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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に形成された電極にはんだボールを搭載するはんだボール搭載方法において、
　前記電極と対応する位置に第１の開口部を有すると共にマスク配設位置に前記基板を露
出させる第２の開口部を有する絶縁材を前記基板に形成する工程と、
　前記第２の開口部に前記絶縁材と略同一厚さの第１のマスクを配設し、該第１のマスク
を用いて前記第１の開口部内にフラックスを充填する工程と、
　前記第１のマスクを前記基板から取り外す工程と、
　前記電極と対向する位置にボール振込み開口が形成されたマスク部と、該マスク部を前
記フラックスから離間した状態で支持する支持部とを有するはんだボール搭載用マスクを
、前記支持部が前記第２の開口部に位置するよう前記基板に配設する工程と、
　前記はんだボール搭載用マスクを用いて前記電極上のフラックスにはんだボールを搭載
する工程と、
　前記はんだボール搭載用マスクを前記基板から取り外す工程と、
　前記はんだボールを前記電極に接合する工程と
を有することを特徴とするはんだボール搭載方法。
【請求項２】
　前記絶縁材はソルダーレジストであることを特徴とする請求項１記載のはんだボール搭
載方法。
【請求項３】
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　前記基板はウェハであり、前記第２の開口部の位置を該ウェハのダイシング位置とした
ことを特徴とする請求項１又は２記載のはんだボール搭載方法。
【請求項４】
　基板本体に形成された電極にはんだボールが搭載されるはんだボール搭載基板の製造方
法であって、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のはんだボール搭載方法を用いて前記電極に前記
はんだボールを搭載する工程を有することを特徴とするはんだボール搭載基板の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明ははんだボール搭載方法及びはんだボール搭載基板の製造方法に係り、特にはん
だボール搭載用マスクを用いて微細なはんだボールを基板に搭載するはんだボール搭載方
法及びはんだボール搭載基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯端末装置等に代表される電子機器は小型化・薄型化が急速に進んでおり、こ
れらの電子機器に搭載される半導体装置等の電子部品も小型化・薄型化が要求されている
。一方、これらの電子部品は高密度化が進んでおり、接続端子数増大する傾向にある。
【０００３】
　これらの要求に対応する電子部品の実装方法として、はんだボールを外部接続端子とし
て用い、これを基板に対してフリップチップ（ＦＣ：Ｆｌｉｐ Ｃｈｉｐ）実装する実装
方法が多く用いられるようになってきている。このフリップチップ実装方法は、電子部品
の基板に設けられた電極に予めはんだボールを搭載しておき、このはんだボールを実装基
板の電極に直接接合することにより実装を行う方法である。
【０００４】
　このため、フリップチップ実装方法を用いる場合には、電子部品の基板に予めはんだボ
ールを搭載しておく必要がある。このはんだボールを基板に搭載するはんだボール搭載方
法は、一般には基板の半田ボールが搭載される電極上にフラックスを配設し、次にこのフ
ラックス上に半田ボールを配設し、その後にこの半田ボールを加熱し溶解して電極に接合
する方法が用いられる（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　図５乃至図９は、従来のはんだボール搭載方法の具体例を説明するための図である。図
５乃至図７は第１従来例であるはんだボール搭載方法を示し、図８及び図９は第２従来例
であるはんだボール搭載方法を示している。
【０００６】
　先ず、第１従来例であるはんだボール搭載方法について説明する。図５（Ａ）は、基板
１００を示している。この基板１００は、基板本体１０２の上面にソルダーレジスト１０
４が形成されると共に、下面には絶縁膜１０５が形成されている。また、基板１００の上
面には複数の電極１０３が形成されており、ソルダーレジスト１０４の電極１０３と対向
する位置には開口部１０６が形成されている。
【０００７】
　この基板１００にはんだボール１１５を搭載するには、基板１００（ソルダーレジスト
１０４）の上にフラックス用マスク１０８を配設する。このフラックス用マスク１０８は
、開口部１０６と対向する位置に開口が形成されている。そして、このフラックス用マス
ク１０８を用いて開口部１０６内にフラックス１０９を印刷等により充填する。図５（Ｂ
）は、開口部１０６内にフラックス１０９が充填された状態を示している。
【０００８】
　開口部１０６に対するフラックス１０９の充填が終了すると、フラックス用マスク１０
８は取り外され、続いて図５（Ｃ）に示すように、基板１００（ソルダーレジスト１０４
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）上にボール搭載用マスク１１０Ａが配設される。このボール搭載用マスク１１０Ａは、
はんだボール１１５をフラックス１０９上に搭載する（振込む）ための複数のボール振込
み開口１１２Ａが形成されている。
【０００９】
　基板１００上にボール搭載用マスク１１０Ａが配設されると、このボール搭載用マスク
１１０Ａ上にはんだボール１１５を供給し、このはんだボール１１５を例えばスキージを
用いて移動させボール振込み開口１１２Ａ内に振込む。図６（Ａ）は、開口１１２Ａ内に
はんだボール１１５が振込まれた状態を示している。この状態で、各はんだボール１１５
は粘性を有するフラックス１０９の上部に搭載（仮止め）された状態となる。
【００１０】
　フラックス１０９の上部にはんだボール１１５が搭載されると、ボール搭載用マスク１
１０Ａは基板１００から取り外される。図６（Ｂ）は、マスク１１０Ａが基板１００から
取り外された状態を示している。続いて、リフロー処理等の加熱処理を行い、はんだボー
ル１１５を電極１０３に接合する。これにより、はんだボール１１５は基板１００に搭載
される（はんだボール１１５が搭載された基板１００をボール搭載基板という）。
【００１１】
　次に、図８及び図９を用いて第２従来例について説明する。尚、図８及び図９において
、図５及び図６に示した構成と同一構成については同一符号を付してその説明を省略する
。
【００１２】
　図８（Ａ）に示す基板１００は、図５（Ａ）に示した基板１００と同一のものである。
第２従来例では、この基板１００にフラックス用マスク１０８を配設することなく、直接
フラックス１０９の印刷処理を行う。
【００１３】
　図８（Ｂ）は、フラックス１０９が基板１００に印刷された状態を示している。同図に
示すように、フラックス１０９はソルダーレジスト１０４に形成された開口部１０６内に
充填されている。この際、若干のフラックス１０９はソルダーレジスト１０４の上面に残
存した状態となっている。
【００１４】
　続いて、図８（Ｃ）に示すように、基板１００上にボール搭載用マスク１１０Ｂを配設
する。このボール搭載用マスク１１０Ｂは、マスク部１１１と支持部１１３とにより構成
されている。マスク部１１１は、はんだボール１１５を基板１００に搭載するための複数
のボール振込み開口１１２Ｂが形成されている。
【００１５】
　このマスク部１１１は、支持部１１３に支持されることによりソルダーレジスト１０４
の上面に対して離間するよう構成されている。このように、マスク部１１１がソルダーレ
ジスト１０４の上面から離間することにより、ソルダーレジスト１０４の上面に残存する
フラックス１０９がマスク部１１１に付着することを防止することができる。
【００１６】
　基板１００上にボール搭載用マスク１１０Ｂが配設されると、このボール搭載用マスク
１１０Ｂ上にはんだボール１１５を供給し、このはんだボール１１５をスキージを用いて
ボール振込み開口１１２Ｂ内に振込む。図９（Ａ）は、ボール振込み開口１１２Ｂ内には
んだボール１１５が振込まれた状態を示している。この状態で、各はんだボール１１５は
粘性を有するフラックス１０９上に搭載（仮止め）された状態となる。
【００１７】
　フラックス１０９の上部にはんだボール１１５が搭載されると、ボール搭載用マスク１
１０Ｂは基板１００から取り外される。続いて、リフロー処理等の加熱処理が行われ、は
んだボール１１５は電極１０３に接合され、ボール搭載基板が製造される。
【特許文献１】特開２００５－００５２７６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　上記のように、図５及び図６を用いて説明した第１従来例によるはんだボール搭載方法
は、図５（Ｂ）に示すようにフラックス１０９の開口部１０６への充填にフラックス用マ
スク１０８を用いる。このため、フラックス１０９の充填後にフラックス用マスク１０８
を基板１００から取り外すと、図５（Ｃ）に示すように、必然的にフラックス１０９がソ
ルダーレジスト１０４の上面から突出した状態となる（図中、突出量をΔＷで示す）。
【００１９】
　このため、ボール搭載用マスク１１０Ａの基板１００への装着時等において、このソル
ダーレジスト１０４上に突出したフラックス１０９がボール搭載用マスク１１０Ａ（例え
ば、ボール振込み開口１１２Ａの内壁）に付着するおそれがある。このようにボール搭載
用マスク１１０Ａにフラックス１０９が付着した場合、はんだボール１１５の振込み後に
ボール搭載用マスク１１０Ａを基板１００から取り外す際にボール搭載用マスク１１０Ａ
にはんだボール１１５が付着してしまうおそれがある（図７（Ａ）に、このようにしてボ
ール搭載用マスク１１０Ａに付着したはんだボールを特に符号１１５Ａで示している）。
【００２０】
　また、はんだボール１１５は、ソルダーレジスト１０４の上面から突出したフラックス
１０９の先端部分に搭載されるため安定が悪く、例えばボール搭載用マスク１１０Ａの取
り外し時に若干ボール搭載用マスク１１０Ａがはんだボール１１５に触れただけでもフラ
ックス１０９の先端部から移動してしまう（図７（Ｂ）に、このようにフラックス１０９
から離脱したはんだボールを特に符号１１５Ｂで示している）。
【００２１】
　図７（Ａ）に示したようにはんだボール１１５Ａがボール搭載用マスク１１０Ａに付着
した場合、また図７（Ｂ）に示したようにはんだボール１１５Ｂが所定位置から移動した
場合には、はんだボール搭載基板の完成時にはんだボール１１５が所定位置に存在しない
こととなる。このため、第１従来例のはんだボール搭載方法は、ボール搭載基板の信頼性
が大きく低下することとなるという問題点があった。また、はんだボール１１５が存在し
ない電極１０３には、別個の工程を行うことによりはんだボール１１５を配設する必要が
あり、このリペア処理が非常に面倒であるという問題点もあった。
【００２２】
　また、この各問題点を解決する手段として、フラックス用マスク１０８を薄くすること
が考えられる。しかしながら、このフラックス用マスク１０８はフラックス１０９の印刷
処理時、及び基板１００からの取り外し時に印加される外力に耐える必要があり、所定の
機械的強度を持たせる必要がある。
【００２３】
　このため、最も薄くした場合であってもフラックス用マスク１０８の厚さは３０μｍ程
度は必要となる。しかしながら、このようにフラックス用マスク１０８の厚さを３０μｍ
程度にしても、はんだボール１１５の直径が１００μｍ程度の微細なものになると、上記
した各問題点は発生してしまう。
【００２４】
　一方、図８及び図９を用いて説明した第２従来例によるはんだボール搭載方法は、ボー
ル搭載用マスク１１０Ｂに支持部１１３を設け、マスク部１１１をソルダーレジスト１０
４から離間させることにより、マスク部１１１にフラックス１０９が付着することを防止
できる。よって、はんだボール１１５がボール搭載用マスク１１０Ｂに付着することを防
止できる。
【００２５】
　また第２従来例によるはんだボール搭載方法は、第１従来例と異なりソルダーレジスト
１０４上にフラックス用マスク１０８を配設することなく、直接開口部１０６にフラック
ス１０９を充填する。このため、フラックス１０９がソルダーレジスト１０４の上面から
突出することはなく、よってはんだボール１１５の移動も防止することができる。
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【００２６】
　しかしながら、ボール搭載用マスク１１０Ｂの支持部１１３は、フラックス１０９が残
存するソルダーレジスト１０４の上面に当接させるため、支持部１１３がフラックス１０
９の粘着力によりソルダーレジスト１０４に付着してしまうおそれがある。この場合、図
９（Ｂ）に示すようにボール搭載用マスク１１０Ｂが、取り外し時において変形してしま
い、これによりボール搭載用マスク１１０Ｂがはんだボール１１５に触れて所定の搭載位
置から移動してしまうという問題点があった。また、ボール搭載用マスク１１０Ｂの基板
１００からの取り外しが面倒となり、はんだボール搭載作業を円滑に行うことができない
という問題点があった。
【００２７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、微細なはんだボールを精度よくかつ作
業性よく基板に搭載することを可能としたはんだボール搭載方法及びはんだボール搭載基
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】
【００２８】
　上記の課題を解決するために本発明では、基板に形成された電極にはんだボールを搭載
するはんだボール搭載方法において、
　前記電極と対応する位置に第１の開口部を有すると共にマスク配設位置に前記基板を露
出させる第２の開口部を有する絶縁材を前記基板に形成する工程と、
　前記第２の開口部に前記絶縁材と略同一厚さの第１のマスクを配設し、該第１のマスク
を用いて前記第１の開口部内にフラックスを充填する工程と、
　前記第１のマスクを前記基板から取り外す工程と、
　前記電極と対向する位置にボール振込み開口が形成されたマスク部と、該マスク部を前
記フラックスから離間した状態で支持する支持部とを有するはんだボール搭載用マスクを
、前記支持部が前記第２の開口部に位置するよう前記基板に配設する工程と、
　前記はんだボール搭載用マスクを用いて前記電極上のフラックスにはんだボールを搭載
する工程と、
　前記はんだボール搭載用マスクを前記基板から取り外す工程と、
　前記はんだボールを前記電極に接合する工程とを有することを特徴とするものである。
【００２９】
　また、上記発明において、前記絶縁材をソルダーレジストとしてもよい。また、前記基
板をウェハとし、前記第２の開口部の位置を該ウェハのダイシング位置としてもよい。
【００３０】
　また本発明では、基板本体に形成された電極にはんだボールが搭載されるはんだボール
搭載基板の製造方法であって、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のはんだボール搭載方法を用いて前記電極に前記
はんだボールを搭載する工程を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、第２の開口部に絶縁材と略同一厚さの第１のマスクを配設して第１の
開口部内にフラックスを充填するため、充填後に第１のマスクを基板から取り外しても、
フラックスは絶縁材から突出するようなことはない。よって、次工程で用いるはんだボー
ル搭載用マスクにフラックスが付着することを防止でき、よってフラックスにはんだボー
ルを搭載した後にはんだボール搭載用マスクを基板から取り外す際、はんだボールがボー
ル搭載用マスクに付着して基板から離脱することを防止できる。また、フラックスが絶縁
材の上面から突出しないため、はんだボールがフラックスから移動する（転げ落ちる）こ
とを防止できる。
【００３２】
　また、第１の開口部内にフラックスを充填する際、第１のマスクは第２の開口部に配設
されるため、基板の第２の開口部と対応する位置は第１のマスクに覆われた状態となる。
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このため、フラックスの充填時に、このフラックスが第２の開口部と対応する基板上に付
着するようなことはない。そして、はんだボール搭載用マスクは、この第２の開口部の位
置に支持部が位置するよう基板に配設されるため、支持部がフラックスにより基板に付着
してしまうようなことはない。このため、はんだボール搭載用マスクを基板から円滑に取
り外すことができ、これによってもはんだボールの移動を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
【００３４】
　図１乃至３は、本発明の一実施例であるはんだボール搭載方法を処理手順に沿って説明
するための図である。図１（Ａ）は、基板１を示している。この基板１は、基板本体２と
、基板本体２の上面に形成されたソルダーレジスト４と、基板本体２の下面に形成された
絶縁膜５とにより構成されている。
【００３５】
　基板本体２は、樹脂基板、セラミック基板、Ｓｉウェハ、ビルトアップ基板等の種々の
タイプの基板の適用が可能である。この基板本体２の上面には、複数の電極３が形成され
ている。
【００３６】
　尚、本実施例では、基板本体２としてウェハを用いた例につい説明するものとする。ま
た、ウェハには多数個の素子領域が形成されるが、図１乃至図３における図１（Ｄ）を除
く各図においては、基板本体２としてウェハの１個の素子領域のみ（図１（Ｄ）にＡで示
す領域のみ）を拡大して示すものとする。
【００３７】
　ソルダーレジスト４は、はんだ付け処理時においてはんだショートを押さえるために設
けられる絶縁材であり、例えば印刷法やシート状のソルダーレジストをラミネートする方
法を用いて基板本体２の上面全面に所定の厚さ（例えば、３０～４０μｍ）で形成されて
いる。他の絶縁材としては、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、或いはシリコーン系樹
脂も利用できる。また、絶縁膜５は基板本体２の背面を保護するために設けられている。
尚、この絶縁膜５は、必ずしも設ける必要はないものであり、絶縁膜５が存在しなくても
本願発明方法は実現可能である。
【００３８】
　上記構成とされた基板１に対し、先ず第１の開口部６及び第２の開口部７を形成する処
理を実施する。具体的には、ソルダーレジスト４は光感光性であり、電極３に対応する位
置及び後述する第２の開口部７の形成位置と対応する位置に開口が形成されるように感光
・現像処理を行うことにより、図１（Ｂ）に示すようにソルダーレジスト４に第１の開口
部６及び第２の開口部７を形成する。
【００３９】
　第１の開口部６は、基板本体２に形成された電極３と対向する位置に形成されている。
また、第２の開口部７は、基板本体２（ウェハ）のダイシングラインに設けられている。
即ち、第２の開口部７は基板本体２に複数形成された素子領域Ａの境界位置に形成されて
いる。この第２の開口部７の形成位置においては、基板本体２は外部に露出した状態とな
っている。
【００４０】
　上記のように第１の開口部６及び第２の開口部７がソルダーレジスト４に形成されると
、続いて基板１にはフラックス用マスク８（請求項に記載の第１のマスク）が配設される
。このフラックス用マスク８は金属製のマスクであり、第２の開口部７の全部或いは一部
を覆うように配設される。また、フラックス用マスク８の厚さは、ソルダーレジスト４の
厚さと略同一の厚さ（３０～４０μｍ）とされている。
【００４１】
　図１（Ｄ）は、基板１を広視野で見た図である。フラックス用マスク８は、素子領域Ａ



(7) JP 4219951 B2 2009.2.4

10

20

30

40

50

に開口部を有した格子状の形状を有し、基板１に装着された状態において、ダイシングラ
インに対応して形成されている第２の開口部７を全て覆った状態となる。
【００４２】
　フラックス用マスク８が基板１に配設されると、このフラックス用マスク８を用いて第
１の開口部６内にフラックス９を充填する。第１の開口部６内にフラックス９を充填する
方法としては、例えば印刷法を用いることができる。図２（Ａ）は、第１の開口部６にフ
ラックス９を充填した状態を示している。
【００４３】
　前記したように、フラックス用マスク８の厚さはソルダーレジスト４の厚さと略等しい
。このため、フラックス９は、各第１の開口部６を埋めるように充填される。しかしなが
ら、第１従来例のようにフラックス９がソルダーレジスト４の上面から突出するようなこ
とはない（図５（Ｃ）参照）。但し、ソルダーレジスト４の上面に、若干のフラックス９
が残存してしまうことは、第２従来例で説明したのと同様である。フラックス９の充填処
理が終了すると、図２（Ｂ）に示すようにフラックス用マスク８は基板１から取り外され
る。
【００４４】
　続いて、図２（Ｃ）に示すように、基板１上にボール搭載用マスク１０（請求項に記載
のはんだボール搭載用マスク）を配設する。このボール搭載用マスク１０は、マスク部１
１と支持部１３とにより構成されている。
【００４５】
　マスク部１１は、はんだボール１５を基板１に搭載するための複数のボール振込み開口
１２が形成されている。このボール振込み開口１２の直径は、はんだボール１５の直径よ
りも若干大きく設定されており、その直径差は振込みが適正に行いうる値に設定されてい
る。
【００４６】
　支持部１３は、マスク部１１を基板１上に支持する機能を奏するものである。図２（Ｄ
）に示されるように、マスク部１１は支持部１３に支持されることにより、ソルダーレジ
スト４の上面に対して離間するよう構成されている。このように、マスク部１１がソルダ
ーレジスト４の上面から離間することにより、ソルダーレジスト４の上面に残存するフラ
ックス９がマスク部１１に付着することを防止することができる。
【００４７】
　ここで、ボール搭載用マスク１０を構成する支持部１３の高さは例えば５０～６０μｍ
である。また、ソルダーレジスト４の厚さは３０～４０μｍである。このため、ソルダー
レジスト４の上面とマスク部１１の下面との間には、１０～３０μｍの間隙が形成される
。尚、マスク部１１の厚さは例えば３０～４０μｍである。
【００４８】
　基板１上にボール搭載用マスク１０が配設されると、このボール搭載用マスク１０上に
はんだボール１５を供給し、このはんだボール１５をスキージを用いてボール振込み開口
１２内に振込む。図２（Ｄ）は、ボール振込み開口１２内にはんだボール１５が振込まれ
た状態を示している。この状態で、各はんだボール１５は粘性を有するフラックス９に搭
載（仮止め）された状態となる。
【００４９】
　このようにフラックス９の上部にはんだボール１５が搭載されると、図３（Ａ）に示さ
れるように、ボール搭載用マスク１０は基板１から取り外される。図３（Ｂ）は、ボール
搭載用マスク１０が取り外された基板１を示している。
【００５０】
　続いて、リフロー処理等の加熱処理が行われ、図３（Ｃ）に示すように、はんだボール
１５は電極３に接合される。そして、残存するフラックス９等を除去するフラックス洗浄
処理が実施され、これにより図３（Ｄ）に示すようにボール搭載基板１が製造される。
【００５１】
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　上記のように本実施例によるはんだボール搭載方法では、図１（Ｃ）及び図２（Ａ）を
用いて説明したように、第２の開口部７にソルダーレジスト４と略同一厚さのフラックス
用マスク８を配設して第１の開口部６内にフラックス９を充填するため、フラックス９の
充填後にフラックス用マスク８を基板１から取り外しても、フラックス９はソルダーレジ
スト４の上面から突出するようなことはない。
【００５２】
　また本実施例では、ボール搭載用マスク１０に支持部１３を設けることによりマスク部
１１がソルダーレジスト４の上面に対して離間した構成となっている。このため、フラッ
クス９がマスク部１１に付着することを防止でき、図３（Ａ）に示されるボール搭載用マ
スク１０を基板１から取り外す時に、はんだボール１５がボール搭載用マスク１０と共に
基板１から離脱してしまうことを防止できる。また、フラックス９がソルダーレジスト４
の上面から突出しないため、はんだボール１５が絶縁層１８から移動することを防止でき
る。
【００５３】
　また、第１の開口部６内にフラックス９を充填する際、フラックス用マスク８は第２の
開口部７に配設されるため、基板１のフラックス用マスク８と対応する位置はフラックス
用マスク８に覆われた状態となる。このため、フラックス９の充填時に、このフラックス
９が基板１（具体的には、基板１の第２の開口部７と対応する位置）に付着するようなこ
とはない。
【００５４】
　そして、ボール搭載用マスク１０は、この第２の開口部７の位置（マスク配設位置）に
支持部１３が位置するよう基板１に配設されるため、支持部１３が残存するフラックス９
により基板１に付着してしまうようなことはない。このため、ボール搭載用マスク１０を
基板１から円滑に取り外すことができ、またボール搭載用マスク１０が変形するようなこ
ともなく、よってはんだボール１５が所定位置から移動してしまうことを確実に防止でき
る。また、上記のようにボール搭載用マスク１０は基板１から容易に離脱するため、はん
だボール１５の基板１への搭載処理を容易に作業性良く行うことができる。
【００５５】
　更に、第２の開口部７は、素子領域Ａを個片化する際にダイシングされる基板本体２（
ウェハ）のダイシングラインに一致するよう設けられている。よって、基板１上にボール
搭載用マスク１０の支持部１３が当接する第２の開口部７を設けても、素子領域Ａが制限
されるようなこともない。この第２の開口部７は、基板本体２に多数個取り用の短冊状回
路基板等を用いる場合には、各々の個片化される切断線に沿って設けられる。
【００５６】
　ここで図４を参照し、上記したはんだボール搭載方法を用いて製造されたボール搭載基
板２０について説明する。このボール搭載基板２０は、下部にはんだボール１５Ａが形成
されると共に、上部にもはんだボール１５Ｂが形成された構成とされている。また、基板
本体２としては、いわゆるビルドアップ基板を用いた例を示している。
【００５７】
　基板本体２は、例えばプリプレグ材よりなるコア基板１７を有し、このコア基板１７に
はこれを貫通するように複数のビアプラグ２１が形成されている。また、コア基板１７の
図中下面にはビアプラグ２１に接続される配線層２４が形成され、コア基板１７の図中上
面にはビアプラグ２１に接続される配線層２５が形成されている。
【００５８】
　このコア基板１７の配線層２４が形成された側の面には、配線層２４を覆うように絶縁
層１８が形成され、コア基板１７の配線層２５が形成された側の面には、配線層２５を覆
うように絶縁層１８が形成されている。絶縁層１８の図中下面には電極３Ａが形成され、
絶縁層１８の図中上面には電極３Ｂ及び配線２６が形成されている。電極３Ａと配線層２
４との間には、絶縁層１８を貫通してビアプラグ２２が形成され、電極３Ｂと配線層２５
との間には、絶縁層１８を貫通してビアプラグ２３が形成されている。
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【００５９】
　更に、絶縁層１８の図中下面にはソルダーレジスト４Ａが形成され、このソルダーレジ
スト４Ａに形成された第１の開口部６Ａ内には、上記したはんだボール搭載方法を用いて
搭載された、電極３Ａに接合されたはんだボール１５Ａが搭載されている。また、絶縁層
１９の図中上面にはソルダーレジスト４Ｂが形成され、このソルダーレジスト４Ｂに形成
された第１の開口部６Ｂ内には、上記したはんだボール搭載方法を用いて搭載された、電
極３Ｂに接合されたはんだボール１５Ｂが搭載されている。
【００６０】
　上記構成とされたボール搭載基板２０は、はんだボール１５Ｂに図示しない半導体チッ
プがフリップチップ実装される。また、はんだボール１５Ａは、ボール搭載基板２０が実
装される実装基板にフリップチップ実装される際に用いられる。尚、基板本体２の両面に
形成されたソルダーレジスト４Ａ，４Ｂの外周位置には、ボール搭載用マスク１０を配設
するために用いた第２の開口部７が残存している。
【００６１】
　このように、本発明の適用は図１乃至図３を用いて説明したウェハ（基板本体２）に限
定されるものではなく、基板本体２としてビルドアップ基板を用いたものに対しても適用
可能である。
【００６２】
　また、はんだボール１５の配設位置は、図１乃至図３に示したように、基板本体２の片
面に限定されるものではなく、図４に示したように基板本体２の両面にはんだボール１５
を配設するものに対しても本願発明は適用可能である。
【００６３】
　また、上記のボール搭載基板２０においては、例えばコア基板１７としてはプリプレグ
材料を用いることができ、絶縁層１８，１９としてはエポキシ材料又はポリイミド材料な
どのいわゆるビルドアップ樹脂を用いることができる。また、ビアプラグ２１～２３、配
線２４～２６、及び電極３Ａ，３ＢとしてはＣｕを用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】図１は、本発明の一実施例であるはんだボール搭載方法を手順に沿って説明する
ための図である（その１）。
【図２】図２は、本発明の一実施例であるはんだボール搭載方法を手順に沿って説明する
ための図である（その２）。
【図３】図３は、本発明の一実施例であるはんだボール搭載方法を手順に沿って説明する
ための図である（その３）。
【図４】図４は、本発明の一実施例であるはんだボール搭載方法を用いて製造されたボー
ル搭載基板を示す断面図である。
【図５】図５は、第１従来例であるはんだボール搭載方法を説明するための図である（そ
の１）。
【図６】図６は、第１従来例であるはんだボール搭載方法を説明するための図である（そ
の２）。
【図７】図７は、第１従来例であるはんだボール搭載方法を説明するための図である（そ
の３）。
【図８】図８は、第２従来例であるはんだボール搭載方法を説明するための図である（そ
の１）。
【図９】図９は、第２従来例であるはんだボール搭載方法を説明するための図である（そ
の２）。
【符号の説明】
【００６５】
１　基板
２　基板本体
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３　電極
４　ソルダーレジスト
６　第１の開口部
７　第２の開口部
８　フラックス用マスク
９　フラックス
１０　ボール搭載用マスク
１１　マスク部
１２　ボール振込み開口
１３　支持部
１５　はんだボール
１７　コア基板
１８，１９　絶縁層
２０　ボール搭載基板
２１～２３　ビアプラグ
２４　配線層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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