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(57)【要約】
　導体用の貫通孔（２）が配列されている絶縁基板（１
）を提供する。絶縁基板（１）の厚さが２５～１００μ
ｍであり、貫通孔（２）の径が２０μｍ～１００μｍで
ある。絶縁基板（１）が、本体部分（５）と、貫通孔（
２）に露出する露出領域（４）とを備える。絶縁基板（
１）がアルミナ焼結体からなる。アルミナ焼結体の相対
密度が９９．５％以上であり、アルミナ焼結体の純度が
９９．９％以上であり、本体部分（５）を構成するアル
ミナ焼結体の粒子（５ａ）の平均粒径が３～６μｍであ
り、露出領域（４）におけるアルミナ焼結体を構成する
アルミナ粒子が板状をなしており、板状のアルミナ粒子
（４ａ）の平均長さが８～２５μｍである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体用の貫通孔が配列されている絶縁基板であって、
　前記絶縁基板の厚さが２５～１００μｍであり、前記貫通孔の径が２０μｍ～１００μ
ｍであり、前記絶縁基板が、本体部分と、前記貫通孔に露出する露出領域とを備えており
、前記絶縁基板がアルミナ焼結体からなり、前記アルミナ焼結体の相対密度が９９．５％
以上であり、前記アルミナ焼結体の純度が９９．９％以上であり、前記本体部分における
前記アルミナ焼結体の平均粒径が３～６μｍであり、前記露出領域における前記アルミナ
焼結体を構成するアルミナ粒子が板状をなしており、板状の前記アルミナ粒子の平均長さ
が８～２５μｍであることを特徴とする、貫通孔を有する絶縁基板。
【請求項２】
　前記貫通孔がレーザー加工によって形成されていることを特徴とする、請求項１記載の
絶縁基板。
【請求項３】
　前記アルミナ焼結体の成形時に前記貫通孔が成形されていることを特徴とする、請求項
１記載の絶縁基板。
【請求項４】
　前記アルミナ焼結体に焼結助剤としてジルコニアが２００～８００質量ｐｐｍ、マグネ
シアが１５０～３００質量ｐｐｍおよびイットリアが１０～３０質量ｐｐｍ添加されてい
ることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一つの請求項に記載の絶縁基板。
【請求項５】
　前記アルミナ焼結体の絶縁破壊電圧が５０ｋＶ／ｍｍ以上であることを特徴とする、請
求項１～４のいずれか一つの請求項に記載の絶縁基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビア導体やスルーホール導体を形成するための貫通孔を多数有するセラミッ
ク基板に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＳＡＷフィルター等の電子デバイスを実装するための基板として、セラミック等の絶縁
基板に貫通穴を設け、その穴を導体で埋め、貫通電極とする構造の基板（ビア基板）が用
いられている。近年は携帯電話に代表される通信機器の小型化に伴い、使用される電子デ
バイスにも小型化、低背化が求められており、その構成要素であるビア基板についても同
様に薄板化が求められている。
【０００３】
　更に、こうした基板の貫通孔の直径は、例えば１００μｍ以下とする細径化が求められ
ており、また高密度で多数形成することが求められている。また、保持基板の材質には、
配線間のリーク電流を押さえるために高い抵抗が求められる。
【０００４】
　このため、ビア基板には、薄板化した際も、生産プロセスにおけるハンドリングに耐え
うるだけの強度が必要とされる。一方で、最終的にはダイシングによりビア基板を個片化
することから、加工性が良好であることが必要である。
【０００５】
　ビア基板の貫通電極は、蒸着、スパッタ等の薄膜プロセスにより作製されるため、凹凸
による断線等を避けるためビア基板の表裏面、貫通孔内部が平滑であることが求められる
。貫通孔は、焼成前の金型プレス、レーザー加工、焼成後のレーザー加工、ブラスト加工
により形成される（特許文献１～３）。
【０００６】
　ビア基板の材料としては、アルミナセラミックスが機械的強度、耐熱性、絶縁性等に優



(3) JP WO2015/129574 A1 2015.9.3

10

20

30

40

50

れることから、広く使用されている。また、アルミナセラミックスの中でも、特に高純度
のものは透光性、耐アルカリ性、耐プラズマ性にも優れることから、高輝度放電灯用の発
光管や半導体製造装置の部材、ダミーウエハー等に広く使用されている（特許文献４～７
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許4012936
【特許文献２】特開2013-232546
【特許文献３】特開2014-57124
【特許文献４】特開2003-95730
【特許文献５】特開2001-199761
【特許文献６】特開2001-64075
【特許文献７】特開H06-157132
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　アルミナセラミックスを、貫通孔を有する絶縁基板の材質として用い、蒸着、スパッタ
といった薄膜プロセスで貫通電極を作製する場合、貫通孔内面に粒界による凹凸があると
、それが原因となり断線しやすくなる。一方、アルミナセラミックスの粒径を大きくする
と、粒界の数が減るため断線は防止できるが、絶縁基板全体の強度が低下する。このため
、絶縁基板を薄板化した際のハンドリングが難しくなり、また、絶縁基板作製時の研削、
研磨工程やダイシングの際、クラックやチッピングが起こりやすくなる。
【０００９】
　特許文献２記載の絶縁基板においては、例えばアルミナセラミックス材料とガラス材料
とを混合して焼結させることで絶縁基板を製造しており、このベース基板にレーザ光を照
射することで貫通孔を形成している。これによって、絶縁基板の貫通孔に面する内壁面に
ガラスコーティングを形成し、内壁面を平滑にする。しかし、実際にこうした絶縁基板を
作製してみると、貫通孔に面するコーティングの熱膨張係数が、基材であるアルミナセラ
ミックスと異なることから、生産プロセス中および実装後の熱サイクルによって、絶縁基
板が破損しやすくなる。
【００１０】
　本発明の課題は、導電部形成用の貫通孔を有する絶縁基板において、研削、研磨やダイ
シング等の加工の際にチッピングやクラックを防止でき、かつ熱サイクルを加えたときに
チッピングやクラックを防止できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、導体用の貫通孔が配列されている絶縁基板であって、
　絶縁基板の厚さが２５～１００μｍであり、貫通孔の径が２０μｍ～１００μｍであり
、絶縁基板が、本体部分と、貫通孔に露出する露出領域とを備えており、絶縁基板がアル
ミナ焼結体からなり、アルミナ焼結体の相対密度が９９．５％以上であり、アルミナ焼結
体の純度が９９．９％以上であり、本体部分におけるアルミナ焼結体の平均粒径が３～６
μｍであり、露出領域におけるアルミナ焼結体を構成する板状のアルミナ粒子の平均長さ
が８～２５μｍであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明者は、導体形成用の貫通孔を有する絶縁基板を、高純度のアルミナ焼結体によっ
て形成することを検討した。この際、アルミナ焼結体のアルミナ粒子を微細化することで
、絶縁基板を薄くしてもその強度を高く維持する必要がある。しかし、こうした絶縁基板
に貫通孔を形成すると、貫通孔内壁面に導電膜を形成したときに断線が生じやすくなる。
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【００１３】
　このため、特許文献２記載のように、絶縁基板を構成するセラミックス中にガラス成分
を混合することで、貫通孔に面する内壁面にガラス成分を析出させることも検討した。こ
れによって、貫通孔内壁面に形成する導体の断線を防止できるはずである。しかし、この
場合には、絶縁基板に熱サイクルが加わると、クラックやチッピングが発生しやすくなる
ことがわかった。
【００１４】
　このため、本発明者は、絶縁基板を構成するアルミナ焼結体の粒子を微細化するのと同
時に、できるだけ高純度化し、貫通孔に面する内壁面へのガラス成分の析出を防止した。
これと共に、貫通孔に面する内壁面に沿って、板状粒子からなる露出領域を形成した。こ
の結果、研削、研磨やダイシング等の加工の際にチッピングやクラックを防止でき、かつ
熱サイクルを加えたときにもチッピングやクラックを防止できることを見いだし、本発明
に到達した。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（ａ）は、貫通孔２の形成された絶縁基板１を模式的に示す平面図であり、（ｂ
）は、貫通孔２の形状異常を示す模式図であり、（ｃ）は、貫通孔２の形成された絶縁基
板１を模式的に示す断面図である。
【図２】（ａ）は、絶縁基板１の貫通孔とその周辺を示す拡大図であり、（ｂ）は、貫通
孔、露出領域および本体部分の模式図である。
【図３】平均粒径の算出例を示す模式図である。
【図４】貫通孔の周りの板状粒子の平均長さの算出法を説明するための模式図である。
【図５】図４の模式図に対応する顕微鏡写真である。
【図６】絶縁基板の好適な製造手順の一例を示すフロー図である。
【図７】絶縁基板の好適な製造手順の一例を示すフロー図である。
【図８】熱サイクル試験で適用した温度プロファイルを示す。
【図９】絶縁基板１の貫通孔とその周辺の拡大写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、適宜図面を参照しつつ、本発明を更に詳細に説明する。
　図１（ａ）、（ｃ）に示すように、絶縁基板１には一方の主面１ａと他方の主面１ｂと
が設けられており、主面１ａと１ｂとの間を貫通する貫通孔２が多数形成されている。
【００１７】
　図２に示すように、絶縁基板１は、本体部分５と、本体部分５の貫通孔２に露出する部
分に設けられた露出領域４とを備えている。露出領域４は、貫通孔２に面しており、露出
領域４の表面が内壁面３を構成している。本体部分５と露出領域４とはアルミナ焼結体か
らなっており、両者のセラミックス組織は一体化している。
【００１８】
　貫通孔内には所定の導体を形成可能である。こうした導体としては、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ
、Ｐｄ、またはその混合物や、これらに少量のガラス成分を混合してペースト化したもの
を孔内面に充填した後、４００～９００℃で焼付けして固定化させたものや（ビア導体）
、孔の内面にのみ導体を印刷し、同様に焼付けしたもの（スルホール導体）などを例示で
きるが、導体の形態は特に限定されるものではない。また、基板の主面１ａ、１ｂには、
所定の配線やパッドなどを形成する。また，絶縁基板は、一体の中継基板とする。
【００１９】
　本発明の絶縁基板には、導体用の貫通孔が配列されている。ここで、絶縁基板の厚さＴ
（図２参照）は２５～１００μｍである。絶縁基板のハンドリングに必要な強度の観点か
らは、絶縁基板の厚さを２５μｍ以上とするが、５０μｍ以上が更に好ましい。
【００２０】
　絶縁基板に形成する貫通孔の径Ｗ（図１、図２参照）は２０μｍ以上である。この貫通
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孔径は、成形しやすさの観点からは、２５μｍ以上が更に好ましい。また、貫通孔の密度
を上げるためには、貫通孔径Ｗは、１００μｍ以下とするが、８０μｍ以下が更に好まし
い。
【００２１】
　隣接する貫通孔２の間隔Ｄ（最も近接する貫通孔間の距離）は、破損やクラックを抑制
するという観点からは、５０μｍ以上が好ましく、１００μｍ以上が更に好ましい。また
、隣接する貫通孔２の間隔Ｄは、貫通孔の密度を向上させるという観点からは、１０００
μｍ以下が好ましく、５００μｍ以下が更に好ましい。
【００２２】
　絶縁基板のハンドリングの際の強度を確保するという観点からは、絶縁基板を構成する
アルミナ焼結体の相対密度を９９．５％以上とするが、９９．６％以上とすることが更に
好ましい。この上限は特になく、１００％であってよい。
【００２３】
　この相対密度は気孔率から算出することができる。
　相対密度（％）＝　１００（％）－気孔率（％）
　本発明においては、以下のようにして気孔率を決定する。
　すなわち、ハンドル基板の断面（接合面に対して垂直な断面）を鏡面研磨、サーマルエ
ッチングし、結晶粒界を際立たせた後、光学顕微鏡写真（２００倍）を撮影する。そして
、ハンドル基板の厚さ方向（接合面に垂直な方向）に０．１ｍｍ、接合面に水平な方向に
１．０ｍｍの層状の視野を設定する。そして、各視野について、大きさ０．５μｍ以上の
気孔の総面積を算出し、得られた気孔面積から視野面積比を算出し、気孔率とする。
【００２４】
　本発明では、絶縁基板の本体部分５（図２参照）を構成するアルミナ焼結体の粒子５ａ
の平均粒径を３～６μｍとする。この平均粒径を６μｍ以下とすることで絶縁基板の強度
を向上させ、後述するような貫通孔の形状異常も抑制できる。この観点からは、本体部分
をアルミナ焼結体の平均粒径を５μｍ以下とすることが更に好ましい。また、平均粒径を
３μｍ以上とすることで、電子デバイス実装後のダイシングの際、チッピングやクラック
の発生の防止や、砥石の磨耗を抑えることができる。この観点からは３．５μｍ以上とす
ることが更に望ましい。
【００２５】
　ここで、本体部分５の結晶粒子５ａの平均粒径は以下のようにして測定するものである
。
（１）　焼結体の表面を鏡面研磨、サーマルエッチングして粒界を際立たせた後、顕微鏡
写真（１００～２００倍）を撮影し、単位長さの直線が横切る粒子の数を数える。これを
異なる３箇所について実施する。なお、単位長さは５００μｍ～１０００μｍの範囲とす
る。
（２）　実施した３箇所の粒子の個数の平均をとる。
（３）　下記の式により、平均粒径を算出する。
　［算出式］
　　　　Ｄ＝（４／π）×（Ｌ／ｎ）
　　　［Ｄ：平均粒径、Ｌ：直線の単位長さ、ｎ：３箇所の粒子の個数の平均］
【００２６】
　平均粒径の算出例を図３に示す。異なる３箇所の位置において、それぞれ単位長さ（例
えば５００μｍ）の直線が横切る粒子の個数が２２、２３、１９としたとき、平均粒径Ｄ
は、上記算出式により、
Ｄ＝（４／π）×［５００／｛（２２＋２３＋１９）／３｝］＝２９．９μｍ
となる。
【００２７】
　本発明では、絶縁基板の貫通孔への露出領域４（図２参照）を構成するアルミナ焼結体
の粒子４の平均長さを８～２５μｍとする。この平均長さを８μｍ以上とすることによっ
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て、導電膜の断線や抵抗値上昇を防止できる。この観点からは、絶縁基板の貫通孔への露
出領域４（図２参照）を構成する焼結体の平均長さを１０μｍ以上とすることが更に好ま
しい。
【００２８】
　また、絶縁基板の貫通孔への露出領域４を構成する焼結体の平均長さを２５μｍ以下と
することによって、熱サイクル印加時のクラックを防止できる。この観点からは、絶縁基
板の貫通孔への露出領域４を構成する焼結体の平均長さを１５μｍ以下とすることが更に
好ましい。
【００２９】
　ここで、露出領域４の板状粒子４ａの平均長さは以下のようにして測定するものである
。
　図４は、粒子の平均長さの算出法を説明するための模式図であり、図２（ａ）に対応し
ている。ただし、図４では、絶縁基板が横向きになっている。図５は、図４に対応する写
真である。
【００３０】
　絶縁基板を貫通孔部で割断し、割断面より孔内面の顕微鏡写真（２００倍）を撮影し、
単位長さの直線Ｓが横切る粒子の長さを測定する。これを異なる３箇所について実施し、
３本の直線が横断した粒子の長さの平均を平均長さとする。
【００３１】
　例えば図４の例において、粒子1～10の長さの平均値を平均長さとする。
　ここで、前記直線Ｓは、貫通孔の中心軸Ｃ（図２（ａ））と平行に絶縁基板の表面から
裏面へと向かって貫通するように引くものとする。そして、前記の「単位長さ」は、基板
の厚さＴと等しくする。
【００３２】
　絶縁基板の露出領域４の板状粒子の厚さＡは、結晶４ａが少なくとも一層存在すれば良
く、具体的には少なくとも０．５μｍ以上とし、好ましくは１～３μｍとする。
　また、板状粒子４のアスペクト比は、２．５以上であることが好ましく、１０以上であ
ることが更に好ましい。ただし、板状粒子４のアスペクト比とは、前記平均長さ／厚さＡ
のことである。
【００３３】
　本発明においては、絶縁基板を構成するアルミナ焼結体のアルミナ純度は９９．９％以
上とする。これによって、貫通孔に面する露出領域におけるガラス成分の析出を防止でき
る。
【００３４】
　アルミナ焼結体のアルミナ純度は、粉末状に粉砕した試料を硫酸で加圧酸分解により溶
解し、その溶解液をＩＣＰ発光分光分析法にて分析することで決定する。
【００３５】
　好適な実施形態においては、絶縁基板を構成するアルミナ焼結体に焼結助剤としてジル
コニアが２００～８００質量ｐｐｍ、マグネシアが１５０～３００質量ｐｐｍおよびイッ
トリアが１０～３０質量ｐｐｍ添加されている。こうした構成によって、前述した純度、
気孔率、相対密度を確保しつつ、粗大な気泡の生成を抑制し、後述の貫通孔の形状異常を
防止でき、しかもアルミナ焼結体の絶縁破壊電圧は５０ｋＶ／ｍｍ以上と非常に高くする
ことができるので、微細な貫通孔を形成しても絶縁破壊が生じにくい。サファイアの絶縁
破壊電圧は４７ｋＶ／ｍｍであり、通常のアルミナ焼結体の絶縁破壊電圧は１２ｋＶ／ｍ
ｍである。更に、本アルミナ焼結体の誘電正接は、サファイアと同等であり、通常のアル
ミナ焼結体の誘電正接よりはるかに低く、例えば１０分１程度である。
【００３６】
　本実施形態において、絶縁基板を構成するアルミナ焼結体におけるジルコニアの添加量
は３００質量ｐｐｍ以上が更に好ましく、また、６００質量ｐｐｍ以下が更に好ましい。
また、絶縁基板を構成するアルミナ焼結体におけるマグネシアの添加量は２００質量ｐｐ
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ｍ以上が更に好ましく、また、２８０質量ｐｐｍ以下が更に好ましい。また、絶縁基板を
構成するアルミナ焼結体におけるイットリアの添加量は１２質量ｐｐｍ以上が更に好まし
く、また、２０質量ｐｐｍ以下が更に好ましい。
【００３７】
　アルミナ基板に貫通孔を多数形成した場合には、貫通孔の形状異常が生ずることがある
。例えば、図１（ｂ）に示すように、こうした貫通孔２が一方に向かって膨れ、膨れ部３
が形成されることがあった。
【００３８】
　こうした膨れ部３の形態および寸法について検討した結果、緻密質のアルミナ焼結体中
にも残留している粗大な気孔に起因するボイドが、比較的微細な貫通孔２に連結し、一体
化したものと考えられた。こうしたボイドは、径１０μｍ以上の粗大な気孔に起因するも
のである。
【００３９】
　本発明者は、こうした知見に基づき、緻密質アルミナ焼結体の材質について更に検討し
た。この基板には多数の貫通電極を形成することから、高抵抗を実現するため、高純度の
アルミナ焼結体を採用することは望ましい。しかし、これと同時に、絶縁基板の本体部分
を構成する焼結体の平均粒径が３～６μｍ、相対密度が９９．５％以上となるように制御
することで、径１０μｍ以上の粗大な気孔を抑制し、貫通孔の形状異常を防止できる。
【００４０】
　絶縁基板に貫通孔を形成する方法は、特に限定されない。例えば、絶縁基板のグリーン
シートにピンやレーザー加工によって貫通孔を形成することができる。あるいは、アルミ
ナ焼結体からなるブランク基板を製造した後に、ブランク基板にレーザー加工によって貫
通孔を形成することもできる。
【００４１】
　図６、図７は、それぞれ、本発明の絶縁基板を製造するのに適した手順を例示するフロ
ー図である。
【００４２】
　まず、アルミナ成形体用のスラリーを作製する。
　好ましくは純度９９．９％以上（更に好ましくは９９．９５％以上）の高純度アルミナ
粉末に対して前述のような焼結助剤の粉末を添加する。このような高純度アルミナ粉末と
しては、大明化学工業株式会社製の高純度アルミナ粉体を例示できる。
【００４３】
　多結晶セラミック焼結体の成形方法は特に限定されず、ドクターブレード法、押し出し
法、ゲルキャスト法など任意の方法であってよい。特に好ましくは、基板を、以下のよう
なドクターブレード法を用いて製造する。
【００４４】
（１）　セラミック粉体とともに、結合剤となるポリビニルブチラール樹脂（ＰＶＢ樹脂
）、または、アクリル樹脂を、可塑剤、分散剤と共に分散媒中に分散してスラリーを調製
し、ドクターブレード法にて、テープ状に成形した後、分散媒を乾燥させてスラリーを固
化させる。
【００４５】
（２）　１枚で所望の厚さが得られない場合は、薄いテープを複数枚積み重ね、プレス積
層またはＣＩＰ積層することで所望の厚みの基板形状の成形体を得る。
【００４６】
　ここで、図６の例では、成形体の段階でパンチプレスまたはレーザー加工することによ
って、成形体に多数の貫通孔を成形し、孔の内面にアルミナ粒子を有機溶剤に分散させた
ペーストを塗布しておく。この際、ペーストに含まれるセラミック成分をアルミナ粒子の
みとし、前述の焼結助剤は添加しないでおく。これにより、孔の内面付近の焼結助剤の濃
度が下がり粒成長が促進され、孔の露出領域の粒子を大きくすることができる。ペースト
の塗布方法としてはスクリーン印刷法によるスルホール印刷、ディップ法、スプレー法等
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、により実施することができる。図７の例では、成形体に貫通孔を形成する必要はない。
【００４７】
　次いで、成形体を、好ましくは大気中で仮焼し、次いで、水素中で本焼成する。本焼成
時の焼結温度は、焼結体の緻密化という観点から、１５００～１９００℃が好ましく、１
５５０～１７５０℃が更に好ましい。
【００４８】
　また、上記焼成の際は、モリブデン等の高融点金属からなる平坦な板の上に基板を置き
その上にモリブデン等の板を載せ、基板を上下から挟み込む形で行うことが更に好ましい
。これにより焼結助剤の排出が抑制され、粒成長を抑えることができる。
【００４９】
　また、焼成時に十分に緻密な焼結体を生成させた後に、更に追加でアニール処理を実施
することで反り修正を行うことができる。このアニール温度は、変形や異常粒成長発生を
防止しつつ、焼結助剤の排出を促進するといった観点から焼成時の最高温度±１００℃以
内であることが好ましく、最高温度が１９００℃以下であることが更に好ましい。また、
アニール時間は、１～６時間であることが好ましい。このアニールの際、基板の貫通孔該
当箇所に孔をあけたモリブデン等の板を載せ、貫通孔の内部を水素ガスが流れやすくして
おくことで、貫通孔の露出領域の粒成長を促進させることができる。
【００５０】
　こうして得られたブランク基板を粗研磨加工する。次いで、図４の例では、既に貫通孔
の成形が終わっているので、主面のＲａを小さくすることを目的に精密研磨加工を行うこ
とができる。こうした精密研磨加工としては、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎ
ｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）加工が一般的であり。これに使われる研磨スラリーとし
て、アルカリまたは中性の溶液に３０ｎｍ～２００ｎｍの粒径を持つ砥粒を分散させたも
のが使われる。砥粒材質としては、シリカ、アルミナ、ダイヤ、ジルコニア、セリアを例
示でき、これらを単独または組み合わせて使用する。また、研磨パッドには、硬質ウレタ
ンパッド、不織布パッド、スエードパッドを例示できる。
【００５１】
　また、最終的な精密研磨加工を実施する前の粗研磨加工を実施した後にアニール処理を
行うこともできる。アニール処理の雰囲気ガスは大気、水素、窒素、アルゴン、真空を例
示できる。アニール温度は１２００～１６００℃、アニール時間は２～１２時間であるこ
とが好ましい。これにより、表面の平滑を損ねることなく、焼結助剤の排出を促進するこ
とができる。
【００５２】
　図７の例では、成形体に貫通孔を形成せず、焼結後のブランク基板を粗研磨した後に、
ブランク基板に貫通孔をレーザー加工によって形成する。レーザー加工は、以下のように
して行うことが好ましい。
【００５３】
　短パルス化したレーザーを基板表面に照射することにより、貫通孔を形成する。パルス
幅は一般的にミリ秒（１/１e-3秒）以下が使用される。また、レーザー源として、気体（
CO2）や固体（YAG）が用いられる。レーザー装置内に転写用のマスクを配置し、基板表面
へレーザーを導入することで、目的とする孔の形状を得ることができる。孔径および孔の
形状はマスク径、レーザー出力、パルス幅、ショット数により調整することができる。こ
れらの内、マスク径、レーザー出力、パルス幅により孔径を調整し、基板を貫通するのに
最小必要数をショット数として設定するのが一般的であるが、基板貫通後もショットを繰
り返すことで、露出領域の粒径のコントロールが可能となる。
【実施例】
【００５４】
（実施例１）
　図７を参照しつつ説明した手順に従って、本発明の絶縁基板を作製した。
　具体的には、以下の成分を混合したスラリーを調製した。
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（原料粉末）
　・比表面積３．５～４．５ｍ２／ｇ、平均一次粒子径０．３５～０．４５μｍのα－ア
ルミナ粉末（アルミナ純度９９．９９％）
　　　　　　　　　１００質量部
　・ＭｇＯ（マグネシア）　　　　　　  ２５０ｐｐｐｍ
　・ＺｒＯ２（ジルコニア）　　　　　　        ４００ｐｐｍ
　・Ｙ２Ｏ３（イットリア）　　　　　　　      １５ｐｐｍ
（分散媒）
　・２-エチルヘキサノール　　　　　　　　　        ４５重量部
（結合剤）
　・ＰＶＢ樹脂　　　　　　　　　　　　　　　      ４重量部
（分散剤）
　・高分子界面活性剤　　　　　　　　　　　　      ３重量部
（可塑剤）
　・ＤＯＰ　　　　　　　　　　　　　　　    ０．１重量部
【００５５】
　このスラリーを、ドクターブレード法を用いて、焼成後の厚さに換算して０．２５ｍｍ
となるようテープ状に成形し、焼成後の大きさに換算して、□１００ｍｍとなるよう、４
辺を切断した。得られた粉末成形体を、大気中１２４０℃で仮焼（予備焼成）の後、基板
をモリブデン製の板に載せ、水素３：窒素１の雰囲気中で１３００℃から１５５０℃での
昇温速度を５０℃/ｈとして、１５５０℃で２．５時間保持し、焼成を行い、ブランク基
板を得た。
【００５６】
　このブランク基板を以下の条件でレーザー加工することによって、以下の寸法の貫通孔
を形成した。
 
　ＣＯ２レーザー：波長 　　10.6μm　　
　パルス：１０００Hz- On time 5μs
　レーザーマスク径：　　　0.9　ｍｍ
　ショット回数：　40回
　貫通孔系Ｗ：　　　　　　0.05　ｍｍ
　貫通孔の間隔Ｄ：　　　　0.12　ｍｍ
【００５７】
　次いで、大気中１３００℃で５時間アニール処理を行い、グラインダーによる研削、ダ
イヤモンド砥粒によるラップ、ＣＭＰリキッドによる研磨を順に行った。
【００５８】
　具体的には、グラインダーによる研削を行った後、グリーンカーボンによる両面ラップ
加工により形状を整え、次いでダイヤモンドスラリーによる両面ラップ加工を実施した。
ダイヤモンドの粒径は３μｍとした。最後にＳｉＯ２砥粒とダイヤモンド砥粒によるＣＭ
Ｐ加工を実施し、洗浄を実施し、絶縁基板１を得た。
【００５９】
　得られた絶縁基板の各部位の粒径を確認したところ、貫通孔に面する露出領域４では、
孔内面を覆うような板状結晶４ａが形成されていた。以下は、得られた基板１の特性であ
る。
 
　露出領域４における平均長さ：１０μｍ
　本体部分における平均粒径：　３．５μｍ
絶縁破壊電圧：　　測定平均　７５ｋＶ／ｍｍ
　絶縁基板１の厚さ：　　　　８０μｍ
　貫通孔２の径Ｗ：　　　　　　40　μｍ
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　絶縁基板のアルミナ純度：　９９．９％
　相対密度：　　　　　　　　99.6％
　気孔率：　　　  　　　　　0.4％
　抵抗率：　      　　　　　　10E14　　Ω・cm
　貫通孔の間隔Ｄ：    　　　　200　　μｍ
　貫通孔の個数：　　 　　　　　2500　　個/cm2

　径１０μｍ以上の気孔の密度：　0.0%
【００６０】
　得られた絶縁基板の貫通孔について、異常の有無を確認したところ、形状の異常やクラ
ック、破損は見つからなかった。
　また得られた基板を貫通孔部分で割断し、その周囲の粒子の状態をＳＥＭで観察（図９
）したところ、貫通孔内壁の板状粒子の厚みは、場所による差は見られるが、０．５～５
μｍの範囲であった。また、貫通孔内壁の板状粒子のアスペクト比は２．５～２０であっ
た。
　次いで、得られた基板の表裏面、および貫通孔内面に蒸着による金属膜を形成した後、
ダイシングにより□２ｍｍの大きさに個片化した。その後、金属膜の断線有無、ダイシン
グによるクラック、チッピングの有無、および、熱衝撃試験後の貫通孔部のクラック、チ
ッピングの有無の評価を行い、結果を表１に示す。ただし、１０個のサンプルについてそ
れぞれ試験を行った。
【００６１】
（ダイシング条件）
　砥石回転数＝３００００ｒｐｍ
　砥石の送り速度＝８０ｍｍ／ｓｅｃ
　砥石粒度＝ＳＤ３２５（レジンボンド）
　砥石幅＝０．１５ｍｍ
（熱衝撃試験条件）
　温度プロファイルを図８に示す。
　昇温速度＝４０℃／ｍｉｎ（ＲＴ～最高温度）
　最高温度＝３５０℃×０．５分
　降温速度＝－３０℃／ｍｉｎ（最高温度～１００℃）：１００℃以降は自然冷却
【００６２】
（実施例２～５）
　実施例１と同様の方法により実験を行った。ただし、焼成温度、レーザー加工条件、ア
ニール条件、貫通孔のレーザー加工条件を調整し、表１に示す各種粒径の基板を作成し、
実施例１と同様の評価を行った。得られた評価結果を表１に示す。貫通孔内壁の板状粒子
の厚みは、いずれも０．５～５μｍの範囲であった。また、貫通孔内壁の板状粒子のアス
ペクト比は２．５～２０であった。
【００６３】
（比較例１）
　実施例１と同様の方法により作成した。ただし、アルミナ原料粉末として、純度９６％
のアルミナ原料を用いた。
　得られた基板を実施例１と同様に評価し、評価結果を表２に示した。
【００６４】
（比較例２～１０）
　実施例１と同様の方法により実験を行った。ただし、焼成温度、レーザー加工条件、ア
ニール条件、貫通孔のレーザー加工条件を調整し、表１に示す各種粒径の基板を作成し、
実施例１と同様の評価を行った。得られた評価結果を表２、表３に示す。
【００６５】
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【表１】

 
【００６６】
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【表２】

【００６７】
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【表３】

 
【００６８】
　実施例では、断線不良、ダイシング後のクラックとチッピング、熱衝撃試験後のクラッ
クとチッピングは見られないか、あるいは非常に少なかった。また、貫通孔の形状異常も
見られなかった。
【００６９】
　比較例１では、絶縁基板の貫通孔に面する露出領域にガラス成分が析出していた。この
結果、断線不良は防止されていたが、ダイシング後のクラックとチッピング、熱衝撃試験
後のクラックとチッングが多かった。
【００７０】
　比較例２では、露出領域における板状粒子の平均長さが６μｍと小さいが、断線不良、
ダイシング後のクラックが多い。
　比較例３では、露出領域における板状粒子の平均長さが３０μｍであり、本体部分にお
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ける平均粒径が８μｍであるが、ダイシング後のクラック、熱サイクル後のクラックが多
い。
　比較例４では、本体部分における平均粒径が１５μｍであるが、ダイシング後のクラッ
クとチッピングおよび熱衝撃試験後のクラックとチッピングが共に多い。
　比較例５では、露出領域における平均長さが３０μｍであるが、熱衝撃試験後クラック
が多い。
　比較例６では、露出領域における板状粒子の平均長さが３５μｍであり、本体部分にお
ける平均粒径が２μｍであるが、ダイシング後のクラックが多い。
　比較例７では、アルミナ純度が９８％であり、本体部分における平均粒径が１μｍであ
るが、ダイシング後クラックが多い。
【００７１】
　比較例８では、露出領域における板状粒子の平均長さが１５μｍであり、本体部分にお
ける平均粒径が８μｍであるが、ダイシング後のクラック、熱サイクル後のクラックが多
い。
　比較例９では、露出領域における板状粒子の平均長さが１５μｍであり、本体部分にお
ける平均粒径が１μｍであるが、ダイシング後のクラックが多い。
　比較例１０では、露出領域における板状粒子の平均長さが６μｍであり、本体部分にお
ける平均粒径が５μｍであるが、断線不良が多い。
 

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成27年11月26日(2015.11.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体用の貫通孔が配列されている絶縁基板であって、
　前記絶縁基板の厚さが２５～１００μｍであり、前記貫通孔の径が２０μｍ～１００μ
ｍであり、前記絶縁基板が、本体部分と、前記貫通孔に露出する露出領域とを備えており
、前記絶縁基板がアルミナ焼結体からなり、前記アルミナ焼結体の相対密度が９９．５％
以上であり、前記アルミナ焼結体の純度が９９．９％以上であり、前記本体部分における
前記アルミナ焼結体の平均粒径が３～６μｍであり、前記露出領域における前記アルミナ
焼結体を構成するアルミナ粒子が板状をなしており、板状の前記アルミナ粒子の平均長さ
が８～２５μｍであることを特徴とする、貫通孔を有する絶縁基板。
【請求項２】
　前記アルミナ焼結体に焼結助剤としてジルコニアが２００～８００質量ｐｐｍ、マグネ
シアが１５０～３００質量ｐｐｍおよびイットリアが１０～３０質量ｐｐｍ添加されてい
ることを特徴とする、請求項１記載の絶縁基板。
【請求項３】
　前記アルミナ焼結体の絶縁破壊電圧が５０ｋＶ／ｍｍ以上であることを特徴とする、請
求項１または２記載の絶縁基板。
【請求項４】
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　請求項１～３のいずれか一つの請求項に記載の絶縁基板を製造する方法であって、前記
アルミナ焼結体をレーザ加工することによって前記貫通孔を形成する、貫通孔を有する絶
縁基板の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか一つの請求項に記載の絶縁基板を製造する方法であって、前記
アルミナ焼結体の成形時に前記貫通孔を成形することを特徴とする、貫通孔を有する絶縁
基板の製造方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　アルミナ基板に貫通孔を多数形成した場合には、貫通孔の形状異常が生ずることがある
。例えば、図１（ｂ）に示すように、こうした貫通孔２が一方に向かって膨れ、膨れ部１
３が形成されることがあった。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　こうした膨れ部１３の形態および寸法について検討した結果、緻密質のアルミナ焼結体
中にも残留している粗大な気孔に起因するボイドが、比較的微細な貫通孔２に連結し、一
体化したものと考えられた。こうしたボイドは、径１０μｍ以上の粗大な気孔に起因する
ものである。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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【国際調査報告】
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