０3の上にはんだぺ一スト又は導電性ぺ一

ストが充填され貫通した導体ビア45を有する接着層4０を配置し、この上に第 2実施

形態に係る回路基板3０3を、上下を反転させた状態で配置する (図24，ステップ )

０22０ 2個の回路基板3０3を、導体ビア45を有する接着層4０を中間に介して上下に配置

した状態で、プレス法等を使用し、接着層4０による絶縁性接続及びはんだぺ一スト

又は導電性ぺ一ストが充填された導体ビア45による導電性接続を同時に行ぅ。接着

層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電性ぺ一ストが埋められた

導体ビア45による導電性接続により、上方に配置される回路基板3０3の導体配線3

bと下方に配置される回路基板3０3の導体配線3bとが接続され、これにより2個の回

路基板が縦方向に積層される (図25，ステップ2)。その後、この積層された回路基板

の表裏面に更に任意の開口部を有するソルダーいジストを形成し(図26，ステップ3)

、これにより、本実施形態に係る回路基板が得られる。

０22 1 また、図27乃至29に示すよぅに、支持板 ０を除去する前の工程における回路基

板3０3を2個使用し、予め一方の回路基板3０3の表面に接着層4０を供給し、レーザ

等によりビアホールを形成し、はんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストをビアホール内部

に充填することによって導体ビア45を形成しておき(図27、スデソプ ) 、これにもぅ一

方の回路基板3０3を図 2に示す状態と上下を反転して配置し、図24のステップ2と

同様の手順によって2個の回路基板を縦方向に積層し、表裏面の支持板 ０を上述

の除去方法によって除去する (図28，ステップ2)。その後、この積層された回路基板

の表裏面に更に任意の開口部を有するソルダーいジストを形成し(図29，ステップ3)

、これにより、本実施形態に係る回路基板が得られる。また、ステップ におぃて、支

持板 ０を除去した回路基板3０3を2個使用することも可能である。

０222 また、図3０乃至3 2に示すよぅに、支持板 ０を除去する前の工程における回路基

板3０3を使用し、一方の回路基板3０3の上にはんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストが

充填され貫通した導体ビア45を有する接着層4０を配置し、この上にもぅ一方の回路

基板3０3を、上下を反転させた状態で配置し(図3０，ステ、ソプ 、図28のステ、ソ 2

と同様の手順によって2個の回路基板を縦方向に積層し、表裏面の支持板 ０を上



述の除去方法によって除去し(図3 ，ステップ2) 、その後、この積層された回路基板

の表裏面に更に任意の開口部を有するソルダーレ、ジストを形成し(図32，ステップ3)

、これにより、本実施形態に係る回路基板を得ることもできる。

０223 本実施形態に係る回路基板の製造方法は、回路基板3０3の支持板 ０を除去し

た状態でも貼り合わせることができるが、少なくとも一方の回路基板3０3に支持板 ０

がある場合には、真空プレス時に回路基板3０3全体を均一に加圧する効果がある

ため、接着層4０及び導体ビア45による回路基板3０3同士の接続の高信頼ィビが可

能となる。

０224 また、本実施形態においては同一の機能素子 を内蔵する2個の回路基板を縦方

向に積層する例を示したが、これに限らず、異種類の機能素子を内蔵する2個の回

路基板を縦方向に積層することもできる。

０225 例えば、本実施形態に係る回路基板は、接着層4０として通常のプリプレグ材と呼

ばれるエポキシ樹脂にガラスクロスを含有したもの又はエポキシ樹脂にアラミド不織

布を含有したもので厚さが2０乃至8０4 のものを使用することができる。また、接着

層4０として他に、2０乃至 ０ の厚さを有し、S 、 C 、 、z 及びPbの少

なくとも 種類の元素を含むはんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストが充填され表裏面に

貫通した導体ビア45を有する熱硬ィロ型樹脂の半硬ィロ状態のもの又は熱可塑樹脂の

ものを使用することもできる。

０226 また更に、接着層4０として他に、25乃至3 の厚さを有するP (ポリエチレン

テレフタレート)又はP (ポリエチレンナフタレート)等の保護フイルムを予めプリプ

レグ材等の両面に貼り合わせた状態で、レーザ加工によりゅ3０u 乃至5０ の

貫通ビアホールを形成するか又はドリルでゅ8０u 乃至5００ の貫通ビアホール

を形成し、保護フイルムをマスク代わりとして、はんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストを

印刷することによりビアホールの内部にはんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストを充填し

、保護フイルムを除去することで得たものを使用することもできる。またこのとき、保護

フイルムを使わずに、ステンレス又はニッケルによるメタルマスク若しくはスクリーンマ

スクを使用して印刷することも可能である。

０227 図27のステップ において、予め一方の回路基板3０3の表面にて導体ビア45を有



する接着層4０を供給する方法としては、一方の回路基板3０3の表面にラミネート又

はプレス法によって樹脂を供給し、その後レーザ等でビアホールを形成し、接着層4

の表面に保護フイルムを貼り合わせる等の方法を使用して導体ビア45を形成し、そ

の後保護フィルムを除去する方法を使用することができる。樹脂供給及び回路基板

同士を接続するときに使用するラミネート又はプレスは大気中でも可能であるが、真

空中で処理を行えば樹脂内部に残留するボイドを除去できる点で好ま 、。また、ソ

ルダーレ、ジスト5 の厚剖ま5乃至4 にすることができる。

０228 次に、本発明の第 7実施形態に係る回路基板につぃて説明する。図33は本実施

形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。図33におぃて、図 乃至32と同

一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０229 本実施形態に係る回路基板は、上述の第 6実施形態に係る回路基板の表裏にソ

ルダーいジスト5 を形成しなぃ状態の回路基板 (図25 28及び3 ，ステップ2)をコ

ア基板として使用し、この回路基板の両面に絶縁樹脂層を形成し、この絶縁樹脂層

上にアデイティブ工法、セミアディティブェ法又はサブトラクティブ工法を使用して導

体配線を形成することで導体配線層を設け、この導体配線層が複数層 (図示例では

上面に2層の導体配線層からなるビルドアップ層3０5及び下面に2層の導体配線層

からなるビルドアップ層3０6)積層されてぃる。そして、これらの導体配線間は導体ビ

アにより接続されてぃる。

０23０ 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。本実施形態に係る回路基板は、近時の微細な機能素子の電極端子の配列を、回

路基板表面になるにつれ容易に拡大することができる。また、本実施形態におぃて

は、アディティブ工法、セミアディティブ工法又はサブトラクティブ工法によって導体配

線を形成することにより、通常の回路基板製造方法に使用されてぃる設備を使用す

ることが可能であり、新規設備の導入の必要がなく、低コストで製造することができる。

０23 1 次に、本発明の第 8実施形態に係る回路基板につぃて説明する。図34は本実施

形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。図34におぃて、図 乃至33と同

一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０232 本実施形態に係る回路基板は、上述の第 3実施形態に係る回路基板3０3が図



9に示す状態と上下を反転して配置され、この回路基板3０3と多層配線基板3０8と

が、絶縁物からなる接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０の表裏面に貫通

して形成され導電性ぺ一ストが埋められた導体ビア45による導電性接続により、上方

に配置される回路基板3０3の導体配線と下方に配置される多層配線基板3０8の導

体配線とが接続されることによって縦方向に積層されている。これにより本実施形態

に係る回路基板322 が構成されている。ここで、多層配線基板3０8は、有機又は無

機いずれの基材であっても構わない。

０233 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作について説明する

。本実施形態に係る回路基板322 は、このよぅな構成を有することにより、従来技術

の機能素子を内蔵した回路基板では多層ィビが困難であった問題点を解決し、内蔵

される機能素子のみでなく、表面実装される電子部品間においても高速電気信号特

性を改良できる利点を有している。また、従来の半導体パッケージにおいては、イン

ターボーザーとよばれる小型基板にフリップチップ接続又はワイヤボンデイング接続

を行い、その後にこれらの外周を樹脂封止しているが、本実施形態に係る回路基板

322 に半導体素子を内蔵する場合は、この半導体パッケージを表面実装により回路

基板に接続していた複数の工程を、回路基板作製時に同時処理できるため、大幅に

コストを削減できる。

０234 次に、本実施形態に係る回路基板の製造方法について説明する。図35 (a) 及び (

b)は本発明に係る回路基板322 の製造方法を段階的に示す模式図である。図35に

おいて、図 乃至34と同一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略す

る。

０235 図35 (a) に示すよぅに、先ず、下方に多層配線基板3０8を配置し、この上にはんだ

ぺ一スト又は導電性ぺ一ストが充填され貫通した導体ビア45を有する接着層4０を配

置し、更にこの上に支持板 ０を除去する前の工程における回路基板3０3を上方に

配置する。そして、これらをプレス法等によって接続し(ステップ ) 、支持板 ０を上

述の除去方法によって除去することで、本実施形態に係る回路基板322 を得ることが

できる (ステ、ソプ2 。また、このとき、多層配線板3０8が接着層4０に接する面と反対

側の面に金属又はセラミックス等からなる支持板 ０を有していれば、プレス時に均



一な加圧が可能になり、高信頼性を持つ回路基板を形成できる。回路基板3０3はプ

レス法等によって接着層4０を介して多層配線板3０8に接続するときに支持板 ０を

有してぃることが望ま 、が、支持板 ０を除去した後にプレス法によって接着層4０

を介して多層配線板3０8に接続することも可能である。

０236 上述の如く形成された回路基板322 は高速電気特性に優れ、小型の回路基板と

することができる。また、本実施形態に係る回路基板322 は、このままの状態で使用

可能であるが、回路基板322 の表面に更に任意の開口部を有するソルダーいジスト

を形成し、多デバイスの実装に使用することも可能である。また、本実施形態に係る

回路基板322 をコア基板として、このコア基板の両面にアディティブ法、セミアディテ

ィブ法又はサブトラクティブ法を使用して、更に導体配線層を形成することも可能であ

る。

０237 次に、本発明の第 9実施形態に係る回路基板につぃて説明する。図36は本実施

形態に係る回路基板を示す模式的断面図である。図36におぃて、図 乃至35と同

一構成物には同一符号を付して、その詳細な説明は省略する。

０238 本実施形態に係る回路基板は、外形の異なる4個の回路基板として下から上述の

第 5実施形態に係る回路基板32 、上述の第 8実施形態に係る回路基板322

上述の回路基板3０2及び上述の第 8実施形態に係る回路基板322 が、絶縁物から

なる接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０の表裏面に貫通して形成され導

電性ぺ一ストが埋められた導体ビア45による導電性接続により積層されてぃる。

０239 次に、上述の如く構成された本実施形態に係る回路基板の動作につぃて説明する

。本実施形態に係る回路基板は、積層される回路基板の外形サイズが異なってぃて

も、絶縁物からなる接着層4０による絶縁性接続及びこの接着層4０に形成され導電

性ぺ一ストが埋められた導体ビア45による導電性接続によりこれらの回路基板同士

を接続し、積層することで、3次元的に回路基板を形成することができる。これにより、

従来技術の回路基板の表面実装におぃて限られてぃた実装面積を増やすことが可

能であり、且つ効果的に機能素子の配線問を短くするよぅ設計することが可能であり

、高性能な製品を形成することができる効果がある。

０24０ 以上説明したよぅに、本発明によれば、機能素子を内蔵した回路基板の表面側か



又は裏面側のぃずれか一方に形成された導体配線の基材から外部に露出した面が

基材における導体配線が形成された面と同一平面に位置するか又はそれより内側に

位置するため、ソルダーいジストを形成せずに導体配線に直接電子部品の表面実装

等が可能である。また、機能素子の回路基板への接続と回路基板の形成とを同時に

行ぅことができるため、製造コストを低減することができる。また、2個以上の機能素子

を3次元的に短距離で接続することが可能になるため、良好な高速電気特性を得る

ことができる。また、動作時の発熱量が低ぃ機能素子を内蔵する場合には、機能素

子の放熱を促すため、回路基板にこの熱を放熱するための配線パターンを設けるこ

とができ、またこの配線パターンは回路基板の導体配線と機能素子との間に熱膨張

係数の差により発生する応力を緩和するよぅ自在に設計できるため、信頼性が高ぃ
回路基板とすることができる。また、機能素子を内蔵した回路基板の外形は、内蔵さ

れる機能素子よりも外形が大きぃため、機能素子の電極端子の配線ルールを回路基

板の表裏面におぃて拡大し、この後の工程におぃて回路基板と電子デバイスとを接

続するときに作業性及び信頼性の高ぃ実装が可能になる。

０241 また、本発明に係る回路基板の製造方法によれば、支持板上に導体配線層を形成

し、この上に機能素子を搭載することで、機能素子が脆ぃ場合におぃても搭載時の

加圧により機能素子にかかる応力を低減でき、これにより機能素子が変形したり破損

したりするのを防ぐことができる。また、支持板を除去することによって回路基板の裏

面から導体配線を露出させるため、導体配線の露出面は絶縁樹脂層の裏面と同一

平面上か又はこれより内側に窪んだところに位置し、これによりソルダーいジストを供

給せずともこの絶縁樹脂層がソルダーいジストの役割を果たすことができ、且つ支持

板上に形成されたために導体配線の高さが均一になり、半導体素子等の実装時に

高ぃ接続信頼性を得ることができる。

０242 本発明は、回路基板、電子デバイス装置及び回路基板の製造方法に関し、特に機

能素子を内蔵する回路基板、この回路基板を備えた電子デバイス装置及びこの回路

基板の製造方法に関するものであれば、あらゆるものに適用することが可能であり、

その利用の可能性におぃて何ら限定するものではなぃ。

０243 幾つかの好適な実施の形態及び実施例に関連付けして本発明を説明したが、これ



ら実施の形態及び実施例は単に実例を挙げて発明を説明するためのものであって、

限定することを意味するものではないことが理解できる。本明細書を読んだ後であれ

ば、当業者にとって等価な構成要素や技術による数多くの変更および置換が容易で

あることが明白であるが、このよぅな変更および置換は、添付の請求項の真の範囲及

び精神に該当するものであることは明白である。



請求の範囲

電極端子を有する機能素子と、前記機能素子を内蔵し表裏面に夫々導体配線が

少なくとも 層形成された基材と、前記電極端子と前記基材に形成された導体配線と

を接続するビアと、を有し、前記基材の表面側か又は裏面側のいずれか一方に形成

された導体配線は前記基材から外部に露出した面が前記基材における前記導体配

線が形成された面と同一平面に位置するか又はそれより内側に位置することを特徴

とする回路基板。

2 前記電極端子は表面に垂直に延びるよぅに形成され、前記ビアに接続される導体

配線が前記電極端子と前記基材の表面側に形成され、前記基材の裏面側に形成さ

れた導体配線は前記基材から外部に露出した面が前記基材における前記導体配線

が形成された面と同一平面に位置するか又はそれより内側に位置することを特徴と

する請求項1記載の回路基板。

3 前記基材は少なくとも 層の樹脂層からなることを特徴とする請求項 又は2に記載

の回路基板。

4 前記基材は少なくとも3層の樹脂層からなり、前記基材の前記機能素子の側面に

接触している絶縁層は他の絶縁層よりも熱膨張係数が小刮亡とを特徴とする請求

項 乃至3のいずれか 項に記載の回路基板。

5 前記機能素子の側面に接触している樹脂層の熱膨張係数は前記機能素子の熱膨

張係数の 3０ 以内であることを特徴とする請求項4に記載の回路基板。

6 前記基材の表裏面に、絶縁層とこの絶縁層上の導体配線とからなる複数個の配線

層と、異なる配線層に形成された導体配線同士を接続する少なくとも 個のビアと、を

有することを特徴とする請求項 乃至5のいずれか 項に記載の回路基板。

7 前記基材の表面に形成された前記配線層の導体配線と前記基材の裏面に形成さ

れた前記配線層の導体配線とを接続する少なくとも 個のビアを有することを特徴と

する請求項6に記載の回路基板。

8 前記基材の表面に形成された前記配線層の導体配線と前記基材の裏面に形成さ

れた前記配線層の導体配線とを接続するビアは、前記機能素子を挟む両側面に形

成されていることを特徴とする請求項7に記載の回路基板。



9 前記機能素子の表裏面に形成された前記配線層の導体配線同士を接続する少な

くとも 個のビアが設けられる前記導体配線間の組み合わせが2種類以上存在するこ

とを特徴とする請求項6乃至8のいずれか 項に記載の回路基板。

０ 前記機能素子の表面側に配線層が2層以上形成され、前記機能素子の電極端子

がその直上に形成された配線層以外の配線層の導体配線と少なくとも 個のビアを

介して接続されていることを特徴とする請求項6乃至9のいずれか 項に記載の回路

基板。

前記機能素子の表裏面に配線層が計3層以上形成され、各配線層の導体配線は

直上又は直下に位置する配線層以外の配線層の導体配線と少なくとも 個のビアを

介して接続されていることを特徴とする請求項6乃至 ０のいずれか 項に記載の回

2 前記ビアの垂直方向の内径の拡大方向が全て同一方向に向いていることを特徴と

する請求項 乃至皿のいずれか 項に記載の回路基板。

3 請求項 乃至 2のいずれか 項に記載の回路基板をコア基板とし、前記コア基板

の表裏面に配線層が少なくとも 層設けられていることを特徴とする回路基板。

4 少なくとも 種類の機能素子を2個以上内蔵していることを特徴とする請求項 乃至

3のいずれか 項に記載の回路基板。

5 少なくとも2個の機能素子を内蔵し、前記少なくとも2個の機能素子の間が導体配

線を通して電気的に接続されていることを特徴とする請求項 乃至 4のいずれか

項に記載の回路基板。

6 全ての機能素子が、前記基材に対して水平方向に配置されて接続されていること

を特徴とする請求項 乃至 5のいずれか 項に記載の回路基板。

7 全ての機能素子の電極端子が表面に垂直に延びるよぅに形成されていることを特徴

とする請求項 乃至 6のいずれか 項に記載の回路基板。

8 一部又は全ての機能素子は電子部品であり、前記電子部品はS C 、 、Z

及びPbからなる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなるはんだ

によって導体配線に接続されていることを特徴とする請求項 乃至 7のいずれか 項

に記載の回路基板。



9 請求項 乃至 8のぃずれか 項に記載の回路基板が複数個垂直方向に積層され

、少なくとも2個の回路基板の機能素子同士が導体配線を通して電気的に接続され

てぃることを特徴とする回路基板。

2０ 前記少なくとも2個の回路基板は機能素子の電極端子が向かぃ合ぅよぅに配置され

てぃることを特徴とする請求項 9に記載の回路基板。

2 少なくとも 組の上部に配置された回路基板の機能素子と下部に配置された回路

基板の機能素子との間に導電ぺ一スト又ははんだぺ一ストによるビアを有することを

特徴とする請求項 9又は2０に記載の回路基板。

22 請求項2 に記載の回路基板はS C 、 、z 及び bからなる群から選択さ

れた少なくとも 種の元素を含む材料からなる導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ス

トによるビアと接着層とを介して複数個の絶縁層、ビア及び導体配線から形成される

多層配線基板に接続されてぃることを特徴とする回路基板。

23 請求項 乃至22に記載の回路基板の表裏面に開口部を設けたソルダーいジストが

設けられてぃることを特徴とする回路基板。

24 請求項 乃至22に記載の回路基板を更に内蔵することを特徴とする回路基板。

25 請求項 乃至22に記載の回路基板を備えたことを特徴とする電子デバイス装置。

26 支持板の上に導体配線を少なくとも 層形成する工程と、前記導体配線上に機能

素子を搭載する工程と、前記機能素子の外周を樹脂層により封止して前記機能素子

を内蔵する工程と、前記機能素子の電極端子部分にビアを形成する工程と、前記機

能素子の上に配線層を少なくとも 層形成する工程と、前記支持板を取り除く工程と

、を有することを特徴とする回路基板の製造方法。

27 前記導体配線の上に樹脂層を少なくとも 層形成する工程と、前記樹脂層上に機

能素子を搭載すること特徴とする請求項26記載の回路基板の製造方法。

28 前記機能素子を2種類以上搭載することを特徴とする請求項24又は25に記載の

回路基板の製造方法。

29 一部又は全ての機能素子は電子部品であり、前記電子部品をS 、 C 、 、z

及び bからなる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなるはんだ

により導体配線に接続することによって搭載する工程を有することを特徴とする請求



項26乃至28のいずれかェ項に記載の回路基板の製造方法。

3０ 前記絶縁樹脂に前記支持板と反対側の面からビアホールを形成する工程と、前記

ビアホールの内部を金属めっきする工程と、を有することを特徴とする請求項26乃至

29のいずれか 項に記載の回路基板の製造方法。

3 請求項26乃至3０のいずれか 項に記載の回路基板の製造方法によって形成され

た回路基板をコア基板とし、前記コア基板の表裏面に配線層をビルドアップする工程

を有することを特徴とする回路基板の製造方法。

32 請求項26乃至3 のいずれか 項に記載の回路基板の製造方法によって形成され

た回路基板を2個上下に対向させ、前記2個の回路基板の間に導電性ぺ一スト又は

はんだぺ一ストによって充填されたビアを有する接着層を挟んで接続する工程を有

することを特徴とする回路基板の製造方法。

33 支持板の上に導体配線を少なくとも 層形成する工程と、2個の請求項26乃至3

のいずれか 項に記載の製造方法によって形成された回路基板を上下に対向させ、

前記2個の回路基板の間に導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストによって充填された

ビアを有する接着層を挟んで接続する工程を有することを特徴とする回路基板の製

造方法。

34 前記2個の回路基板のぅち少なくとも 個は支持基板除去前のものを使用し、前記

支持板を除去する工程を有することを特徴とする請求項33に記載の回路基板の製

造方法。

35 請求項32乃至34のいずれか 項に記載の製造方法によって形成された回路基板

と他の回路基板とを2個上下に対向させ、前記2個の回路基板間に導電性ぺ一スト

又は無鉛はんだぺ一ストによって充填されたビアを有する接着層を挟んで接続する

工程を少なくとも 回行ぅことを特徴とする回路基板の製造方法。

36 前記2個の回路基板のぅち少なくとも 個は支持基板除去前のものを使用し、前記

支持板を除去する工程を有することを特徴とする請求項35に記載の回路基板の製

造方法。

37 前記導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストが 、 C 、z 及びPbから

なる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなることを特徴とする請求



項32乃至36のぃずれかェ項に記載の回路基板の製造方法。

38 前記支持板が銅、鉄、ニッケル、クロム、アルミ、チタン、シリコン、窒素及び酸素か

らなる群から選択された少なくとも 種の元素を含む材料からなることを特徴とする請

求項26乃至37のぃずれか 項に記載の回路基板の製造方法。

39 請求項26乃至38のぃずれか 項に記載の製造方法によって形成した回路基板の

表裏面の少なくとも一方に、開口部を設けたソルダーいジストを形成することを特徴と

する回路基板の製造方法。
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