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(57)【要約】
　　【課題】　ファインパターンの導体層を備えるプリ
ント配線板を提供する。
　　【解決手段】　無電解銅めっき膜５２上にＣｕ3Ｎ
＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物５５が形成された
状態で、めっきレジストを設け、電解銅めっき膜５６を
形成する。中間化合物はめっきレジスト層との密着性が
高いため、ファインパターンにめっきレジスト層を形成
でき、導体層５８Ａ、５８Ｂをファインピッチに形成す
ることが可能になる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂絶縁層と、
前記樹脂絶縁層の表面に形成された導体層と、
前記樹脂絶縁層を貫通し、該樹脂絶縁層の前記導体層を反対面へ接続するビア導体とを備
え、前記導体層及び前記樹脂絶縁層が交互に積層されてなるプリント配線板であって、
前記導体層、及び、前記ビア導体は、無電解銅めっき膜と、前記無電解めっき膜上に形成
されたＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物と、前記中間化合物上に形成された電
解銅めっき膜とから成る。
【請求項２】
請求項１のプリント配線板であって、
前記中間化合物は、窒素ガスと水素ガスとの混合雰囲気中のμ波プラズマ処理により形成
されている。
【請求項３】
請求項２のプリント配線板であって、
前記無電解銅めっき膜上の中間化合物の厚みは1～１０ｎｍである。
【請求項４】
請求項１のプリント配線板であって、前記導体層のライン／スペースは、３／３μｍ～１
０／１０μｍである。
【請求項５】
プリント配線板の製造方法であって、
樹脂絶縁層にレーザでビア用開口を形成することと、
前記樹脂絶縁層表面、前記ビア用開口内に無電解めっきで無電解銅めっき膜を形成するこ
とと、
前記無電解銅めっき膜にμ波プラズマ処理を加えて該無電解銅めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃ
ｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物を形成することと、
前記中間化合物上にめっきレジストを積層し、露光・現像によりめっきレジストパターン
を形成することと、
電解めっき処理により、前記めっきレジストパターンの非形成部に電解銅めっき膜を形成
し、前記ビア用開口内に前記無電解銅めっき膜、前記中間化合物、電解銅めっき膜から成
るビア導体を形成すると共に、前記樹脂絶縁層表面に前記無電解銅めっき膜、前記中間化
合物、前記電解銅めっき膜から成る導体層を形成することと、
前記めっきレジストパターンを剥離することと、
前記電解銅めっき膜の非形成部分の前記中間化合物及び前記無電解銅めっき膜を除去する
ことと、を有する。
【請求項６】
請求項５のプリント配線板の製造方法であって、
前記μ波プラズマ処理は、窒素ガスと水素ガスとの混合雰囲気中で行う。
【請求項７】
請求項６のプリント配線板の製造方法であって、
前記μ波プラズマ処理は、圧力２５～１００Ｐａで、前記水素ガス濃度は体積比０．１～
５％で、処理温度は１５０℃以下、３０℃以上である。
【請求項８】
請求項５のプリント配線板の製造方法であって、
前記導体層のライン／スペースは、３／３μｍ～１０／１０μｍである。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、無電解銅めっき膜を形成し、無電解銅めっき膜上にめっきレジストを形成し、
めっきレジスト非形成部に電解めっき膜を析出させ導体層を形成するプリント配線板、及
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び該プリント配線板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１は、層間樹脂絶縁層上に無電解銅めっき膜を形成し、無電解銅めっき膜上にめ
っきレジストを形成し、めっきレジスト非形成部に電解めっき膜を析出させ、めっきレジ
ストを剥離し、電解めっき膜非形成部の無電解銅めっき膜を剥離し、無電解銅めっき膜及
び電解めっき膜からなる導体層をセミアディティブ法で形成するプリント配線板の製造方
法を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－３０７２２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
高集積化の目的で導体層のスペース幅を狭めるため、めっきレジストをファインピッチで
形成する必要がある。しかしながら、特許文献１のようにセミアディティブ法で導体層を
形成すると、めっきレジストと無電解銅めっき膜との密着性が低いため、小面積のめっき
レジストが無電解銅めっき膜から剥離し、スペース幅の狭い配線層の形成が困難になった
。
【０００５】
本発明の目的は、ファインパターンの導体層を備えるプリント配線板及び該プリント配線
板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明に係るプリント配線板は、樹脂絶縁層と、前記樹脂絶縁層の表面に形成された導体
層と、前記樹脂絶縁層を貫通し、該樹脂絶縁層の前記導体層を反対面へ接続するビア導体
とを備え、前記導体層及び前記樹脂絶縁層が交互に積層されてなる。そして、前記導体層
、及び、前記ビア導体は、無電解銅めっき膜と、前記無電解めっき膜上に形成されたＣｕ
3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物と、前記中間化合物上に形成された電解銅めっき
膜とから成る。
【０００７】
本発明のプリント配線板の製造方法は、樹脂絶縁層にレーザでビア用開口を形成すること
と、前記樹脂絶縁層表面、前記ビア用開口内に無電解めっきで無電解銅めっき膜を形成す
ることと、前記無電解銅めっき膜にμ波プラズマ処理を加えて該無電解銅めっき膜上にＣ
ｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物を形成することと、前記中間化合物上にめっき
レジストを積層し、露光・現像によりめっきレジストパターンを形成することと、電解め
っき処理により、前記めっきレジストパターンの非形成部に電解銅めっき膜を形成し、前
記ビア用開口内に前記無電解銅めっき膜、前記中間化合物、電解銅めっき膜から成るビア
導体を形成すると共に、前記樹脂絶縁層表面に前記無電解銅めっき膜、前記中間化合物、
前記電解銅めっき膜から成る導体層を形成することと、前記めっきレジストパターンを剥
離することと、前記電解銅めっき膜の非形成部分の前記中間化合物及び前記無電解銅めっ
き膜を除去することと、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
本願発明のプリント配線板では、導体層及びビア導体は、無電解銅めっき膜と、無電解め
っき膜上に形成されたＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物と、中間化合物上に形
成された電解銅めっき膜とから成る。即ち、無電解銅めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ
）xから成る中間化合物が形成された状態で、めっきレジストを設け、電解銅めっき膜を
形成する。Ｃｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物はめっきレジスト層との密着性が
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高いため、ファインパターンにめっきレジスト層を形成でき、導体層をファインピッチに
形成することが可能になる。
【０００９】
本発明のプリント配線板の製造方法では、樹脂絶縁層表面、ビア用開口内に無電解めっき
で無電解銅めっき膜を形成し、無電解銅めっき膜にμ波プラズマ処理を加えて該無電解銅
めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物を形成し、中間化合物上にめっ
きレジストを積層し、露光・現像によりめっきレジストパターンを形成する。そして、電
解めっき処理により、めっきレジストパターンの非形成部に電解銅めっき膜を形成し、無
電解銅めっき膜、中間化合物、電解銅めっき膜から成るビア導体、導体層を形成する。無
電解銅めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物を形成し、中間化合物上
にめっきレジストを形成し、Ｃｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物はめっきレジス
ト層との密着性が高いため、ファインパターンにめっきレジスト層を形成でき、導体層を
ファインピッチに形成することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１（Ａ）は、本発明の第１実施形態に係るプリント配線板の断面図、図１（Ｂ
）は平面図、図１（Ｃ）は、図１（Ａ）の一部拡大図
【図２】第１実施形態のプリント配線板の製造工程図
【図３】第１実施形態のプリント配線板の製造工程図
【図４】第１実施形態のプリント配線板の製造工程図
【図５】第１実施形態のプリント配線板の製造工程図
【図６】プラズマ処理の模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図１（Ａ）は、第１実施形態のプリント配線板の断面図であり、図１（Ｂ）は、図１（Ａ
）のプリント配線板にＩＣチップを実装した応用例の断面図であり、図１（Ｃ）は、図１
（Ａ）の一部拡大図である。
【００１２】
図１（Ａ）に示されるようにプリント配線板１０は、第１樹脂絶縁層５０Ａと、第２樹脂
絶縁層５０Ｂとを備える。第１樹脂絶縁層５０Ａの下面には凹部５１Ａが形成され、該凹
部５１Ａ内にパッド３１が形成されている。該パッド３１上に半田バンプ７４が形成され
ている。プリント配線板の下面側は凹部５１Ａ内に半田バンプを形成するソルダーレジス
ト層の無い構成である。第１樹脂絶縁層５０Ａ上面には第１導体層５８Ａが形成され、第
１導体層５８Ａとパッド３１とは第１樹脂絶縁層５０Ａを貫通する第１ビア導体６０Ａで
接続されている。第１導体層５８Ａは第１ビア導体６０Ａのビアランドを含む。第２樹脂
絶縁層５０Ｂ上面には第２導体層５８Ｂが形成されており、第２導体層５８Ｂと第１導体
層５８Ａとは第２樹脂絶縁層５０Ｂを貫通する第２ビア導体６０Ｂを介して接続されてい
る。第２導体層５８Ｂは第２ビア導体６０Ｂのビアランドを含む。第２導体層５８Ｂ及び
第２樹脂絶縁層５０は、ソルダーレジスト層７０で被覆されており、第２導体層５８Ｂの
パッド部７１Ｐはソルダーレジスト層７０に形成された開口７１により露出され、該パッ
ド部７１Ｐには半田バンプ７６が形成されている。
【００１３】
図１（Ｃ）に示されるように第１導体層５８Ａ、第２導体層５８Ｂ、第１ビア導体６０Ａ
、第２ビア導体６０Ｂは、無電解めっき処理で形成される無電解銅めっき膜５２と、μ波
プラズマ処理で形成されＣ≡Ｎ＋Ｃ－ＮＨ2から成る中間化合物５５と、電解めっき処理
で形成される電解銅めっき膜５６との３層で構成される。
【００１４】
第１樹脂絶縁層５０Ａ、第２樹脂絶縁層５０Ｂは、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリ
イミド樹脂、ポリフェニレン樹脂、ポリオレフィン樹脂、又は、フッ素樹脂を主として成
る。第１導体層５８Ａ、第２導体層５８Ｂの中間化合物５５、５５の厚みは１～１０ｎｍ
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である。中間化合物５５を形成するμ波プラズマ処理は、窒素ガスと水素ガスとの混合雰
囲気中で行われている。
【００１５】
第１実施形態のプリント配線板では、第１導体層５８Ａ、第２導体層５８Ｂ、第１ビア導
体６０Ａ、第２ビア導体６０Ｂは、無電解めっき処理で形成される無電解銅めっき膜５２
と、無電解めっき膜５２上に形成されたＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物５５
と、中間化合物上に形成された電解銅めっき膜５６とから成る。即ち、無電解銅めっき膜
５２上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物５５が形成された状態で、めっきレ
ジストを設け、電解銅めっき膜５６を形成する。Ｃｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化
合物はめっきレジスト層との密着性が高いため、ファインパターンにめっきレジスト層を
形成でき、第１、第２導体層５８Ａ、５８Ｂをファインピッチに形成することが可能にな
る。即ち、図１（Ｃ）中に示すように、第１導体層の配線ラインのライン幅Ｌ１：３μｍ
、スペース幅Ｓ１：３μｍのファインピッチが構成できる。第１実施形態では、ライン幅
１０μｍ、スペース幅１０μｍまで好適に形成できる。なお、ライン幅１０μｍ、スペー
ス幅１０μｍを越える場合、既存の方法でも信頼性が低下することが無い。
【００１６】
[第１実施形態の製造方法]
図２～図６を参照して第１実施形態のプリント配線板の製造方法が以下に説明されている
。
（１）図２（Ａ）に示される下面には凹部５１Ａが形成され、該凹部５１Ａ内にパッド３
１が形成されている第１樹脂絶縁層５０Ａが用意される。第１樹脂絶縁層５０Ａの下面側
は図示しない支持板により保持され、プリント配線板の完成と共に該支持板からプリント
配線板が分離される。このパッド３１を備える第１樹脂絶縁層５０Ａは、例えば、特開２
０１２－１９１２０４号公報の製造方法で製造される。
【００１７】
第１樹脂絶縁層５０Ａ、エポキシ樹脂からなり無機フィラー等を含んでいる。又、例えば
ガラス繊維の布にエポキシ樹脂を含浸させて熱硬化処理し、得られるフィルム状のガラス
クロス入り樹脂絶縁層でもよい。ただし、これに限定されず、各樹脂絶縁層の材料は任意
である。
【００１８】
（２）レーザにより第１樹脂絶縁層５０Ａにパッド３１に至る開口５３が形成される（図
２（Ｂ））。ここで、開口５３はビア導体が形成されるビア用開口である。
【００１９】
（３）無電解銅めっき処理により、第１樹脂絶縁層５０Ａの表面及び開口５３内に厚み１
μｍの無電解銅めっき膜５２が形成され、第１中間体１０１が完成する（図２（Ｃ））。
【００２０】
（４）第１中間体１０１にμ波プラズマ処理が施され、無電解銅めっき膜５２の表面にＣ
ｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物５５が形成される（図２（Ｄ））。中間化合物
５５の厚みは１～１０ｎｍである。μ波プラズマ処理は、μ波プラズマ処理装置の真空チ
ャンバー内に第１中間体を収容して行われる。真空チャンバー内は、窒素ガスと水素ガス
との混合雰囲気にされる。
【００２１】
μ波プラズマ処理は、発生するラジカル濃度が非常に高く、反応性が高い。即ち、周波数
が高く、常に新しい電子を加速させるため、プラズマ濃度が高く、且つ、プラズマ発生部
位から基板（第１中間体１０１）までの距離が長いため、プラズマ中のイオン・電子は再
結合消失し、化学修飾やアッシングに効果の高いラジカルだけ残る。また、μ波プラズマ
処理は、低温で化学修飾でき基板（第１中間体１０１）への損傷が低い。即ち、プラズマ
は誘電体を通過させて真空チャンバー内へ導かれるため、誘電体を通過する際にエネルギ
ーが吸収され、真空チャンバー内にマイクロ波が入ってこないため、基板上のプラズマは
電子エネルギーが低く、基板温度の上昇が抑制される。
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【００２２】
μ波プラズマ処理で、窒素ガスと水素ガスとの混合雰囲気中の水素ガス濃度は、体積比で
０．１～５％の範囲であり、圧力は２５～１００Ｐａ、ガス流量は、３００～１２００sc
cm（Ｎ2）、１０～５０sccm（Ｈ2）、マイクロ波の周波数は２．５６ＧＨｚ、投入電力は
３ＫＷ、処理時間は２０～６０秒、処理温度は１５０℃以下３０℃以上である。
【００２３】
図６は、μ波プラズマ処理による導体層の表面改質の模式図である。
図６（Ａ）に示すＣｕから成る無電解銅めっき膜の表面にはＣｕ2Ｏの酸化膜が生じてい
る。Ｎ2＋Ｈ2プラズマが加えられ、高濃度ＮＨ＊ラジカルによって、酸化膜Ｃｕ2ＯがＣ
ｕに還元し、Ｃｕ3Ｎが導入され、無電解銅めっき膜の表面にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xが
形成され、官能基が付与される（図６（Ｂ））。該Ｃｕ3ＮによりＯ2やＨ2ＯによるＣｕ
酸化を防止することで、Ｃｕとめっきレジストとの密着性を高めることができる（図６（
Ｃ））。
【００２４】
（５）中間化合物５５上にめっきレジスト組成物５４αが塗布され（図３（Ａ））、露光
・現像により所定パターンのめっきレジスト層５４が形成される（図３（Ｂ））。上述し
たように、官能基（中間化合物５５）を介して、中間化合物５５をめっきレジスト層５４
との密着性が改善される。図１（Ｃ）を参照して上述された、Ｓ１：３μｍのスペース幅
に相当する細いレジスト層が剥離しない。
【００２５】
（６）電解銅めっき処理により、銅めっきレジスト非形成部に電解銅めっき膜５６が形成
される（図３（Ｃ））。この際に、開口５３内壁の無電解銅めっき膜５２、中間化合物５
５内に電解銅めっき膜が充填され第１ビア導体６０Ａが形成され、また、無電解銅めっき
膜５２及び電解銅めっき膜５６から成る第１導体層５８Ａが上面側に形成される。第１導
体層５８Ａの厚みは１５μｍ～２０μｍである。
【００２６】
（７）銅めっきレジストが剥離される（図３（Ｄ））。電解銅めっき膜５６非形成部分の
中間化合物５５及び無電解銅めっき膜５２が除去され、第１樹脂絶縁層５０Ａ上に第１導
体層５８Ａが完成される（図４（Ａ））。
【００２７】
（８）第１導体層５８Ａの形成された第１樹脂絶縁層５０Ａ上に、該第１樹脂絶縁層と同
じ材質の第２樹脂絶縁層５０Ｂが積層される（図４（Ｂ））。
【００２８】
（９）図２（Ｂ）と同様な工程を経て開口５３Ｂが形成され、図２（Ｃ）と同様な工程を
経て、厚み１μｍの無電解銅めっき膜５２が形成され、第２中間体１０２が完成する（図
４（Ｃ））。
【００２９】
（１０）第２中間体１０２にμ波プラズマ処理が施され、無電解銅めっき膜５２の表面に
Ｃｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る中間化合物５５が形成される（図４（Ｄ））。中間化合
物５５の厚みは１～１０ｎｍである。μ波プラズマ処理は、μ波プラズマ処理装置の真空
チャンバー内で第１中間体を収容して行われる。
【００３０】
（１１）図３（Ａ）～図３（Ｄ）を参照して上述したと同様に、第２樹脂絶縁層５０Ｂ内
に第２ビア導体６０Ｂが、第２樹脂絶縁層５０Ｂ上に第２導体層５８Ｂが形成される（図
５（Ａ））。
【００３１】
（１２）第２樹脂絶縁層５０Ｂ上に、ソルダーレジスト組成物７０αが塗布され（図５（
Ｂ））、露光．現像を経て、第２導体層のパッド部７１Ｐを露出する開口７１を備えるソ
ルダーレジスト層７０が形成される（図５（Ｃ））。ここで、上述した図示しない支持板
とプリント配線板とが分離される。なお、パッド部７１Ｐ、パッド３１にＮｉ／Ａｕ膜、
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Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ膜、Ｓｎ膜等の金属膜又はＯＳＰ膜を形成することができる。
【００３２】
（１３）パッド部７１Ｐ、パッド３１に半田ボールが搭載され、リフローを経て半田バン
プ７６、７４が形成され、プリント配線板１０が完成する（図１（Ａ））。
【００３３】
プリント配線板の半田バンプ７６を介して、ＩＣチップのパッド９２が接続され、該プリ
ント配線板にＩＣチップ９０が実装される（図１（Ｂ））。
【００３４】
第１実施形態のプリント配線板の製造方法では、樹脂絶縁層５０Ａ、５０Ｂ表面、ビア用
開口５３、５３Ｂ内に無電解めっきで無電解銅めっき膜５２を形成し、無電解銅めっき膜
５２にμ波プラズマ処理を加えて該無電解銅めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成
る中間化合物５５を形成し、中間化合物５５上にめっきレジスト組成物５４αを被覆し、
露光・現像によりめっきレジストパターン５４を形成する。そして、電解めっき処理によ
り、めっきレジストパターン５４の非形成部に電解銅めっき膜５６を形成し、無電解銅め
っき膜５２、中間化合物５５、電解銅めっき膜５６から成るビア導体６０Ａ、６０Ｂ、導
体層５８Ａ、５８Ｂを形成する。無電解銅めっき膜上にＣｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）xから成る
中間化合物を形成し、中間化合物上にめっきレジストを形成し、Ｃｕ3Ｎ＋Ｃｕ（ＮＨ）x
から成る中間化合物５５はめっきレジスト層５４との密着性が高いため、ファインパター
ンにめっきレジスト層を形成でき、導体層５８Ａ、５８Ｂをファインピッチに形成するこ
とが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
上述した実施形態では、コアレスのビルドアップ積層プリント配線板を例示したが、本発
明の構成をコア基板を備えるビルドアッププリント配線板に適用することも可能である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　プリント配線板
　５０Ａ　第１樹脂絶縁層
　５０Ｂ　第２樹脂絶縁層
　５２　無電解銅めっき膜
　５５　中間化合物
　５６　電解銅めっき膜
　５８Ａ　第１導体層
　６０Ａ　ビア導体
　７０　ソルダーレジスト層
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