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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線板の絶縁膜として使用されるシート材において、第１の絶縁材料からなる第１の層
と、この第１の層に積層され、温度が２３℃のときの引張破断強度が１００ＭＰａ以上で
あり、温度が２３℃のときの破断伸率が１０％以上であり、温度が－６５℃のときの引張
破断強度をａ（ＭＰａ）とし温度が１５０℃のときの引張破断強度をｂ（ＭＰａ）とする
とき比（ａ／ｂ）の値が２．５以下である第２の絶縁材料からなる第２の層と、を有し、
前記第２の層における前記第１の層に接する表面に、深さが０．１乃至１０μｍの凹部が
複数個形成されており、前記凹部は、開口部の面積が内部における前記第２の層の表面に
平行な断面の面積よりも小さいことを特徴とするシート材。
【請求項２】
　前記第２の層における前記第１の層に接していない側の表面に、深さが０．１乃至１０
μｍの凹部が複数個形成されており、前記凹部は、開口部の面積が内部における前記第２
の層の表面に平行な断面の面積よりも小さいことを特徴とする請求項１に記載のシート材
。
【請求項３】
　さらに、金属又は合金からなり前記第１の層と共に前記第２の層を挟む位置に配置され
た第３の層を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載のシート材。
【請求項４】
　前記第２の絶縁材料がポリイミドであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
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項に記載のシート材。
【請求項５】
　前記ポリイミドが多孔質ポリイミドであることを特徴とする請求項４に記載のシート材
。
【請求項６】
　前記ポリイミドがベンゾフェノン骨格を含むポリイミドであることを特徴とする請求項
４又は５に記載のシート材。
【請求項７】
　前記第２の絶縁材料が液晶ポリマーであることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載のシート材。
【請求項８】
　前記第２の絶縁材料がフッ素系ポリマーであることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載のシート材。
【請求項９】
　前記第１の絶縁材料が、所定の硬化温度範囲において硬化する熱硬化性材料であり、前
記第２の絶縁材料が、前記硬化温度範囲において軟化しない耐熱性材料であることを特徴
とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１０】
　前記第１の絶縁材料において、温度が１５０℃のときの弾性率が２．０ＧＰａ以上であ
ることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１１】
　前記第１の絶縁材料が、アラミド繊維又はフッ素系ポリマーを含有することを特徴とす
る請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１２】
　前記第２の層の凹部が、表面に凸部が形成された銅箔上に前記第２の絶縁材料を成膜し
た後、前記銅箔を除去することにより、前記凸部を前記第２の層の表面に転写させて形成
されたものであることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１３】
　前記凹部が形成されている前記第２の層の表面の十点平均粗さが０．１乃至１０μｍで
あることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１４】
　前記凹部が形成されている前記第２の層の表面の十点平均粗さが１乃至５μｍであるこ
とを特徴とする請求項１３に記載のシート材。
【請求項１５】
　前記第２の層の表面の少なくとも一部に紫外線照射処理が施されていることを特徴とす
る請求項１乃至１４のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１６】
　前記第２の層の表面の少なくとも一部にプラズマ処理が施されていることを特徴とする
請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１７】
　前記第２の層の表面の少なくとも一部にイオンビーム処理が施されていることを特徴と
する請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１８】
　前記第２の層の表面の少なくとも一部にアルカリ溶液処理が施されていることを特徴と
する請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のシート材。
【請求項１９】
　前記第１の層及び前記第２の層のうち少なくとも一方が複数層設けられており、前記第
１の層及び前記第２の層が交互に積層されていることを特徴とする請求項１乃至１８のい
ずれか１項に記載のシート材。
【請求項２０】
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　基板と、この基板上に設けられた請求項１乃至１９のいずれか１項に記載のシート材と
、を有することを特徴とする配線板。
【請求項２１】
　前記基板がプリント基板であることを特徴とする請求項２０に記載の配線板。
【請求項２２】
　前記基板が金属又は合金からなる金属基板であることを特徴とする請求項２０に記載の
配線板。
【請求項２３】
　前記基板上に、前記第１の層及び前記第２の層が順次積層されて形成されたことを特徴
とする請求項２０乃至２２のいずれか１項に記載の配線板。
【請求項２４】
　前記第１の層と前記第２の層とが相互に積層されてシート材が形成された後、このシー
ト材が前記基板に被着されて形成されたことを特徴とする請求項２０乃至２２のいずれか
１項に記載の配線板。
【請求項２５】
　請求項１乃至１９のいずれか１項に記載のシート材を有し、金属板上に前記シート材を
形成した後、前記金属板を除去することにより形成されたことを特徴とする配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特性が相互に異なる２種類の層を積層して形成されるシート材及びこのシー
ト材を使用する配線板に関し、特に、ビルドアップ配線板等の半導体パッケージの配線板
に使用でき、耐クラック性が高く信頼性が優れるシート材及び配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時の携帯機器の小型化及び多機能化、並びにインターネット通信システムの高度化に
伴い、これらの用途に使用される半導体素子は益々端子数が増加し、端子間ピッチが狭く
なっている。これに伴い、半導体パッケージにおいて半導体素子を搭載する配線板におい
ても、従来以上に高密度化及び微細配線化が求められるようになっている。
【０００３】
　このような高密度で微細な配線をもつ配線板として、ベースコア基板の外層に配線が高
密度に形成されたビルトアップ配線層を設けたビルドアッププリント配線板がある。
【０００４】
　図６は従来のビルトアッププリント配線板を示す断面図である。図６に示すように、こ
の従来のビルトアッププリント配線板においては、ガラスエポキシからなるベースコア基
板７３が設けられており、このベースコア基板７３にはドリルにより貫通スルーホール７
１が形成されている。貫通スルーホール７１の直径は例えば約３００μｍである。そして
、ベースコア基板７３の両面には導体配線７２が形成されており、この導体配線７２を覆
うように層間絶縁膜７５が設けられている。層間絶縁膜７５には、導体配線７２に接続す
るようにビアホール７４が形成されており、層間絶縁膜７５の表面には、ビアホール７４
を介して導体配線７２に接続するように導体配線７６が設けられている。なお、必要に応
じて、導体配線７６上に更にビアホールが形成された層間絶縁膜及び導体配線を繰返し設
けることにより、配線板を多層配線化することもある。
【０００５】
　また、動作速度をより一層向上させた配線板として、コア基板がない薄型且つ高密度の
配線板が提案されている。これは、金属板等の支持体上に配線及び絶縁膜からなる配線層
を形成し、その後支持体を除去することにより前記配線層自体を配線板としたものである
（例えば、特開２００１－１７７０１０号公報、特開２００２－８３８９３号公報及び特
開２００２－１９８４６２号公報参照。）。この配線板は、通常のビルドアッププリント
配線板におけるコア基板を除去してビルドアップ層のみを独立させた配線板であり、究極
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の薄型配線板といえる。
【０００６】
　この配線板においては、貫通スルーホールが全く存在していないため、配線を貫通スル
ーホールに接続するためのランド部を設ける必要がない。このため、インピーダンスの制
御が容易であると共に、ループインダクタンスが小さく、配線板全体の動作速度が高い。
従って、この配線板を使用すれば、高速配線設計を行うことができる。また、支持体とし
て、平坦性が優れ、弾性率が大きく、耐熱性が優れた金属板を使用しているため、高温プ
ロセスを使用して、形状安定性が高く高密度且つ微細な配線パターンを形成することがで
きる。
【０００７】
　配線板は、主に、電気的接続のための金属配線と、この金属配線間を絶縁する絶縁膜と
から構成されているが、ビルドアップ基板等の高密度で微細な配線を有する配線板の絶縁
膜に使用される絶縁材料として、従来、以下に示す材料が使用されている。
【０００８】
　セミアディティブ法又はアディティブ法により作製される配線板、即ち、無電解めっき
法及び／又は電解めっき法により金属配線が形成される配線板の絶縁膜には、エポキシ樹
脂等の熱硬化性樹脂からなる絶縁材料が使用されている。この絶縁材料は半硬化状態で基
板上に積層され、積層後に加熱硬化され絶縁膜となる。その後、ドリル又はレーザーによ
ってビアが作製された後、デスミア等の処理が施され、無電解めっき法及び／又は電気め
っき法により金属配線が形成される。
【０００９】
　また、サブトラクティブ法により作製される配線板、即ち、銅箔をエッチングして金属
配線が形成される配線板の絶縁膜にも、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂からなる絶縁材料
が使用されている。このサブトラクティブ法においては、銅箔上に絶縁材料を塗布して半
硬化状態としたＲＣＣ（樹脂付き銅箔）を作製し、このＲＣＣを基板上に半硬化状態で積
層し、熱硬化させた後、ビアを形成し、その後、銅箔層を部分的にエッチングして除去す
ることにより配線パターンを形成する。
【００１０】
　更に、絶縁材料として、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂に無機フィラーを含有させた材
料、及びガラスクロス等を基材としこの基材にエポキシ樹脂等の樹脂材料を含浸させたガ
ラス－エポキシ複合材料も検討されている。
【００１１】
　更にまた、配線板の絶縁膜として、複数の層からなる積層体も開示されている。例えば
、ポリイミドフィルムの少なくとも一方の面に導体層を設け、他方の面にエポキシ樹脂か
らなる接着層を設ける技術が開示されている。（例えば、特開２００２－１２４７５１号
公報参照。）。即ち、この技術においては、絶縁膜として、ポリイミド層及びエポキシ層
からなる積層体を使用する。
【００１２】
　しかしながら、上述の従来の技術には以下に示すような問題点がある。通常、半導体パ
ッケージは、配線板にシリコン等の半導体材料からなる半導体素子を搭載して形成される
。そして、この半導体素子は、動作時には発熱して温度が上昇し、停止時には発熱が停止
して温度が低下する。配線板の絶縁材料として有機材料を使用する場合、一般に有機材料
の熱膨張係数は数十ｐｐｍ／℃であり、シリコン（Ｓｉ）の熱膨張係数（約４ｐｐｍ／℃
）よりもかなり大きい。このため、半導体素子の動作に伴って、半導体素子と配線板との
間に、熱膨張係数の差に起因する熱応力が発生する。そして、半導体素子が動作及び停止
を繰返すことにより、配線板に繰返し熱応力が印加される。この結果、この熱応力により
、配線板の絶縁層にクラックが発生する。また、この半導体パッケージを自動車搭載用部
品等として使用する場合には、使用環境の温度変化が大きいため、半導体素子の動作に伴
う温度変化に使用環境の温度変化が加算され、熱応力がより一層大きくなり、クラックが
より発生しやすくなる。
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【００１３】
　特に、熱硬化性樹脂は破断伸率が数％以下と小さいため、熱硬化性樹脂からなる絶縁膜
は熱応力によるクラックが発生しやすい。熱硬化性樹脂のなかでもエポキシ樹脂からなる
絶縁膜は、発生したクラックが成長しやすく、金属配線を切断してしまう。これにより、
配線が断線し、半導体パッケージがオープン状態となる。また、この熱応力により、配線
板におけるＢＧＡ及びＦＣ接続用のランド部と半田ボールとの接合界面が破壊されるとい
う問題も生じる。この結果、このような金属配線の切断及びランド部の破壊等により、配
線板上の半導体素子が正常に機能しないという問題が生じる。
【００１４】
　また、エポキシ樹脂のみにより絶縁膜を形成する場合、エポキシ樹脂は伸びが小さく脆
いため、エポキシ層単体の取り扱いが難しい。このため、一般に、ＰＥＴ（ポリエチレン
テレフタレート）を支持基体としてこの上にエポキシ樹脂からなるフィルムを形成し、絶
縁膜として使用する際にこの支持基体をエポキシ樹脂フィルムから剥がしている。このた
め、配線板を形成する際に、このエポキシ樹脂フィルムから支持基体を剥がす工程が必要
になるという問題がある。
【００１５】
　更に、熱硬化性樹脂に無機フィラーを含有させた絶縁材料については、無機材料は一般
に熱膨張係数が小さいため、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂に無機フィラーを入れること
により熱膨張係数を下げ、半導体素子の熱膨張係数に近づけることによって、熱応力を低
減することができる。しかしながら、無機フィラーを含有させることにより、絶縁材料全
体の破断伸率及び破断強度が低下するため、やはり十分な耐クラック性は得られない。
【００１６】
　更にまた、ガラスクロス材にエポキシ樹脂を含浸させた絶縁材料においては、高強度な
ガラスクロスにより応力は吸収されるものの織り布の構造からガラス繊維のない部分が必
然的に生じることとなり、この部分でクラックが発生し、配線の破断が生じる。また、配
線板にビアを形成する方法としては、光による方法（フォトビア）及びレーザーによる方
法が一般的であるが、配線板にガラス繊維が含まれていると光によるビア形成は不可能で
あり、また、レーザーによるビア形成についても、ガラスの融点は有機材料の融点と比べ
て著しく高いため、レーザーによる加工性が悪く、得られるビアも直径が１００μｍ以上
と大きいものになってしまう。このため、この絶縁材料を、微細配線及び微細ビアが必要
とされる高密度基板に使用することは困難である。また、無機材料であるガラスクロス材
は有機材料であるエポキシ樹脂との間の密着性が低く、ガラスクロス材とエポキシ樹脂と
の界面を通してマイグレーションが生じ易い。更に、ガラスクロス材はエポキシ樹脂と比
べて比重が大きいため、携帯機器等、軽量化が要求される機器の配線板としては不向きで
ある。
【００１７】
　更に、特開２００２－１２４７５１号公報に開示されているポリイミドフィルムにエポ
キシ樹脂等からなる接着層を積層した積層体を用いた場合には、ポリイミドフィルムの線
膨張係数を小さくすることにより、配線板の作製時及び試験初期におけるクラックの発生
を防止する効果がある程度得られるが、所定の温度における引張破断強度等を適切に制御
していないため、配線板に繰返し熱応力が印加されると、その機械的特性が次第に劣化し
、クラックが発生してしまうという問題点がある。このため、この配線板では、長期間に
渡る信頼性が得られない。
【００１８】
　半導体素子の高速化及び高集積化に伴う大型化、多ピン化及び狭ピッチ化は、今後も急
速に進んでいくと予想され、これら半導体素子を搭載する配線板においては、より一層の
高密度化及び微細配線化が必要とされ、絶縁膜に生じるクラックの問題は今後更に顕著に
なっていくものと予想される。特に、前述の特開２００１－１７７０１０号公報、特開２
００２－８３８９３号公報及び特開２００２－１９８４６２号公報に開示されたコア基板
を設けない多層配線板においては、発生した応力を吸収するコア基板がないため、熱応力
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に伴うクラックに起因する金属配線の断線は、特に深刻な問題となる。
【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、半導体パッケージに使用される
ビルドアップ配線板等の配線板の絶縁膜として好適なシート材及びこのシート材を使用す
る配線板において、耐クラック性が優れると共に基板又は下層のシート材との間の密着性
が高く、信頼性が優れたシート材及び配線板を提供することを目的とする。
【発明の概要】
【００２０】
　本発明に係るシート材は、配線板の絶縁膜として使用されるシート材において、第１の
絶縁材料からなる第１の層と、この第１の層に積層され、温度が２３℃のときの引張破断
強度が１００ＭＰａ以上であり、温度が２３℃のときの破断伸率が１０％以上であり、温
度が－６５℃のときの引張破断強度をａ（ＭＰａ）とし温度が１５０℃のときの引張破断
強度をｂ（ＭＰａ）とするとき比（ａ／ｂ）の値が２．５以下である第２の絶縁材料から
なる第２の層と、を有し、前記第２の層における前記第１の層に接する表面に、深さが０
．１乃至１０μｍの凹部が複数個形成されており、前記凹部は、開口部の面積が内部にお
ける前記第２の層の表面に平行な断面の面積よりも小さいことを特徴とする。
【００２１】
　本発明においては、第２の層を、温度が２３℃のときの引張破断強度が１００ＭＰａ以
上であり、温度が２３℃のときの破断伸率が１０％以上である第２の絶縁材料により形成
することにより、仮に第１の層において熱応力によりクラックが発生しても、このクラッ
クの進行を第２の層で停止させることができる。このため、シート材全体がクラックによ
り破断することがなく、耐クラック性が優れている。また、前記比（ａ／ｂ）の値を２．
５以下とすることにより、高温時と低温時の機械的特性の変動が小さくなり、長期間にわ
たって繰返し熱応力が印加されても、耐クラック性が低下することを防止できる。従って
、本発明のシート材は信頼性が優れている。更に、本発明においては、ガラス－エポキシ
複合材料等の複合材料を使用する必要がないため、ビアの加工性が良好で微細なビアを形
成することができる。また、マイグレーションが生じ難く、比重が増大することがない。
更にまた、このシート材が積層される基板又は下層のシート材に合わせて、第１の絶縁材
料を適切に選択することにより、基板又は下層のシート材との間の密着性を確保すること
ができる。
【００２２】
　また、前記第２の層における前記第１の層に接する表面に、深さが０．１乃至１０μｍ
の凹部が複数個形成されており、前記凹部は、開口部の面積が内部における前記第２の層
の表面に平行な断面の面積よりも小さいことが好ましい。これにより、前記凹部に前記第
１の絶縁材料が浸入して固化して凸部となり、この凸部が第１の層と第２の層との間のア
ンカーとして機能し、第１の層と第２の層との間の密着性を向上させることができる。
【００２３】
　また、本発明に係るシート材は、さらに、金属又は合金からなり前記第１の層と共に前
記第２の層を挟む位置に配置された第３の層と、を有していてもよい。この第３の層をエ
ッチングして選択的に除去することにより、容易に配線を形成することができる。
【００２４】
　また、前記第２の絶縁材料はポリイミドであってもよく、この場合、多孔質ポリイミド
であってもよい。ポリイミドを多孔質のポリイミドとすることにより、第２の絶縁材料の
誘電率及び誘電損失が低くなり、高周波領域でも使用可能なシート材を得ることができる
。
【００２５】
　更に、ポリイミドがベンゾフェノン骨格を含むポリイミドであることがより好ましい。
これにより、ベンゾフェノン基が極性基であるカルボニル基を有するため、このシート材
を使用して配線板を製造する際に、銅等の金属により形成される配線との接着性が大きく
改善される。
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【００２６】
　又は、前記第２の絶縁材料が液晶ポリマーであってもよく、フッ素系ポリマーであって
もよい。また、これらの材料は多孔質体であってもよい。
【００２７】
　更にまた、前記第１の絶縁材料が、所定の硬化温度範囲において硬化する熱硬化性材料
であり、前記第２の絶縁材料が、前記硬化温度範囲において軟化しない耐熱性材料である
ことが好ましい。第１の層を熱硬化性材料により形成することにより、本発明に係るシー
ト材を基板上又は他のシート材上に積層する場合に、第１の層はこの基板又は他のシート
材との間の接着層として機能し、良好な密着性を実現することができる。また、熱硬化性
材料は、熱硬化前には軟質であるため、第１の層を積層する際に、基板上又は他のシート
材上に設けられた配線を埋め込むことができ、その後、加熱して硬化させることにより、
第１の層の形状を配線を埋め込んだ形状のまま固定することができる。更に、第１の層の
形状を固定し、その上に配線を形成し、この配線に半田接合を行う際に、半田接合に伴う
熱により、第１の層が軟化することがない。即ち、半田耐性が優れる。
【００２８】
　更にまた、前記第１の絶縁材料において、温度が１５０℃のときの弾性率が２．０ＧＰ
ａ以上であることが好ましい。これにより、本発明のシート材を使用した配線板に半田ボ
ール又はワイヤボンディング等を接続する際に、第１の絶縁材料の剛性が確保され、半田
ボール又はワイヤボンディング等を確実に接続することができる。
【００２９】
　更にまた、前記第１の絶縁材料が、アラミド繊維又はフッ素系ポリマーを含有すること
が好ましい。これにより、耐クラック性をより一層向上させることができる。
【００３０】
　このとき、前記第２の層の凹部が、表面に凸部が形成された銅箔上に前記第２の絶縁材
料を成膜した後、前記銅箔を除去することにより、前記凸部を前記第２の層の表面に転写
させて形成されたものであることが好ましい。この方法により、前記凹部が形成された第
２の層を容易に得ることができる。
【００３１】
　また、前記凹部が形成されている前記第２の層の表面の十点平均粗さが０．１乃至１０
μｍであることが好ましく、１乃至５μｍであることがより好ましい。なお、「十点平均
粗さ」については、ＪＩＳ Ｂ０６０１においてその内容が定義されている。
【００３２】
　本発明に係る配線板は、基板と、この基板上に設けられた前記シート材と、を有するこ
とを特徴とする。なお、前記基板はプリント基板であってもよく、金属又は合金からなる
金属基板であってもよい。これにより、ビルドアップ配線板を形成することができる。
【００３３】
　本発明に係る他の配線板は、前記シート材を有し、金属板上に前記シート材を形成した
後、前記金属板を除去することにより形成されたことを特徴とする。これにより、コア基
板を設けない薄型の配線板を得ることができる。
【００３４】
　このように、本発明によれば、第１の層と、高強度材料からなる第２の層とを重ね合わ
せることにより、耐クラック性が優れると共に信頼性が優れる配線板用のシート材を得る
ことができる。このシート材及び配線板は、半導体パッケージの配線板、例えばビルドア
ップ配線板等に好適に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るシート材を示す断面図である。
【図２】本実施形態に係る配線板を示す断面図である。
【図３】本発明の第３の実施形態における接着層と高強度層との界面を示す断面図である
。
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【図４】（ａ）乃至（ｇ）は各実施形態に係る配線板の製造方法をその工程順に示す断面
図である。
【図５】シート材におけるポリイミド層とエポキシ樹脂層との界面を示す図面代用写真で
ある（光学顕微鏡写真、倍率２０００倍）。
【図６】は、従来のビルトアッププリント配線板を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して具体的に説明する。先ず、本発
明の第１の実施形態について説明する。図１は本実施形態に係るシート材を示す断面図で
あり、図２は本実施形態に係る配線板を示す断面図である。本実施形態に係るシート材１
は、フィルム状又はシート状の材料であり、配線板の絶縁膜として使用されるものである
。図１に示すように、シート材１においては、第１の層としての接着層２が設けられ、こ
の接着層２に、第２の層としての高強度層３が積層されている。第１の層（接着層２）は
シート材１とこのシート材１が積層される基板又は下層のシート材との間の密着性を担保
する層であるため、以下「接着層」と記載する。この接着層２は、例えば熱硬化性樹脂又
は熱可塑性樹脂により形成することができる。特に、接着層２を熱硬化性樹脂により形成
すれば、積層時には軟質であるため、基板上又は他のシート材上に配置された配線を埋め
込むことができ、その後熱硬化させることにより、半田接合時に必要な耐熱性を確保する
ことができる。一方、第２の層（高強度層３）は、シート材１に要求される機械的特性を
担保する層であるため、以下「高強度層」と記載する。
【００３７】
　シート材１の厚さは、このシート材１が使用される配線板に要求される強度及びこの配
線板におけるシート材の積層数によって異なるため、特に限定されないが、例えば１乃至
１００μｍであり、望ましくは１０乃至５０μｍである。また、接着層２の膜厚は例えば
５乃至９９μｍであり、高強度層３の膜厚は例えば１乃至９５μｍである。
【００３８】
　接着層２は、所定の硬化温度範囲に加熱することにより硬化する熱硬化性材料から形成
されている。熱硬化性材料には、耐熱性が高く、誘電率が低く、強度が高い樹脂を使用す
ることが好ましい。本実施形態においては、このような熱硬化性材料として、エポキシ樹
脂が使用されている。なお、エポキシ樹脂の熱硬化温度は１００乃至２００℃程度である
。
【００３９】
　なお、接着層２を形成する熱硬化性材料は、温度１５０℃のときの弾性率が２．０ＧＰ
ａ以上である。シート材１により形成される配線板に半導体素子を搭載する場合には、配
線板に半田ボール、金バンプ又は金ワイヤーボンド等を接続するが、このとき、半田の溶
融温度又は超音波印加時の金属の軟化温度において接続を行う。従って、高温雰囲気中に
おいて、接着層２の弾性率が低いと、配線板の剛性が不足し、確実に接続できないことが
ある。従って、熱硬化材料は、温度が１５０℃のときの弾性率が２．０ＧＰａ以上である
ことが望ましい。
【００４０】
　接着層２は、シート材１を基板（図示せず）に被着させる場合には、この基板との間の
接着層として機能し、シート材１を複数層積層させる場合又は他のシート材上にシート材
１を積層する場合には、下層のシート材との間の接着層として機能する。また、接着層２
は、熱硬化前には軟質であり容易に変形するため、基板上又は下層のシート材上に形成さ
れた配線を埋め込む機能を持つ。そして、配線を埋め込んだ後、硬化させることにより、
接着層２の形状が固定され、シート材１が基板又は下層のシート材に接着される。
【００４１】
　高強度層３は、耐熱性及び強度が優れた高強度材料により形成する。この高強度材料は
、接着層２を形成するエポキシ樹脂の熱硬化温度範囲において軟化・変形せず、引張破断
強度が硬化後のエポキシ樹脂の引張破断強度よりも高く、温度が２３℃のときの引張破断
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強度が１００ＭＰａ以上、望ましくは２００ＭＰａ以上、より望ましくは３００ＭＰａ以
上であり、破断伸率が１０％以上、望ましくは２０％以上、さらに望ましくは５０％以上
である。また、温度が－６５℃のときの破断強度をａ（ＭＰａ）とし、温度が１５０℃の
ときの破断強度をｂ（ＭＰａ）とするとき、比（ａ／ｂ）の値は２．５以下であり、例え
ば０．４以上である。本実施形態においては、高強度層３を形成する高強度材料としてポ
リイミドを使用する。本実施形態において使用するポリイミドは、全芳香族ポリイミド又
は熱可塑性ポリイミドであり、またベンゾフェノン骨格を含むポリイミドである。
【００４２】
　次に、本実施形態に係る配線板について説明する。図２に示すように、本実施形態に係
る配線板４においては、プリント基板５が設けられている。プリント基板５は、例えば、
ＦＲ－４等のガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸させた材料を構成材料とする基板である
。プリント基板５は、前述のガラスクロス－エポキシ複合材料等の絶縁材料からなる単層
構造の基板であってもよく、この絶縁材料からなる層が複数層積層された多層構造の基板
であってもよい。また、基板の表面に配線（外層配線）が形成されていてもよい。更に、
プリント基板５が多層構造の基板である場合は、層間に配線（内層配線）が形成されてい
てもよい。そして、このプリント基板５上に、シート材１が２層積層されている。プリン
ト基板５の表面には配線６ａが形成されており、下層のシート材１の表面には配線６ｂが
形成されており、上層のシート材１の表面には配線６ｃが形成されている。配線６ａは下
層のシート材１の接着層２に埋め込まれており、配線６ｂは上層のシート材１の接着層２
に埋め込まれている。また、シート材１中にはビア７が形成されており、このビア７を介
して、配線６ａが配線６ｂに接続され、配線６ｂが配線６ｃに接続されている。本実施形
態に係る配線板４は、例えばビルトアップ配線板であり、半導体素子（図示せず）を搭載
して半導体パッケージを形成するものである。
【００４３】
　配線板４は、接着層２と高強度層３とを相互に貼り合わせた後、プリント基板５に貼付
することにより作製される。又は、高強度層３上に未硬化のエポキシ樹脂を塗布して半硬
化状態の接着層２とし、これをプリント基板５上に配置した後、接着層２を硬化させても
よい。又は、プリント基板５上に未硬化のエポキシ樹脂を塗布し、硬化させて接着層２を
形成し、その後、この接着層２上に高強度層３を形成してもよい。
【００４４】
　以下、本発明の各構成要件における数値限定理由について説明する。
　温度が２３℃のときの第２の層の引張破断強度：１００ＭＰａ以上
　第２の層（高強度層３）の破断強度が１００ＭＰａ未満であると、シート材に必要とさ
れる機械的特性が確保できない。従って、温度が２３℃のときの第２の層の破断強度は１
００ＭＰａ以上とする。
【００４５】
　第２の層において、温度が－６５℃のときの破断強度をａ（ＭＰａ）、温度が１５０℃
のときの破断強度をｂ（ＭＰａ）とするとき、比（ａ／ｂ）の値：２．５以下
　前記比（ａ／ｂ）の値が２．５を超えると、シート材の温度が上昇して高温（１５０℃
）になったときの破断強度の低下が著しくなる。このため、低温（－６５℃）及び常温（
２３℃）において、シート材が十分な強度を有していたとしても、低温時と高温時での強
度の変動が大きくなり、繰返し印加される熱応力に耐えられず、シート材にクラックが発
生する可能性が高くなる。従って、比（ａ／ｂ）の値は２．５以下とする。一方、比（ａ
／ｂ）の値の下限値については特に限定されないが、上限値（２．５）の逆数である０．
４以上であれば、クラックの発生を抑えることができると考えられる。但し、現時点では
比（ａ／ｂ）の値が１．０未満になる樹脂材料は存在しておらず、実験での確認はできて
いない。理想的には、温度が－６５℃の場合と１５０℃の場合とで物性が全く変化しない
材料、即ち、比（ａ／ｂ）の値が１．０となる材料により基体絶縁膜を形成すれば、温度
変化による物性の変化がなく、ヒートサイクルの影響を全く受けないことになるので、最
高の信頼性を得ることができる。
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【００４６】
　温度が２３℃のときの第２の層の破断伸率：１０％以上
　第２の層（高強度層３）の破断伸率が１０％未満であると、シート材に必要とされる機
械的特性が確保できない。従って、温度が２３℃のときの第２の層の破断伸率は１０％以
上とする。
【００４７】
　温度が１５０℃のときの第２の層の弾性率：２．０ＧＰａ以上
　前記弾性率を２．０ＧＰａ以上とすることにより、高温におけるシート材の剛性が確保
され、シート材が、このシート材に加わる応力に対して過剰に変形することを防止できる
ため、配線板に取り付けた半田ボールが破損することを防止できる。従って、温度が１５
０℃のときの第２の層の弾性率は２．０ＧＰａ以上であることが好ましい。
【００４８】
　上述の如く構成された本実施形態のシート材及び配線板においては、フィルム状又はシ
ート状のシート材１を、エポキシ樹脂からなる接着層２と、高強度層３とを積層して形成
している。そして、高強度層３を温度が２３℃のときの引張破断強度が１００ＭＰａ以上
であり、破断伸率が１０％以上であるポリイミドにより形成している。これにより、仮に
接着層２においてクラックが発生した場合においても、このクラックの進行が高強度層３
で止められるため、クラックの進行による金属配線の断線、バンプの破壊等という重大事
態にまで至ることがない。
【００４９】
　また、高強度層３において、温度が－６５℃のときの破断強度をａ（ＭＰａ）とし、温
度が１５０℃のときの破断強度をｂ（ＭＰａ）とするとき、比（ａ／ｂ）の値は２．５以
下である。これは温度差による機械的特性の差が小さいことを示し、これにより、熱応力
に対する耐久性が高く、繰返し印加される熱応力によってクラックが発生及び伝播するこ
とを確実に防止できる。この結果、配線板４は長期間にわたって高い信頼性を維持するこ
とができる。このように、本実施形態に係るシート材及び配線板は、耐クラック性及び信
頼性が優れている。
【００５０】
　更に、ポリイミドはエポキシ樹脂と比べて誘電率及び誘電損失が低いため、本実施形態
のように、積層板の一部にポリイミドを使用することにより、配線に伝送させる信号の周
波数領域が高周波領域であっても問題なく使用できる高周波対応の配線板を得ることがで
きる。また、ポリイミドが多孔質のポリイミドである場合には、絶縁層が更に低誘電率及
び低誘電損失になり、更に高周波領域でも使用可能な配線板を得ることができる。
【００５１】
　更にまた、一般にポリイミドは、化学的安定性が高いため、耐熱性及び耐溶剤性が高い
反面、銅等の金属からなる金属配線との接着性が不十分である。しかしながら、本実施形
態においては、ポリイミドがベンゾフェノン骨格を含むため、ベンゾフェノン基が極性基
であるカルボニル基を有する。これにより、金属配線との接着性が改善されている。
【００５２】
　更にまた、シート材１を形成する際に、高強度層３が接着層２の支持基体を兼ねるため
、シート材をエポキシ樹脂のみにより構成する場合と異なり、接着層２の硬化後に支持基
体を接着層２から剥がす工程が不要になる。
【００５３】
　なお、接着層２と高強度層３との界面は、必ずしも明確に存在する必要はない。即ち、
シート材１は、接着層２と高強度層３との間で組成が連続的に変化している傾斜材料等で
あってもよい。また、本実施形態においては、基板としてプリント基板５を使用したが、
基板として、金属又は合金からなる金属基板を使用してもよく、例えば、銅又は銅合金か
らなる板状の基板を使用してもよい。これにより、例えば、本実施形態の配線板をＧａＡ
ｓ系ＬＳＩパッケージに使用する場合に、放熱性を向上させることができる。また、基板
として、プリント基板５の代わりに、セラミック基板を使用してもよい。
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【００５４】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係るシート材において
は、前述の第１の実施形態と比較して、高強度層における接着層の反対側の面に銅からな
るフィルム（銅箔）が形成されている。即ち、本実施形態に係るシート材は、片面銅張ポ
リイミドフィルムにエポキシ樹脂層を貼り合わせたものである。本実施形態のシート材に
おける上記以外の構成は、前述の第１の実施形態に係るシート材と同様である。なお、片
面銅張ポリイミドフィルムは、銅箔が直接ポリイミドフィルムに積層されたフィルム、所
謂２層ＣＣＬ（Copper Clad Laminate）であってもよく、銅箔が接着層を介してポリイミ
ドフィルムに積層されたフィルム、所謂３層ＣＣｌであってもよい。
【００５５】
　上述の如く構成された本実施形態のシート材及び配線板においては、高強度層の片面に
銅箔が設けられているため、このシート材を使用して配線板を作製する際に、サブトラク
ティブ法により配線を形成することができる。即ち、銅箔をエッチングして選択的に除去
することにより、容易に配線パターンを形成することができる。
【００５６】
　また、高強度層の片面に銅箔を設けることにより、高強度層から銅箔をエッチングして
除去した後に、高強度層の表面に銅箔マット面が写し込まれた凹部が形成される。この凹
部の深さは０．１乃至１０μｍである。そして、この凹部にＰｄ等の触媒を付着させるこ
とができるため、この触媒により高強度層の表面に無電解めっきを施すことが可能になる
。この結果、アディティブ法及びセミアディティブ法により配線板を製造することが可能
になる。
【００５７】
　更に、高強度材料は反応性が乏しいものが多く、前述の第１の実施形態に係るシート材
１（図１参照）を複数層積層するか、又はこのシート材１の上に他のシート材を積層して
多層配線板を作製する場合、その積層界面において密着性が不十分となる場合がある。ま
た、金属配線との密着性が不十分となる場合もある。これに対して、本実施形態によれば
、高強度層の表面に微細な凹部を形成することにより、この凹部に上層のシート材又は金
属配線の一部が流入して凸部を形成し、この凸部のアンカー効果により、上層のシート材
又は金属配線との密着性を改善することができる。なお、凹部の深さが０．１μｍ未満で
あると、触媒を付着させる効果が不十分になると共に、アンカー効果が不十分となる。一
方、凹部の深さが１０μｍを超えると、高強度層を薄膜化した際に、高強度層の強度が低
下するため、シート材の強度を確保できなくなる場合がある。従って、凹部の深さは０．
１乃至１０μｍであることが好ましい。本実施形態に係る上記以外の効果は、前述の第１
の実施形態と同様である。
【００５８】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。図３は、本実施形態における接着層
と高強度層との界面を示す断面図である。図３に示すように、本実施形態においては、高
強度層３ａにおける接着層２ａ側の面に微細な凹部９が形成されている。この凹部９の深
さは０．１乃至１０μｍであり、開口部の面積が内部における高強度層３ａの表面に平行
な断面の面積よりも小さくなっており、「蛸壺」状の形状を持っている。なお、高強度層
３ａにおける接着層２ａ側の面の十点平均粗さは１乃至５μｍである。そして、この凹部
９内に接着層２ａを形成するエポキシ樹脂が入り込んでいる。
【００５９】
　本実施形態に係るシート材の製造方法について説明する。先ず、少なくとも片面がマッ
ト面となっており、表面に凸部が形成された銅箔を作製する。この凸部は、例えば、銅箔
の表面において銅を再結晶させて形成する。そして、この銅箔の表面に液状のポリイミド
を塗布し、硬化させる。これにより、片面銅張ポリイミドフィルムを作製する。そして、
この片面銅張ポリイミドフィルムからウエットエッチング等の手段により銅箔を除去する
。これにより、銅箔のマット面をポリイミドフィルムの片面に写し込むことができ、表面
に凹部９が形成された高強度層３ａを形成することができる。次に、高強度層３ａ上に液



(12) JP 4389788 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

体状態のエポキシ樹脂を塗布する。このとき、エポキシ樹脂は凹部９内に浸入する。次に
、エポキシ樹脂を加熱して熱硬化させる。これにより、本実施形態に係るシート材を製造
することができる。本実施形態に係る上記以外の構成は、前述の第１の実施形態と同様で
ある。
【００６０】
　前述の如く、一般に、ポリイミド等の強度が高い樹脂は、化学的安定性が高く、接着層
との間の密着性が不十分となることがある。これに対して、上述の如く構成された本実施
形態のシート材及び配線板においては、高強度層における接着層側の表面に微細な凹部が
形成され、この凹部内に接着層を形成する樹脂が入り込んで凸部を形成しているため、こ
の凸部によるアンカー効果が得られ、高強度層と接着層との密着性が良好である。これに
より、本実施形態のシート材及び配線板において、良好な信頼性が得られる。また、高強
度層における配線側の表面に凹部が形成されていると、表皮効果により高周波伝送時の特
性がやや低下することになるが、配線側に凹部がない場合にはこのような問題がない。本
実施形態における上記以外の効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００６１】
　なお、本第３の実施形態は、前述の第２の実施形態と組み合わせて実施することもでき
る。即ち、両面銅張ポリイミドフィルムを使用して、高強度層の両面に微細な凹部を形成
してもよい。これにより、前述の接着層側の表面のみに凹部を形成した場合と比較して、
高周波伝送時の特性はやや劣化するものの、高強度層と接着層との間の密着性並びに高強
度層と他のシート材及び配線との密着性を向上させると共に、サブトラクティブ法、アデ
ィティブ法又はセミアディティブ法により、容易に配線を形成することが可能なシート材
を得ることができる。また、前述の第２及び第３の実施形態においては、銅張ポリイミド
フィルムから銅箔を除去することにより、銅箔のマット面を転写して、高強度層の表面に
凹部を形成したが、本発明はこれに限定されず、他の方法により凹部を形成してもよい。
【００６２】
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態においては、ポリイミド
からなる高強度層の表面に表面処理が施されている。この場合、高強度層における接着層
と接する側の面に表面処理が施されている場合と、金属配線と接する側の面に表面処理が
施されている場合とがある。表面処理としては種々の処理があるが、例えば、紫外線照射
処理、プラズマ処理、イオンビーム処理、アルカリ処理等がある。
【００６３】
　紫外線照射処理においては、紫外線の波長は特に制限されないが、特に、波長が３００
ｎｍ以下の短波長の紫外線を照射することにより、高強度層と接着層、他のシート材又は
配線との間の密着性が大きく改善される。このような紫外線光源としては、ＵＶランプ及
びエキシマランプ等がある。エキシマランプの例としてウシオ電機製エキシマＶＵＶ洗浄
装置を挙げることができる。この光源は型式により、１２６ｎｍ、１４６ｎｍ、１７２ｎ
ｍ、２２２ｎｍ、３０８ｎｍの単波長に近い紫外線を照射することができる。なお、この
ような紫外線を照射することにより密着性が向上する原因として、表面の有機付着物の分
解による清浄化、材料表面の化学反応等が考えられるが詳細は明らかではない。
【００６４】
　プラズマ処理としては、プラズマ装置に酸素、窒素又はフッ化水素等の気体を導入した
後、この気体をプラズマ化し、高強度層に対してエッチング等の表面処理を行う。特に、
高強度材料がポリイミドの場合に著しい効果が認められる。なお、プラズマ処理時に導入
する気体は、酸素、窒素及びフッ化水素に限定されない。
【００６５】
　イオンビーム処理においては、イオンビームを加速して高強度層の表面に照射する。こ
れにより、特に、後述するように高強度層がフッ素系ポリマーからなる場合に、配線との
間で良好な密着性が得られる。
【００６６】
　アルカリ処理としては、ＫＯＨ、ＮａＯＨ等の水溶液による表面処理がある。特に高強
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度材料がポリイミドである場合には、高強度層に強アルカリ溶液を接触させることにより
、ポリイミドのイミド環が開環し、カルボキシル基及びアミド基が生成する。これらの基
は反応性が高いため、高強度層と接着層、他のシート材又は配線との間で、高い密着性が
得られる。
【００６７】
　このように、本実施形態においては、高強度層の表面に表面処理を施すことにより、高
強度層と接着層との間、高強度層と他のシート材との間、及び高強度層と金属配線との間
の密着性を向上させることができる。これにより、熱サイクル試験の他、ＴＨＢ（steady
-state Temperature Humidity Bias life test）及びＨＡＳＴ（Highly Accelerated Tem
perature and Humidity Stress Test）等の信頼性試験の評価結果も向上する。また、高
強度層の表面に表面処理を施す場合は、この表面に形成される凹凸が分子レベルか又はそ
れに近いほど小さいため、高強度層における金属配線側の表面に形成される凹凸の存在が
、高速伝送においてまったく問題にならないという利点がある。本実施形態に係る上記以
外の効果は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００６８】
　なお、本実施形態における表面処理は、上述の処理のいずれか１の処理を行ってもよく
、複数の処理を順次施すこともできる。
【００６９】
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。本実施形態においては、高強度層を
液晶ポリマーにより形成する。液晶ポリマーとしては、アゾメチン系、アゾ系、エステル
系、スチルベン系、ビフェニル系、ターフェニル系、トラン系、シクロヘキサン系、ピリ
ミジン系、フルオレン系等のメソゲン基（剛直基）を有する液晶ポリマーがある。これら
のメソゲン基は、ポリマーの側鎖に存在してもよいが主鎖に存在することが望ましい。な
お、これらの液晶ポリマーは多孔質体であってもよい。本実施形態に係る上記以外の構成
は、前述の第１の実施形態と同様である。
【００７０】
　上述の如く構成された本実施形態のシート材及び配線板においては、高強度層を形成す
る高強度材料として、液晶ポリマーを使用している。これにより、液晶ポリマーは分子オ
ーダーの配向性を有するため熱膨張係数が小さく、シリコンに近い熱膨張係数を有する材
料、及び配線を形成する銅等の金属の熱膨張係数に近い材料を作製することができる。例
えば、高強度層として、シリコンに近い熱膨張係数を有する材料を作製することにより、
配線板と半導体素子との間の熱膨張係数の差が小さくなり、熱サイクルが印加されたとき
に、熱応力の発生を小さく抑えることができる。また、金属の熱膨張係数に近い材料を作
製すれば、高強度層と配線との間の熱応力を低減することができる。また、液晶ポリマー
は誘電率及び誘電損失が小さく、吸水率が小さい等の特性があり、それらの点からも、液
晶ポリマーは配線板材料として望ましい。
【００７１】
　なお、液晶ポリマーを単体で配線板の絶縁膜として使用する方法も考えられる。しかし
、はんだ耐熱性等を有する液晶ポリマーは軟化点が３００℃前後と高いため、加熱温度が
２００℃程度の通常の加熱プレス機では使用できないという問題がある。また、軟化した
ときに急激に粘度が低下するために、積層時の制御が困難であること、多層配線化する場
合には上層プレス時の熱によってすでに作製した下層が軟化変形してしまうため多層配線
化が困難であるという問題がある。これに対して、本実施形態においては、高強度層のみ
を液晶ポリマーにより形成し、この高強度層を接着層に積層させてシート材を形成してい
るため、基板又は下層のシート材との接着は接着層により行うことができ、液晶ポリマー
からなる高強度層を軟化温度まで加熱する必要はない。このため、液晶ポリマーを単体で
使用する場合に生じる問題は発生しない。
【００７２】
　次に、本発明の第６の実施形態について説明する。本実施形態においては、接着層を、
エポキシ樹脂にアラミド繊維を含有させた複合材料により形成する。この複合材料におけ
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るアラミド繊維の含有率は、例えば１０乃至５０質量％である。また、高強度材料として
液晶ポリマーを使用する。本実施形態における上記以外の構成は、前述の第５の実施形態
と同様である。
【００７３】
　上述の如く構成された本実施形態のシート材及び配線板においては、接着層に含まれる
アラミド繊維自身にクラックの発生を抑える効果があるため、この接着層を高強度層と組
み合わせてシート材を形成した場合に、より優れた耐クラック性が得られる。また、アラ
ミド繊維を含む熱硬化性樹脂は熱膨張係数が小さいため、高強度材料として液晶ポリマー
を使用し、熱硬化性材料としてアラミド繊維を含むエポキシ樹脂を使用することにより、
接着層の熱膨張係数を、半導体素子を形成するシリコン（Ｓｉ）の熱膨張係数にほぼ等し
くすることができる。この結果、熱サイクルが印加されても、ほとんど熱応力が生じない
、従ってクラック及び反りが発生しない配線板の作製が可能となる。本実施形態における
上記以外の効果は、前述の第１の実施形態と同じである。
【００７４】
　なお、本実施形態においては、熱硬化性材料のマトリックスはエポキシ樹脂に限定され
ず、他の熱硬化性樹脂を使用してもよい。また、熱硬化性材料として、アラミド繊維を含
む熱硬化性樹脂の替わりに、フッ素系ポリマーを含む熱硬化性樹脂を使用してもよい。エ
ポキシ樹脂は、一般に誘電率及び誘電損失がやや大きいが、低誘電率且つ低誘電損失樹脂
であるフッ素樹脂が分散されたものを使用することにより、この点が改善される。このよ
うな材料として、例えば、延伸ＰＴＦＥにエポキシ樹脂を含浸させた材料（例えば、ゴア
テックス社製マイクロラム６００等）がある。
【００７５】
　また、本実施形態における熱硬化性樹脂は、配線板を高周波領域で使用することを考慮
すると、可及的に低誘電率且つ低誘電損失のものが望ましい。このようなものとして、エ
ポキシ樹脂の他に、ポリオレフィン及びビニル系の樹脂がある。また、熱硬化性樹脂とし
て、ＢＴレジンを使用してもよい。
【００７６】
　次に、本発明の第７の実施形態について説明する。本実施形態においては、高強度層を
フッ素系ポリマーにより形成する。フッ素系ポリマーとは、分子構造内にフッ素原子を含
むポリマーをいい、例えば、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン－パ
ーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン－エチレン共重合
体、ポリクロロトリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン－エチレン共重合体
、ポリビニリデンフルオライド、ポリビニルフルオライド等がある。なお、これらのフッ
素系ポリマーは多孔質体であってもよい。本実施形態における上記以外の構成は、前述の
第１の実施形態と同様である。
【００７７】
　上述の如く構成された本実施形態のシート材及び配線板においては、高強度層をフッ素
系ポリマーにより形成している。フッ素系ポリマーは、誘電率及び誘電損失が樹脂の中で
最も低く、高周波数を用いた高速伝送配線板に特に望ましい材料である。また、フッ素系
ポリマーは強度が小さいが伸びが極めて大きいため、クラックの発生を防止する効果が大
きい。但し、フッ素系ポリマーは疎水性であるため、他の樹脂層及び金属配線との密着性
が低い。このため、フッ素系ポリマーからなる高強度層の表面に、前述の第４の実施形態
において示した表面処理を施すことが望ましい。
【００７８】
　次に、本発明の第８の実施形態について説明する。本実施形態に係るシート材は、前述
の第１の実施形態に係るシート材１（図１参照）と同じである。本実施形態においては、
配線板を作製する際に、金属板上にシート材１を形成し、配線６ａ乃至６ｃ及びビア７を
形成した後、金属板をエッチングして除去する。これにより、本実施形態に係る配線板が
作製される。
【００７９】
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　本実施形態においては、配線板の作製工程においては、金属板上にシート材を形成する
ため、金属板が支持基板として機能し、平坦性が優れた配線板を容易に作製することがで
きる。そして、最終的に金属板を除去することにより、支持基板がない極めて薄型の配線
板を得ることができる。このような薄型の配線板においては熱応力を吸収する支持基板が
なく、発生した応力がすべて積層したシート材に集中する。このため、本発明の耐クラッ
ク性が良好なシート材は特に有効である。本実施形態における上記以外の効果は、前述の
第１の実施形態と同様である。
【００８０】
　なお、本実施形態においては、前述の第２乃至第４の実施形態において示したように、
高強度層の表面に微細な凹部を形成するか、又は表面処理を施し、接着層、他のシート材
又は配線との密着性を向上させることが好ましい。この理由は、本実施形態の配線板は、
応力を吸収する支持基板を持たないため、シート材の界面密着性が乏しいものであれば、
容易に界面剥離が発生し、配線板の特性及び信頼性を低下させるからである。
【００８１】
　次に、前述の第８の実施形態に係る配線板の製造方法について説明する。図４（ａ）乃
至（ｇ）は、本実施形態に係る配線板の製造方法をその工程順に示す断面図である。先ず
、図４（ａ）に示すように、接着層２と高強度層３とを相互に貼り合わせて、シート材１
を作製する。このとき、接着層２は半硬化状態となっている。
【００８２】
　次に、図４（ｂ）に示すように、金属板８上に配線６ａを形成する。そして、この配線
６ａを覆うように、金属板８上にシート材１を配置する。このとき、シート材１の接着層
２が金属板８に接するようにする。これにより、シート材１の接着層２が変形し、配線６
ａを埋め込む。その後、加熱して、接着層２を熱硬化させる。
【００８３】
　次に、図４（ｃ）に示すように、シート材１における配線６ａの直上域の一部に、レー
ザー加工等の方法により、ビアホール１１を形成する。次に、図４（ｄ）に示すように、
このビアホール１１の内部に導体層を埋め込み、ビア７を形成する。次に、図４（ｅ）に
示すように、シート材１上に配線６ｂを形成する。このとき、配線６ｂはビア７を介して
配線６ａに接続されるようにする。
【００８４】
　次に、図４（ｆ）に示すように、シート材１の上に、他のシート材１（以下、シート材
１ａという）を積層して熱硬化させる。このとき、シート材１ａの接着層２が配線６ｂを
埋め込む。次に、シート材１ａにおける配線６ｂの直上域の一部にビア７を形成する。そ
して、シート材１ａ上に配線６ｃを形成する。このとき、配線６ｃはシート材１ａ中のビ
ア７を介して、配線６ｂに接続されるようにする。
【００８５】
　次に、図４（ｇ）に示すように、金属板８をエッチングにより除去する。これにより、
第８の実施形態に係る配線板が作製される。
【００８６】
　なお、図４（ａ）乃至（ｇ）に示す製造方法においては、支持基板として金属板８を使
用したが、支持基板は平坦性を備えた基板であれば特に金属板に限定されるものではない
。また、支持基板の除去方法もエッチングに限定されず、剥離等、エッチング以外の方法
を使用してもよい。
【００８７】
　また、前述の第１の実施形態に係る配線板４を作製する場合には、図４（ａ）乃至（ｆ
）に示す工程において、金属板８の代わりにプリント基板上にシート材１及び１ａを積層
する。そして、図４（ｇ）に示す工程は省略する。これにより、図２に示す配線板４を製
造することができる。
【００８８】
　また、前述の第１乃至第８の実施形態において、熱硬化性樹脂の替わりに、熱可塑性樹
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脂を使用してもよい。
【００８９】
　以下、本発明の実施例について、その特許請求の範囲から外れる比較例と比較して具体
的に説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定されるものではなく、本発明の技術的
思想の範囲内で種々の変形、変更が可能である。
【００９０】
　以下に示す実施例及び比較例においては、高強度層を形成する材料及び表面状態が異な
るシート材を作製し、このシート材を使用して配線板のサンプルを、後述する各実施例及
び比較例について夫々２０個作製した。そして、１０個のサンプルについては、温度変化
範囲が－６５～１５０℃の熱サイクル試験を行い、その後、配線抵抗を測定した。また、
他の１０個のサンプルについては、耐湿試験（ＨＡＳＴ）を行い、所定の時間経過後、高
強度層と接着層との間の力学的な剥離強度の測定及び絶縁抵抗の測定を行った。また、高
強度層の引張強度を測定した。更に、一部の実施例については、高強度層と配線との間の
ピール強度を測定した。
【００９１】
　以下、熱サイクル試験及び耐湿試験の目的及び詳細な試験方法について説明する。半導
体デバイスの熱応力耐久性を、実使用条件（２５～７０℃）において評価すると、評価に
長時間を要してしまう。このため、サンプルに（－６５～１５０℃）の熱サイクルを印加
し、加速試験を行う。即ち、－６５℃の温度に３０分間保持した後、＋１５０℃の温度に
３０分間保持する基本サイクルを所定の回数繰り返す熱サイクルを印加する。なお、低温
（－６５℃）から高温（＋１５０℃）へ移行する移行時間及び高温から低温へ移行する移
行時間は、ヒートサイクル試験機の能力及びサンプルの熱容量により異なるため、適宜調
整する。仮に、熱サイクル試験中に、熱応力により絶縁膜中にクラックが発生し、このク
ラックが配線板の配線を切断していれば、前記配線抵抗は熱サイクル試験前よりも増加す
る。このため、配線抵抗を測定することにより、配線板の信頼性を評価することができる
。
【００９２】
　また、前述の如く、ポリイミド等の高強度材料は、その化学的安定性から他の材料との
密着性及び接着性が低い場合が多い。このような密着性及び接着性が低い材料を他の材料
と積層した場合には、両材料の界面の強度が不十分となる。この不十分な接着強度はその
ままでも評価することは可能であるが、サンプルが置かれた環境に極性が高い水が存在す
ると、この水が、接着が弱い界面に容易に浸入し、この界面の接着強度をより一層低下さ
せると共に、絶縁抵抗を低下させる。従って、高湿高温下にサンプルを長時間置くことに
よって接着強度が十分であるか否かをより明確に検出することができる。このような試験
として、ＨＡＳＴ（Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test、規格
：ＪＥＳＤ２２－Ａ１１０－Ｂ）及びＴＨＢ（steady-state Temperature Humidity Bias
 life test、規格：ＪＥＳＤ２２－Ａ１１０－Ｂ）を挙げることができる。なお、試験規
格ＪＥＳＤは、「JEDEC Standards」を意味し、JEDECはJoint Electron Device Engineer
ing Council（米国の電子デバイスに関する標準化団体、homepageはhttp://www.jedec.or
g）を示している。
【実施例】
【００９３】
　以下、各実施例及び比較例について、詳細に説明する。
（実施例１）
　高強度材料として両面銅張ポリイミドフィルム（宇部興産製ユピセルＮ、銅箔厚さ：１
２μｍ、ポリイミド厚さ：２５μｍ）を使用した。両面銅張ポリイミドフィルムの両面の
銅箔をアルカリ銅エッチング液により溶解した。銅箔エッチング後のポリイミドフィルム
の表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察すると、銅箔のマット面が写し込まれて
形成された微細な凹部が観察された。
【００９４】
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　次に、銅箔をエッチングしたポリイミドフィルムと半硬化状態（Ｂステージ）のエポキ
シ樹脂材（味の素製ＡＢＦ、厚さ：４０μｍ）とを、８０℃の温度に加熱して真空ラミネ
ート法により貼り合わせ、シート材とした。一方、銅板上にエッチングバリア層としての
Ｎｉめっき層を形成し、このエッチングバリア層上に金層及び銅層の２層膜からなるＢＧ
Ａランド部を形成した。そして、この銅板上に前記シート材を積層プレスし、１７０℃の
温度に６０分間保持してエポキシ樹脂を硬化させた。この銅板上に形成されたシート材の
一部を切り出し、その断面を観察した。
【００９５】
　図５は、シート材におけるポリイミド層とエポキシ樹脂層との界面を示す断面光学顕微
鏡写真である。なお、図５にはスケールが写し込まれており、このスケールの最小単位は
１μｍである。図５に示すように、高強度層としてのポリイミド層１３と接着層としての
エポキシ樹脂層１２との界面において、ポリイミド層１３の表面に蛸壺状の凹部１４が形
成されており、この凹部１４にエポキシ樹脂が流れ込み、エポキシ樹脂層１２がポリイミ
ド層１３に噛み込んだ構造となっていた。この状態で、ポリイミド層１３とエポキシ樹脂
層１２とを相互に引き離そうとしたが、両者は強固に密着しており、引き離すことができ
なかった。
【００９６】
　次に、この銅板上のシート材に炭酸ガスレーザーでビアを形成した後、デスミア処理を
行い、パラジウムを触媒とする無電解めっきを施した。この結果、めっき液に接している
シートの表面及びビアの側面に均一な無電解めっき層が形成された。無電解めっき層が形
成された試料にめっきレジストを用いてパターンを形成し、電気めっきによって厚さが約
１８μｍの配線を形成すると共に、ビアをめっき充填した。次に、エッチングにより不要
な無電解めっき層を選択的に除去した。
【００９７】
　上述の工程を繰り返して多層配線板を作製した。次に、この配線板上にテスト用の半導
体素子をフリップチップ接続で搭載した。その後、下層の銅板をエッチングして除去し、
続いてエッチングバリア層であるＮｉ層も除去した。以上の工程により、半導体素子が搭
載された配線板を得た。なお、製造した配線板には、半導体素子を搭載していない領域に
、ＨＡＳＴ試験用のビアと配線を設けたＴＥＧ（テストエレメントグループ）領域を設け
た。
【００９８】
　この配線板のＢＧＡランド部にはんだボールを搭載した後、半導体素子毎に切断し、試
験サンプルとした。この試験サンプルを１０サンプル使用して、温度変化範囲が－６５～
１５０℃である熱サイクル試験を行った。その結果、熱サイクル１０００サイクル終了後
においても断線等による配線抵抗の増加は発生しなかった。
【００９９】
　他の１０サンプルについてＨＡＳＴ試験（温度：１３０℃、湿度：８５％ＲＨ、印加電
圧：５Ｖ）を行った。ＨＡＳＴ試験は、ビア間の絶縁抵抗について行った（ビア／ランド
径：９０／１５０μｍ、ビアピッチ：３００μｍ）。ＨＡＳＴ試験では、４００時間経過
後においても絶縁抵抗値の低下等の問題は発生しなかった。また、ＨＡＳＴ試験後のサン
プルについてポリイミド層－エポキシ樹脂層間での引き離しを試みたが、両者は相互に強
固に密着し、引き離すことができなかった。
【０１００】
　無電解めっき層が形成された他の銅板上のシート材に電気めっきによってパネルめっき
を施し、厚さが約１８μｍの銅層を形成した。この銅層を幅が１０ｍｍの短冊状に残して
残部を除去し、９０度ピール強度（引きはがし強度、ＪＩＳ Ｃ６４８１に準拠）を測定
した。ピール強度は１．５ｋＮ／ｍであった。
【０１０１】
　また、使用した銅箔エッチング後のポリイミドフィルムを幅１０ｍｍの短冊状に切り出
し、引張測定を行った。引張試験は、「ＪＰＣＡ規格 ビルトアップ配線板 ＪＰＣＡ－Ｂ
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Ｕ０１」に準拠した。この結果、破断伸びが７８％（温度：２３℃）、引張強度が４５０
ＭＰａ（温度：２３℃）、４８０ＭＰａ（温度：－６５℃）、３５０ＭＰａ（温度：１５
０℃）であった。従って、前述の（ａ／ｂ）比、即ち、温度が－６５℃のときの引張破断
強度ａと、温度が１５０℃のときの引張破断強度ｂとの比は、１．３７であった。
【０１０２】
（実施例２）
　両面銅張ポリイミドフィルムの片面を保護フィルムでカバーし、実施例１と同じエッチ
ング液により片面の銅箔のみを除去した。なお、このポリイミドフィルムの膜厚及び機械
的特性は、前述の実施例１のポリイミドフィルムと同じである。ポリイミドフィルムにお
ける銅箔をエッチングした側の面に、半硬化状態のエポキシ樹脂（日本ペイント製プロビ
コート、厚さ：５０μｍ）を真空ラミネートして積層シート材を得た。
【０１０３】
　実施例１と同様の銅板にこの積層材を積層プレスし、銅板上に形成されたシート材を得
た。次に、残存している側の銅箔をパターニングし、サブトラクティブ法により配線を形
成した。次に、半導体素子を搭載し、エッチングにより銅板を除去し、配線板を作製した
。
【０１０４】
　本実施例においては、実施例１と同様に、ポリイミドフィルムの表面の凹部にエポキシ
樹脂層が噛み込んだ構造となっており、両者を引き離すことはできなかった。
【０１０５】
　また、実施例１と同様に、熱サイクル試験及びＨＡＳＴ試験を行った。熱サイクル１０
００サイクル終了後においても断線等による配線抵抗の増加は発生せず、ＨＡＳＴ試験４
００時間経過後においても絶縁抵抗値の低下等の問題は発生しなかった。また、ＨＡＳＴ
試験後のサンプルについてポリイミドフィルム－エポキシ樹脂層間での引き離しを試みた
が、両者は強固に密着し、引き離すことができなかった。
【０１０６】
　前述の実施例１及び２においては、金属板上に作製され、最終的に金属板が除去された
配線板の実施例について説明した。これは、最終的に金属板を除去し、シート材からなる
絶縁膜と金属配線のみからなる配線板の方が、コア基板を持つ配線板よりも、半導体素子
等を搭載したときに発生する熱応力の影響が大きいからである。つまり、発生する熱応力
を薄い絶縁膜により吸収しなければならないため、絶縁膜に要求される破断強度等は大き
なものとなる。このことは、最終的に金属板が除去される配線板で使用可能な材料であれ
ば、プリント配線板等のコア基板を有する配線板にもおよそ使用可能であることを意味し
ている。しかし、プリント配線板等のコア基板を有する配線板においても、シート材と線
膨張係数が異なり、ピン数が多い半導体素子を搭載する場合には、シート材と金属配線及
びその他の異種材料との界面を起点としてクラックが発生する可能性があるため、本発明
に示すような耐クラック性が高いシート材は有効である。以下、実施例３として、プリン
ト基板を持つ配線板について説明する。
【０１０７】
（実施例３）
　実施例１と同様に作製した積層シート材を、プリント配線を有するＦＲ－４基板に積層
プレスし、１７０℃の温度に８０分間保持してシート材下層のエポキシ樹脂を硬化させる
ことでＦＲ－４基板と接着させた。このＦＲ－４基板を含む積層材の一部を切り出し、そ
の断面を観察したところ、ポリイミドフィルムの凹部にエポキシ樹脂層が噛み込んだ構造
となっていた。この状態でポリイミド層とエポキシ樹脂層を引き離そうとしたが、両層は
相互に強固に密着しており、引き離すことができなかった。
【０１０８】
　ＦＲ－４基板上の上記シート材にレーザーでビアを形成した後、デスミア処理を行い、
パラジウムを触媒とする無電解めっきを施した。これによりシート材の上面及びビア部の
内面に無電解めっき層による電気めっき下地層を形成した。



(19) JP 4389788 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

【０１０９】
　次に、めっき下地層が形成された試料にレジストを用いて配線パターンを形成し、電気
めっきを行い、レジストを除去することにより、所望のパターンの配線を得ると共に、ビ
ア内にめっきを充填した。配線の厚さは約１８μｍになるように調整した。その後、不要
な無電解めっき層を選択的に除去した。
　上述の工程を繰り返して多層基板を作製した。次に、この多層基板上に半導体素子をフ
リップチップ接続で搭載した。これにより、半導体素子が搭載された配線板を得た。
【０１１０】
　この多層配線板を半導体素子毎に切断し、試験サンプルとした。この試験サンプルを２
０サンプル使用して熱サイクル試験（－６５℃～１５０℃）を行った。１０００サイクル
終了後においても断線等の問題は発生しなかった。
【０１１１】
（実施例４）
　熱硬化性樹脂として、アラミド繊維を補強基材、エポキシ樹脂をマトリックスとする半
硬化の熱硬化性材料（新神戸電機製ＥＡ５４１、アラミド繊維含有率は３０質量％）を使
用した。これ以外は実施例１と同様な方法により、配線板を作製した。即ち、本実施例に
使用したポリイミドフィルムは、前述の実施例１で使用したポリイミドフィルムと同じも
のである。
【０１１２】
　本実施例の配線板においても、ポリイミド層の凹部に接着層が噛み込んだ構造となって
おり、両層を引き剥がすことができなかった。また、熱サイクル試験も１０００サイクル
においても断線等の問題は発生せず、ＨＡＳＴ試験４００時間経過後においても、絶縁抵
抗値の低下等の問題は発生しなかった。
【０１１３】
（実施例５）
　熱硬化性樹脂として、延伸多孔質フッ素系ポリマー（ポリテトラフルオロエチレン）に
エポキシ樹脂を含浸させ半硬化とした熱硬化性材料からなる熱硬化性材料（ゴアテックス
製マイクロラム、フッ素系ポリマーの含有率は２５％）を使用し、配線板を作製した。本
実施例の配線板における上記以外の構成は、前述の実施例１と同様とした。即ち、本実施
例に使用したポリイミドフィルムは、前述の実施例１で使用したポリイミドフィルムと同
じものである。
【０１１４】
　本実施例の配線板においても、ポリイミド層の凹部に接着層が噛み込んだ構造となって
おり、両層を相互に引き剥がすことができなかった。また、１０００サイクルの熱サイク
ル試験においても、断線等の問題は発生しなかった。
【０１１５】
（実施例６）
　ベンゾフェノン骨格を含むポリイミドとして、ポリ［Ｎ，Ｎ’－（１，４－フェイニレ
ン）－３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボキシル イミド］（アルドリッ
チ試薬）をＰＴＦＥ上にバーコーターにより塗布し、乾燥させてポリイミドフィルムを形
成し、その後、このポリイミドフィルムをＰＴＦＥから剥がした。これにより第２の層に
用いるベンゾフェノン骨格を含むポリイミドフィルム（フィルム膜厚：２０μｍ）を得た
。得られたポリイミドフィルムは両面がほぼ平坦であった。このポリイミドフィルムと半
硬化状態のエポキシ樹脂材（味の素製ＡＢＦ、厚さ：４０μｍ）とを、８０℃の温度に加
熱して真空ラミネートにより貼り合わせ、シート材とした。このシート材からサンプルを
採取し、ポリイミド層とエポキシ樹脂層と間のピール強度試験、熱サイクル試験及びＨＡ
ＳＴ試験、ポリイミド層と配線との間のピール強度試験、ポリイミドフィルムの引張試験
に供した。
【０１１６】
　ポリイミド層とエポキシ樹脂層と間のピール強度試験においては、前記シート材を銅板
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上に積層プレスし、１７０℃の温度に６０分間保持してエポキシ樹脂を硬化させた。その
後、実施例１と同様な方法でポリイミド層とエポキシ樹脂層と間のピール強度を測定しよ
うとしたが、両者が強固に密着し、引き離すことができなかった。
【０１１７】
　一方、熱サイクル試験及びＨＡＳＴ試験においては、実施例１と同様に、銅板上にＢＧ
Ａランド部を形成し、この銅板上に、前述のラミネート後のシート材を積層プレスし、１
７０℃の温度に６０分間保持してエポキシ樹脂を硬化させ、銅板上に形成されたシート材
からなる絶縁膜を得た。そして、この絶縁膜上にスパッタリングにより金属層を形成した
。なお、この金属層は、密着用の下層と銅からなる上層の２層膜とした。次に、この金属
層をシード層として無電解めっきを施し、配線を形成した。その後、前述の実施例１と同
様な方法により、半導体素子を搭載した配線板を作製し、ＢＧＡランド部にはんだボール
を搭載した。
【０１１８】
　次に、この配線板を半導体素子毎に切断し、試験サンプルとした。その後、実施例１と
同様に熱サイクル試験及びＨＡＳＴ試験を行った。その結果、熱サイクル試験においては
、８００サイクル終了後においても断線等による配線抵抗の増加は発生せず、ＨＡＳＴ試
験においては、４００時間経過後においても絶縁抵抗値の低下等の問題は発生しなかった
。また、ＨＡＳＴ試験後のサンプルについてポリイミドフィルム－エポキシ樹脂層間での
引き離しを試みたが両者が強固に密着し、引き離すことができなかった。
【０１１９】
　更に、ポリイミド層と配線との間のピール強度試験においては、実施例１と同様に、前
記シート材を銅板上に積層し、１７０℃の温度に６０分間保持して硬化させた。その後、
スパッタで銅の薄膜を付け、これをシード層として電気めっきにより、厚さが約１８μｍ
の銅箔を形成した。そして、実施例１と同様な方法により、ポリイミド層と銅箔との間の
ピール強度を測定したところ、ピール強度は１．２ｋＮ／ｍであった。
【０１２０】
　使用したベンゾフェノン骨格を含むポリイミドフィルムを幅１０ｍｍの短冊状に切り出
し引張測定を行った。破断伸びは１９％（温度：２３℃）、引張強度は１７０ＭＰａ（温
度：２３℃）、１９０ＭＰａ（温度：－６５℃）、７９ＭＰａ（温度：１５０℃）であっ
た。従って、前記（ａ／ｂ）比は２．４１であった。
【０１２１】
（実施例７）
　高強度材料として、片面に銅箔が形成された銅箔付液晶ポリマー（新日鐵化学製エスパ
ネックス）を使用した。液晶ポリマー層の膜厚は２５μｍであり、銅箔の膜厚は１８μｍ
である。これ以外は実施例１と同様な方法により、配線板を作製し試験を行った。熱サイ
クル試験では、９００サイクルにおいても断線等の問題は発生せず、ＨＡＳＴ試験（温度
：１２０℃、湿度：８５％ＲＨ）においても４００時間において問題が発生しなかった。
銅箔のピール強度は１．２ｋＮ／ｍであった。
【０１２２】
　銅箔を除去した後の液晶ポリマー層の引張破断強度を測定したところ、破断伸びは２８
％（温度：２３℃）、引張破断強度は１９０ＭＰａ（温度：２３℃）、２３０ＭＰａ（温
度：－６５℃）、１２０ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従って、前記（ａ／ｂ）比
は１．９２であった。
【０１２３】
（実施例８）
　高強度材料としてポリイミドフィルム（宇部興産製ユーピレックス、厚さ：２５μｍ）
を準備した。このポリイミドフィルムを幅が１ｃｍの短冊状に切り出し、引張測定を行っ
たところ、破断伸びは１２０％（温度：２３℃）、引張強度は２７０ＭＰａ（温度：２３
℃）、３１０ＭＰａ（温度：－６５℃）、２１０ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従
って、前記（ａ／ｂ）比は１．４８であった。
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【０１２４】
　前述のポリイミドフィルムを３枚準備し、そのうち１枚に紫外線照射処理を施し、他の
１枚にプラズマ処理を施し、残りの１枚は無処理とした。その後、これらのポリイミドフ
ィルムに夫々半硬化状態のエポキシ樹脂（味の素製ＡＢＦ）を真空ラミネートし、積層シ
ート材を得た。紫外線照射処理は、エキシマＵＶランプ（ウシオ電機製、中心波長：１７
２ｎｍ）を２分間照射した。プラズマ処理においては、温度が４５℃の酸素プラズマによ
り３分間処理した。そして、このようにして作製された３種類のシート材から夫々サンプ
ルを切り出し、ポリイミド層－エポキシ樹脂層間のピール強度試験、熱サイクル信頼性試
験、配線－ポリイミド層間のピール試験に供した。
【０１２５】
　ポリイミド層－エポキシ樹脂層間のピール強度試験においては、得られたシート材を銅
板上に積層プレスし、１７０℃の温度に６０分間保持してエポキシ樹脂を硬化させた後、
ポリイミド－エポキシ樹脂間のピール強度を測定した。その結果、無処理サンプルについ
ては、ピール強度が０．６ｋＮ／ｍであった。紫外線照射処理サンプル及びプラズマ処理
サンプルについては、ポリイミド層とエポキシ樹脂層とが相互に強固に密着しており、両
者を引き剥がすことができなかった。この場合、ピール強度は２ｋＮ／ｍ以上と推定され
た。
【０１２６】
　一方、熱サイクル信頼性試験においては、実施例１と同様に、銅板上にＢＧＡランド部
を形成し、この銅板上に夫々のシート材を積層プレスし、１７０℃の温度に６０分間保持
してエポキシ樹脂を硬化させ、絶縁膜を得た。そして、電気めっき用のシード層として無
電解めっき層の代わりにスパッタリングによる金属層を用いた以外は、実施例１と同様な
方法により、半導体素子を搭載した配線板を作製し、ＢＧＡランド部にはんだボールを搭
載した。なお、スパッタリングによる金属層は、密着用の金属からなる下層と銅からなる
上層との２層膜とした。
【０１２７】
　次に、このようにして作製した配線板を半導体素子毎に切断し、試験サンプルとした後
、実施例１と同様に熱サイクル試験、ＨＡＳＴ試験を行った。無処理サンプルについては
、熱サイクル８００サイクル及び９００サイクル時に配線抵抗が増加したサンプルが各１
個発生したが、残りの８個のサンプルについては、熱サイクル１０００サイクル終了後に
おいても断線等による配線抵抗の増加は認められなかった。また、無処理サンプルについ
ては、ＨＡＳＴ試験３５０時間経過後において、２サンプルに絶縁抵抗値の１０％の低下
が認められたが、残りの８サンプルについては、絶縁抵抗値の低下等の問題は発生しなか
った。また、ＨＡＳＴ試験後の各サンプルについてポリイミドフィルム－エポキシ樹脂層
間での引き離しを試みたところ、紫外線照射処理サンプル及びプラズマ処理サンプルにつ
いては、両層が相互に強固に密着し、引き離すことができなかった。無処理サンプルにつ
いては、ＨＡＳＴ試験前より接着強度が低下していることが認められた。
【０１２８】
　配線－ポリイミド層間のピール試験においては、前述のシート材におけるポリイミド層
上に、スパッタリングによりシード層を形成し、その後、電気めっきによってパネルめっ
きを施し、厚さが約１８μｍの銅層を形成した。この銅層を選択的に除去して幅が１０ｍ
ｍの短冊状に残し、９０度ピール強度（引きはがし強度）を測定したところ、ピール強度
は紫外線照射処理サンプルについては１．０ｋＮ／ｍ、プラズマ処理サンプルについては
１．２ｋＮ／ｍであった。
【０１２９】
（実施例９）
　高強度材料として、ポリイミドフィルム（東レ・デュポン製カプトン）を使用し、表面
処理方法としてアルカリ処理を使用した以外は実施例８と同様な方法により配線板を作製
し、評価した。なお、使用したポリイミドフィルムの引張測定を行ったところ、破断伸び
が４５％（温度：２３℃）、引張強度が２８０ＭＰａ（温度：２３℃）、３２０ＭＰａ（



(22) JP 4389788 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

温度：－６５℃）、２３０ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従って、前記（ａ／ｂ）
比は１．３９であった。
【０１３０】
　アルカリ処理は、温度が５０℃であり濃度が５Ｎである水酸化ナトリウム水溶液に、各
サンプルを１０分間浸漬することにより行った。アルカリ処理後、ポリイミド層－エポキ
シ樹脂層間のピール強度を測定したところ、アルカリ処理を行っていない無処理品につい
てはピール強度が０．４ｋＮ／ｍであったが、アルカリ処理後のサンプルについては、両
層が相互に強固に密着しており、引き剥がすことができなかった。
【０１３１】
　一方、実施例８と同様に半導体素子を搭載した配線板を作製し、熱サイクル試験及びＨ
ＡＳＴ試験を行った。アルカリ処理サンプルは何れも１０００サイクル終了後においても
断線等の問題は発生せず、またＨＡＳＴ４００時間において問題は発生しなかった。アル
カリ処理サンプルにおける銅層のピール強度は０．９ｋＮ／ｍであった。
【０１３２】
（実施例１０）
　高強度材料として、多孔質のポリイミド（日東電工製）を使用し、実施例８と同様な方
法により紫外線照射を行い、配線板を作製した。本実施例における上記以外の条件は前述
の実施例８と同様である。熱サイクル試験を行った結果、８００サイクルにおいても断線
等の問題は発生しなかった。また、ＨＡＳＴ試験を行った結果、５００時間経過後におい
ても問題は発生しなかった。
【０１３３】
　なお、本実施例において使用した多孔質ポリイミドフィルムの引張特性は、破断伸びが
１５％、引張強度が１３０ＭＰａ（温度：２３℃）、１５０ＭＰａ（温度：－６５℃）、
９５ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従って、前記（ａ／ｂ）比は１．５７であった
。
【０１３４】
（比較例１）
　配線板用絶縁材料としてエポキシ樹脂フィルム（味の素製ＡＢＦ－ＳＨ、厚さ：６０μ
ｍ）を用いた。このエポキシフィルムを幅が１ｃｍの短冊状に切り出し、引張測定を行っ
た結果、破断伸びが５．９％（温度：２３℃）、引張強度が６４ＭＰａ（温度：２３℃）
、１３０ＭＰａ（温度：－６５℃）、２５ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従って、
前記（ａ／ｂ）比は５．２であった。
【０１３５】
　シート材として単層のエポキシ樹脂フィルムを用いたこと以外は、実施例１と同様な方
法により、半導体素子が搭載された配線板を作製した。この配線板を半導体素子毎に切断
し、試験サンプルとした。そして、実施例１と同様に、各１０サンプルについて熱サイク
ル試験及びＨＡＳＴ試験を行った。
【０１３６】
　熱サイクル試験では２００サイクルから４００サイクルで全サンプルの配線抵抗値が増
加した。試験終了後にサンプルを切断し断面を観察すると、ランド周辺部から絶縁層に発
生したクラックが金属配線を切断していることが観察された。ＨＡＳＴ試験においては、
４００時間後も絶縁抵抗の低下等は認められなかった。
【０１３７】
（比較例２）
　配線板材料としてポリイミド系絶縁樹脂フィルム（旭電化製ＢＵＲ－２０１、厚み４０
μｍ）にマット面を有する電解銅箔を積層プレスし硬化させたものを高強度材料として使
用した。ポリイミドフィルムの両面の銅箔をアルカリ銅エッチング液により溶解した。銅
箔エッチング後のポリイミドフィルムの表面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察す
ると、銅箔のマット面が写しこまれ微細な凹部が観察された。
【０１３８】
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　使用したポリイミドフィルム（銅箔エッチング後）を幅１０ｍｍの短冊状に切り出し引
張強度測定を行った。その結果、破断伸びは８％（温度：２３℃）、引張強度は８０ＭＰ
ａ（温度：２３℃）、１２０ＭＰａ（温度：－６５℃）、４２ＭＰａ（温度：１５０℃）
であった。従って、前記（ａ／ｂ）比は２．８６であった。なお、本比較例のポリイミド
フィルムは、実施例１のポリイミドフィルムよりも引張強度が低くなっている。一般に、
ポリイミドの強度は分子構造に依存し、分子構造がリニアであれば強度が高く、３次元構
造であれば強度が低い傾向がある。
【０１３９】
　銅箔をエッチングしたポリイミドフィルムと半硬化状態のエポキシ樹脂材（味の素製Ａ
ＢＦ、厚さ：４０μｍ）を真空ラミネートにより貼り合わせシート材とし、これを用いて
実施例１と同様な方法により、半導体素子が搭載された配線板を作製した。
【０１４０】
　この配線板のＢＧＡランド部にはんだボールを搭載した後、配線板を半導体素子毎に切
断し試験サンプルとした。その後、実施例１と同様に各１０サンプルについて熱サイクル
試験及びＨＡＳＴ試験を行った。
【０１４１】
　熱サイクル試験については、４００サイクルから配線抵抗値が増加するサンプルが発生
し、７００サイクルで全サンプルが高抵抗値となった。試験終了後にサンプルを切断し断
面を観察すると、ランド周辺部から絶縁膜に発生したクラックがポリイミド層を貫通し金
属配線を切断していることが観察された。
【０１４２】
　ＨＡＳＴ試験については、２００時間経過後より絶縁抵抗値の低下が認められ、４００
時間経過後にはすべてのサンプルの絶縁抵抗値が、ＨＡＳＴ試験前の１×１０－３乃至１
×１０－６倍程度まで低下した。
【０１４３】
（比較例３）
　高強度材料として銅箔付の液晶ポリマーフィルム（ゴアテックス製 銅箔厚さ：１２μ
ｍ、液晶ポリマー厚さ：２５μｍ）を用いた。この液晶ポリマーフィルムから銅箔をエッ
チングして除去した後、幅が１０ｍｍの短冊状に切り出し、引張測定を行った。その結果
、破断伸びが９％（温度：２３℃）、引張強度が８１ＭＰａ（温度：２３℃）、１３０Ｍ
Ｐａ（温度：－６５℃）、３２ＭＰａ（温度：１５０℃）であった。従って、前記（ａ／
ｂ）比は４．０６であった。
【０１４４】
　一方、銅箔を銅エッチング液により溶解した後、半硬化状態のエポキシ樹脂材（味の素
製ＡＢＦ、厚さ：４０μｍ）を真空ラミネートにより貼り合わせシート材とした。そして
、このシート材を用いて、実施例１と同様な方法により、半導体素子が搭載された配線板
を作製した。
【０１４５】
　この配線板のＢＧＡランド部にはんだボールを搭載した後、配線板を半導体素子毎に切
断し、試験サンプルとした。その後、実施例１と同様に、各１０サンプルについて熱サイ
クル試験及びＨＡＳＴ試験を行った。
【０１４６】
　熱サイクル試験については、３００サイクルから配線抵抗値が増加するサンプルが発生
し、７００サイクルで全サンプルが高抵抗値となった。試験終了後にサンプルを切断し断
面を観察すると、ランド周辺部から絶縁膜に発生したクラックが液晶ポリマー層を貫通し
金属配線を切断している様子が観察された。
【０１４７】
　ＨＡＳＴ試験においては、３００時間経過後より絶縁抵抗値の低下が認められた。４０
０時間経過後においてもサンプルの絶縁抵抗値は、ＨＡＳＴ試験前の０．１倍程度であっ
た。
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【産業上の利用可能性】
【０１４８】
　本発明は、半導体素子を搭載する配線板の絶縁膜として使用されるシート材、及びこの
シート材を使用した配線板に関する。
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