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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面、裏面および前記上面と前記裏面の周囲に延在する側面から成る導電パターンと、
　前記導電パターンの上部および前記上部の周囲から下方へ延在される所の上部側面を露
出し、前記導電パターン同士の間に埋められて前記上部側面から下方に位置する下方側面
を被覆する樹脂膜と、
　前記導電パターンの上面および前記上部側面に設けられた接着剤と、
　前記導電パターンの上面に設けられた前記接着剤を介して固着された回路素子と、
　前記導電パターン、前記接着剤、前記樹脂膜および前記回路素子を封止する封止樹脂と
を有する事を特徴とした回路装置。
【請求項２】
　前記接着剤は、導電性あるいは絶縁性の接着剤である請求項１記載の回路装置。
【請求項３】
　前記導電性の接着剤は、ロウ材である請求項１記載の回路装置。
【請求項４】
　前記導電パターンは、多層の配線構造を有することを特徴とする請求項１記載の回路装
置。
【請求項５】
　前記回路素子は、フリップチップで実装される半導体素子であることを特徴とする請求
項１記載の回路装置。
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【請求項６】
　上面、裏面および前記上面と前記裏面の周囲に延在する側面から成る導電パターンを形
成する工程と、
　前記導電パターンの上部および前記上部の周囲から下方へ延在される所の上部側面を露
出し、前記導電パターン同士の間に埋められ、前記上部側面から下方に位置する下方側面
を被覆する樹脂膜を形成する工程と、
　前記導電パターンの上面および前記上部側面に接着剤を設け、この接着剤に回路素子固
着する工程と、
　前記導電パターン、前記接着剤、前記樹脂膜および前記回路素子を封止樹脂で封止する
工程とを具備することを特徴とする回路装置の製造方法。
【請求項７】
　表面に分離溝を形成することにより凸状の導電パターンが設けられた導電箔を用意する
工程と、
　前記導電箔の表面を樹脂膜で被覆して、前記分離溝を被覆する前記樹脂膜の厚さを前記
導電パターンの上面を被覆する前記樹脂膜よりも厚く形成する工程と、
　前記樹脂膜を均一にエッチングすることで、前記導電パターンの上面を前記樹脂膜から
露出させる工程と、
　前記樹脂膜から露出する前記導電パターンと回路素子とを電気的に接続する工程と、
　前記回路素子が封止されるように封止樹脂を形成する工程と、
　前記導電パターン同士が分離されるまで前記導電箔の裏面を除去する工程とを具備する
ことを特徴とする回路装置の製造方法。
【請求項８】
　前記回路素子は、フェイスダウンで実装される半導体素子を含むことを特徴とする請求
項６または請求項７記載の回路装置の製造方法。
【請求項９】
　前記導電パターンの裏面は、外部電極を構成することを特徴とする請求項６または請求
項７記載の回路装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記樹脂膜の露光を行ってから、前記樹脂膜の除去を行うことを特徴とする請求項６ま
たは請求項７記載の回路装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記樹脂膜の形成は、フィルム状の前記樹脂膜を真空プレスで前記導電箔に積層させる
ことで行うことを特徴とする請求項６または請求項７記載の回路装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記樹脂膜の形成は、液状あるいは半固形状の樹脂を前記導電箔の表面に塗布すること
で行うことを特徴とする請求項６または請求項７記載の回路装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記導電パターンの側面が部分的に露出するまで、前記樹脂膜の除去を行うことを特徴
とする請求項６または請求項７記載の回路装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路装置およびその製造方法に関し、特に、導電パターンの露出部の位置精
度を高めることができる回路装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子機器にセットされる回路装置は、携帯電話、携帯用のコンピューター等に採
用されるため、小型化、薄型化、軽量化が求められている。
【０００３】
　例えば、回路装置として半導体装置を例にして述べると、最近ではＣＳＰ（チップサイ
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ズパッケージ）と呼ばれる、チップのサイズと同等の大きさの回路装置が開発されている
。
【０００４】
　しかしながら、一般的なＣＳＰは、ガラスエポキシ基板をインターポーザとして用いて
おり、このことがＣＳＰの小型化および薄型化を阻害していた。この問題を解決すべく本
出願人は、図１３と図１４に示すような実装基板を不要にした回路装置の製造方法を開発
した（例えば、特許文献１を参照）。
【０００５】
　図１３および図１４を参照して、上記した回路装置の製造方法を説明する。図１３（Ａ
）を参照して、導電箔１１０を用意してその表面にエッチングレジスト１１１を所望の形
状にパターンニングする。次に、図１３（Ｂ）を参照して、ハーフエッチングを行うこと
により導電箔１０の表面に分離溝１１２を形成する。次に、図１３（Ｃ）を参照して、エ
ッチングレジスト１１１を剥離した後に、導電箔の表面に樹脂膜１１５を塗布する。次に
、図１３（Ｄ）を参照して、導電パターン１１３の表面に開口部１３０を形成する。この
開口部１３０の形成は、レーザーまたはリソグラフィ工程等の除去方法により行うことが
出来る。ここでは、開口部１３０を形成する際の誤差が考慮されて、開口部１３０の周辺
部と導電パターン１１３の周辺部とは所定の距離αにより離間されている。
【０００６】
　図１４（Ａ）を参照して、半導体素子１１６およびチップ素子１１７を、導電パターン
１１３に電気的に接続してから、封止樹脂１２０の形成を行う。続いて、図１４（Ｂ）を
参照して、導電箔１１０の裏面を除去することにより、各導電パターン１１３を電気的に
分離する。続いて、図１４（Ｃ）を参照して、導電パターン１１３の裏面に外部電極１２
１を形成して、被覆樹脂１２２を形成する。以上の工程で従来型の回路装置を形成するこ
とが出来る。
【特許文献１】特開２００３－１５５５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した回路装置およびその製造方法は以下のような問題を有していた
。
【０００８】
　図１３（Ｄ）を参照して、開口部１３０を形成する際の誤差を考慮した冗長設計を行っ
ていたために、平面的な導電パターン１１３の大きさは必要以上に大きく形成されていた
。このことが、回路装置全体の大型化を招いていた。更に、正確な位置に開口部１３０を
形成するためには、精度が高い高価な露光機やレーザー照射器が必要とされる。このこと
が製造コストを押し上げていた。
【０００９】
　更に、樹脂膜１１５の開口部に、チップ素子１１７等を接着させるための接着剤が形成
されていたので、接着剤の形状が括れを有する形状と成っていた。このことが、熱応力に
対する信頼性を阻害していた。
【００１０】
　本発明は上記した問題を鑑みて成されたものであり、本発明の主な目的は、低コストで
導電パターンの位置精度が高い回路装置およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の回路装置は、導電パターンと、前記導電パターンと電気的に接続された回路素
子と、前記導電パターン同士の間に形成されて前記導電パターンの側面を被覆する樹脂膜
と、前記導電導電パターンの上面および側面に接触して前記回路素子を前記回路素子と固
着させる接着剤と、前記回路素子を封止する封止樹脂とを具備することを特徴とする。
【００１２】
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　更に本発明の回路装置は、前記接着剤は、導電性あるいは絶縁性の接着剤であることを
特徴とする。
【００１３】
　更に本発明の回路装置は、前記接着剤の側面は、滑らかな曲面を描くことを特徴とする
置。
【００１４】
　更に本発明の回路装置は、前記導電パターンは、多層の配線構造を有することを特徴と
する。
【００１５】
　更に本発明の回路装置は、前記回路素子は、フリップチップで実装される半導体素子で
あることを特徴とする。
【００１６】
　本発明の回路装置の製造方法は、導電パターンを構成する工程と、前記導電パターンが
被覆されるように樹脂膜を形成する工程と、前記樹脂膜から前記導電パターンの上面を露
出させる工程と、前記導電パターンに接着剤を介して回路素子を電気的に接続する工程と
、前記回路素子を被覆する工程とを具備することを特徴とする。
【００１７】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、導電箔を用意する工程と、前記導電箔の表面に分
離溝を形成することにより導電パターンを凸状に形成する工程と、前記導電箔の表面を樹
脂膜で被覆して、前記分離溝を被覆する前記樹脂膜の厚さを前記導電パターンの上面を被
覆する前記樹脂膜よりも厚く形成する工程と、前記樹脂膜を除去することにより前記導電
パターンの上面を前記樹脂膜から露出させる工程と、前記樹脂膜から露出する前記導電パ
ターンと回路素子とを電気的に接続する工程と、前記回路素子が封止されるように封止樹
脂を形成する工程と、前記導電パターン同士が分離されるまで前記導電箔の裏面を除去す
る工程とを具備することを特徴とする。
【００１８】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記樹脂膜を均一にエッチングすることで、前記
導電パターンの上面を前記樹脂膜から露出させることを特徴とする。
【００１９】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記回路素子は、フェイスダウンで実装される半
導体素子を含むことを特徴とする。
【００２０】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記導電パターンの裏面は、外部電極を構成する
ことを特徴とする。
【００２１】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記樹脂膜の露光を行ってから、前記樹脂膜の除
去を行うことを特徴とする。
【００２２】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記樹脂膜の形成は、フィルム状の前記樹脂膜を
真空プレスで前記導電箔に積層させることで行うことを特徴とする。
【００２３】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記樹脂膜の形成は、液状あるいは半固形状の樹
脂を前記導電箔の表面に塗布することで行うことを特徴とする。
【００２４】
　更に本発明の回路装置の製造方法は、前記導電パターンの側面が部分的に露出するまで
、前記樹脂膜の除去を行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の回路装置によれは、接着剤の側面を滑らかな曲面の形状に形成することが可能
なため、この接着剤の熱応力に対する信頼性を向上させることが可能となる。
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【００２６】
　本発明の回路装置の製造方法によれば、従来のような露出部の形成を省いて導電パター
ンを部分的に露出させることが出来る。従って、露出する部分の導電パターンの位置精度
を飛躍的に向上させることができる。更に、露光機やレーザー照射器を用いないで、導電
パターンを部分的に露出させることが出来る。このことから、回路装置の製造に斯かるコ
ストを低減させることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
＜第1の実施の形態＞
　図１から図５を参照して本形態の回路装置の製造方法を説明する。本形態の回路装置の
製造方法では、導電箔１０を用意する工程と、導電箔１０の表面に分離溝１２を形成する
ことにより導電パターン１３を凸状に形成する工程と、導電箔１０の表面を樹脂膜１５で
被覆して、分離溝１２を被覆する樹脂膜１５の厚さを導電パターン１３の上面を被覆する
樹脂膜１５よりも厚く形成する工程と、樹脂膜１５を除去することにより前記導電パター
ンの上面を樹脂膜１５から露出させる工程と、樹脂膜１５から露出する導電パターン１３
と回路素子とを電気的に接続する工程と、回路素子が封止されるように封止樹脂２０を形
成する工程と、導電パターン１３同士が分離されるまで導電箔１０の裏面を除去する工程
を具備する。以下では、上述した回路素子の一例として、半導体素子１６とチップ素子１
７との組み合わせを採用している。このような各工程を以下にて詳述する。
【００２８】
　本形態の第１の工程は、図１に示すように、導電箔１０を用意して、導電箔１０の表面
に分離溝１２を形成することにより導電パターン１３を凸状に形成することにある。
【００２９】
　本工程では、まず図１（Ａ）の如く、シート状の導電箔１０を用意する。この導電箔１
０は、ロウ材の付着性、ボンディング性、メッキ性が考慮されてその材料が選択され、材
料としては、Ｃｕを主材料とした導電箔、Ａｌを主材料とした導電箔またはＦｅ－Ｎｉ等
の合金から成る導電箔等が採用される。導電箔の厚さは、後のエッチングを考慮すると１
０μｍ～３００μｍ程度が好ましい。
【００３０】
　続いて、導電箔１０の表面に、耐エッチングマスクであるエッチングレジスト１１を形
成し、導電パターン１３となる領域を除いた導電箔１０が露出するようにエッチングレジ
スト１１をパターニングする。
【００３１】
　更に、図１（Ｂ）を参照して、エッチングを行うことにより分離溝１２を形成する。エ
ッチングにより形成された分離溝１２の深さは、例えば５０μｍであり、その側面は、粗
面となるため後の工程で封止樹脂２０や樹脂膜１５との接着性が向上される。ここで使用
するエッチャントは、塩化第二鉄または塩化第二銅が主に採用され、導電箔１０は、この
エッチャントの中にディッピングされるか、このエッチャントでシャワーリングされる。
ここでウェットエッチングは、一般に非異方性にエッチングされるため、側面は湾曲構造
になる。また、図１（Ｃ）を参照して、エッチングが終了した後に、エッチングレジスト
１１は剥離されて除去される。
【００３２】
　本形態の第２の工程は、図２に示すように、導電箔１０の表面を樹脂膜１５で被覆して
、分離溝１２を被覆する樹脂膜１５の厚さを導電パターン１３の上面を被覆する樹脂膜１
５よりも厚く形成することにある。
【００３３】
　導電箔１０の表面に樹脂膜１５を形成する方法は２つの方法が考えられる。第１の方法
は、シート状の樹脂シート１４を導電箔１０の表面に密着させることで、樹脂膜１５の形
成を行う方法である。第２の方法は、液状または半固形状の樹脂材料を導電箔１０の表面
に塗布した後に、その樹脂材料を硬化させることで、樹脂膜１５の形成を行う方法である
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。どちらの方法でも樹脂膜１５を形成することは可能であるが、ここでは樹脂シート１４
を用いた方法を説明する。
【００３４】
　図２（Ａ）を参照して、導電箔１０の表面に樹脂シート１４を圧着させる。具体的には
、交互に積層された導電箔１０と樹脂シート１４とを、上下方向から加圧することにより
両者を密着させる。この密着は、真空に近い雰囲気でプレスを行う真空プレスにより行っ
ても良い。また、樹脂膜１５の形成が終了した後に、露光または加熱を行うことにより、
樹脂の硬化や安定化を行っても良い。
【００３５】
　図２（Ｂ）を参照して、上記方法により樹脂膜１５がその表面に形成された導電箔１０
の断面を説明する。ここでは、分離溝１２も含めた導電箔１０の表面の実質全域が樹脂膜
１５により被覆されている。
【００３６】
　図２（Ｃ）を参照して、形成された樹脂膜１５の詳細を説明する。分離溝１２の箇所に
形成される樹脂膜１５の厚さは、導電パターン１３の上面を被覆する樹脂膜１５よりも厚
く形成される。更に、分離溝１２の下部を被覆する樹脂膜１５の厚さを、分離溝１２上部
を被覆する樹脂膜１５よりも厚く形成しても良い。上記した樹脂シート１３を用いた方法
でも、液状の樹脂材を用いた方法でも、このように分離溝１２の箇所に形成される樹脂膜
１５を厚く形成することができる。樹脂シート１３を用いた樹脂膜１５の形成方法では、
樹脂シート１４が加圧されることにより、樹脂材が分離溝１２の箇所に集中することで、
分離溝１２を被覆する樹脂膜１５が厚く形成される。また、液状の樹脂材を用いた方法で
は、分離溝１２の箇所に優先的に樹脂材が行き渡ることで、分離溝１２を被覆する樹脂膜
１５は厚く形成される。
【００３７】
　本形態の第３の工程は、樹脂膜１５を除去することにより前記導電パターンの上面を樹
脂膜１５から露出させることにある。
【００３８】
　具体的には図３（Ａ）を参照して、導電箔１０の表面に形成された樹脂膜１５の実質全
面的な除去を行うことにより、導電パターン１３の上面を樹脂膜１５から露出させる。こ
こでは、レーザーやリソグラフィ工程を用いずに、全面的な樹脂膜１５のエッチングを行
うことにより、導電パターン１３の上面を樹脂膜１５から露出させている。上述したよう
に、導電パターン１３の上面を被覆する樹脂膜１５は、分離溝１２を被覆する樹脂膜１５
よりも薄く形成されている。従って、マスク無しで一様に樹脂膜１５のエッチングを行っ
た場合は、樹脂膜１５が薄く形成されている導電パターン１３の上面が優先的に露出する
。本形態では、導電パターン１３の上面が露出した時点で、樹脂膜１５のエッチングをス
トップさせている。このことで、分離溝１２の領域には樹脂膜１５を残存させて、導電パ
ターン１３の上面を樹脂膜１５から露出させることが可能となる。樹脂膜１５をエッチン
グするエッチャントとしては、樹脂膜１５には化学的に反応して、導電箔１０の材料には
反応しない化学薬品が採用される。具体的には、強アルカリ性の薬品をこのエッチャント
として採用することができる。
【００３９】
　図３（Ｂ）を参照して、導電パターン１３の露出を行った後の断面を説明する。樹脂膜
１５のエッチングを行うことで、導電パターン１３の上面が露出されると共に、分離溝１
２の上部側面も樹脂膜１５から露出させても良い。このように分離溝１２の上部側面を樹
脂膜１５から露出するまでエッチングを行うことで、エッチングの進行にバラツキが有っ
た場合でも、導電パターン１３上面の露出を確実に行うことができる。
【００４０】
　本形態の第４の工程は、図４に示すように、樹脂膜１５から露出する導電パターン１３
と回路素子とを電気的に接続することにある。
【００４１】
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　図４（Ａ）を参照して、ここでは、回路素子の一例として半導体素子１６とチップ素子
１７とが採用されている。半導体素子１６はロウ材１８を介して導電パターン１３の上面
に固着され、金属細線１９を介して半導体素子１６と導電パターン１３とは電気的に接続
される。チップ素子１７の両端の電極は、ロウ材１８を介して導電パターン１３に固着さ
れている。ここでは、回路素子としては、受動素子と能動素子とを全般的に採用すること
ができる。また、樹脂封止型のパッケージまたはＣＳＰを回路素子として採用することが
可能である。
【００４２】
　図４（Ｂ）を参照して、ロウ材１８を介して接続されるチップ素子１７の実装構造を説
明する。ロウ材１８は、導電パターン１３の上面および側面の一部分を被覆するように形
成されている。また、ロウ材１８の側面は連続して滑らかな曲面を呈している。従来例と
比較すると、図１３（Ｄ）に示される開口部１３０のような段差が無いことから、本形態
のロウ材１８の側面の形状は滑らかに形成される。ロウ材１８の側面が滑らかに形成され
ることにより、ロウ材１８の熱応力に対する強度を向上させることが出来る。また、ロウ
材１８が導電パターン１３の側面部を部分的に覆うことによって、ロウ材１８と導電パタ
ーン１３との接続強度を向上させることが出来る。更に、分離溝１２は、樹脂膜１５によ
り覆われているので、ロウ材１８が過度に広がることによる導電パターン１３同士の短絡
は抑止される。
【００４３】
　本形態の第５の工程は、図５に示すように、回路素子が封止されるように封止樹脂２０
を形成して、導電パターン１３同士が分離されるまで導電箔１０の裏面を除去することに
ある。
【００４４】
　図５（Ａ）を参照して、封止樹脂２０は回路素子および複数の導電パターン１３を被覆
し、導電パターン１３間の分離溝１２には封止樹脂２０が充填される。そして封止樹脂２
０により導電パターン１３が支持されている。本工程では、トランスファーモールド、イ
ンジェクションモールド、またはディッピングにより実現できる。樹脂材料としては、エ
ポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂がトランスファーモールドで実現でき、ポリイミド樹脂、ポ
リフェニレンサルファイド等の熱可塑性樹脂はインジェクションモールドで実現できる。
【００４５】
　本工程の利点は、封止樹脂２０を被覆するまでは、導電パターン１３となる導電箔１０
が支持基板となることである。従来では、本来必要としない支持基板を採用して導電路を
形成しているが、本形態では、支持基板となる導電箔１０は、電極材料として必要な材料
である。そのため、構成材料を極力省いて作業できるメリットを有し、コストの低下も実
現できる。
【００４６】
　図５（Ｂ）を参照して、分離溝１２に充填された封止樹脂２０が露出するまで導電箔１
０の裏面を除去して、各導電パターン１３の分離を行う。本工程は、導電箔１０の裏面を
化学的および／または物理的に除き、導電パターン１３として分離するものである。この
工程は、研磨、研削、エッチング、レーザの金属蒸発等により施される。
【００４７】
　図５（Ｃ）を参照して、封止樹脂２０から露出する導電パターン１３の裏面を被覆樹脂
２２で被覆し、所望の箇所に外部電極２１を形成する。また、マトリックス状に形成され
た各回路装置の境界部の封止樹脂２０をダイシングライン２３でダイシングすることによ
り、個別の回路装置に分割する。上記工程を経て、本形態に斯かる回路装置が製造される
。
【００４８】
　＜第２の実施の形態＞
　本形態では、図６と図７を参照して、内蔵される回路素子としてフェイスダウンの半導
体素子を採用した場合の回路装置の製造方法を説明する。本形態の回路装置の基本的な製
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造方法は上述した第1の実施の形態と同様であるので、相違点を中心に以下の説明は行う
。
【００４９】
　先ず、図６（Ａ）および図６（Ｂ）を参照して、導電箔１０の表面に分離溝１２を形成
することにより導電パターン１３を凸状に形成する。ここでは、導電パターン１３は、フ
ェイスダウンで配置される素子との接続パッドを主に形成する。分離溝１２の形成が終了
した後は、エッチングレジスト１１は剥離する。
【００５０】
　次に、図６（Ｃ）を参照して、樹脂膜１５を導電箔１０の表面に形成して、樹脂膜１５
のエッチングを行うことにより、樹脂膜１５から導電パターン１３の上面を露出させる。
この方法の詳細は、第１の実施の形態と同様である。
【００５１】
　次に、図６（Ｄ）を参照して、半導体素子２４をフェイスダウンで配置する。半導体素
子の電極と導電パターン１３とは、ロウ材１８を介して電気的に接続される。ここでも、
ロウ材１８の側面は連続して滑らかな曲面となるので、熱応力に対するロウ材１８の強度
は強い。更に、上述したように、導電パターン１３の位置精度が非常に高いので、ファイ
ンピッチの多数個の端子を有する半導体素子２４にも対応することが出来る。半導体素子
２４の固着が終了した後に、半導体素子２４の下方に樹脂から成るアンダーフィル材を充
填しても良い。更に、図７（Ａ）を参照して、封止樹脂２０による半導体素子２４の被覆
を行う。
【００５２】
　次に、図７（Ｂ）を参照して、各導電パターン１３が分離されるまで導電箔１０の裏面
を除去する。ここでは、導電箔１０の裏面に選択的にエッチングレジスト２５を形成して
、エッチングを行っている。本工程のエッチングを行うことにより分離される導電パター
ン１３の裏面の露出面は、回路装置の実装を行うためのロウ材が付着される電極を形成す
る。従って、樹脂膜１５から露出する導電パターン１３の上面の面積よりも、装置の外部
に露出する導電パターン１３の下面の面積の方が大きい。
【００５３】
　次に、図７（Ｃ）を参照して、裏面に露出する導電パターン１３を被覆樹脂２２で部分
的に被覆して、導電パターン１３の裏面にロウ材から成る外部電極２１を形成する。以上
の工程で、フェイスダウンで配置される半導体素子２４を内蔵する回路装置が製造される
。
【００５４】
　＜第３の実施の形態＞
　本形態では、上述した実施の形態で製造可能な回路装置の一例を説明する。図８（Ａ）
は回路装置９の平面図であり、図８（Ｂ）はその断面図である。この図に示す回路装置９
では、複数個の回路素子が内蔵され、各々が金属細線１９または導電パターン１３を介し
て電気的に接続されている。
【００５５】
　導電パターン１３は裏面を露出させて封止樹脂２０に埋め込まれた構造になっており、
分離溝１２により電気的に分離されている。また、外部に露出する導電パターン１３の裏
面には半田等のロウ材から成る外部電極２１が設けられている。更に、装置の裏面で外部
電極２１が設けられない箇所は、被覆樹脂２２で被覆されている。
【００５６】
　図８（Ａ）を参照して、導電パターン１３の平面的な形状を更に説明する。同図では、
導電パターンの上面１３Ａを実線で示し、導電パターンの下面１３Ｂを点線で示している
。導電パターンの上面１３Ａは、回路素子が実装されるダイパッドの領域と、金属細線が
接続するボンディングパッドの領域を形成している。上述したように本願の導電パターン
１３の位置精度は非常に高い。従って、導電パターン１３の平面的位置がずれてしまうこ
とによる導電パターン１３同士の短絡を防止することが出来る。
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【００５７】
　回路素子としては、半導体素子１６およびチップ部品１７が採用される。これらの回路
素子は、導電パターン１３から成るアイランド上に固着されている。
【００５８】
　封止樹脂２０は、導電パターン１３および導電パターン１３の裏面を露出させて回路素
子、金属細線１９および導電パターン１３を被覆している。封止樹脂２０としては、熱硬
化性樹脂または熱可塑性樹脂を全般的に採用することができる。また、各導電パターン１
３を分離する分離溝１２には封止樹脂２０が充填されている。更に、本形態の回路装置１
０Ａは、封止樹脂２０により全体が支持されている。
【００５９】
　本形態では、導電パターンの上面１３Ａと導電パターンの下面１３Ｂとの平面的形状を
異ならせることができる。従って、一つの導電パターン１３に複数の導電パターンの上面
１３Ａを形成することができる。このことから、より複雑な電気回路を回路装置９に内蔵
させることが出来る。
【００６０】
　＜第４の実施の形態＞
　本実施の形態では、多層の配線構造を有する回路装置の構成および製造方法を説明する
。本形態でも、露光マスクを用いた露光の工程を省いて、導電パターンの露出を行ってい
る。各工程の詳細を以下にて説明する。
【００６１】
　本形態の第１の工程は、図９（Ａ）に示すように、第１の導電膜４０と第２の導電膜４
１を絶縁樹脂４２に接着した絶縁樹脂シートを準備することにある。
【００６２】
　絶縁樹脂シートの表面は、実質全域に第１の導電膜４０が形成され、裏面にも実質全域
に第２の導電膜４１が形成されるものである。また絶縁樹脂４２の材料は、ポリイミド樹
脂またはエポキシ樹脂等の高分子から成る絶縁材料で成る。また、第１の導電膜４０およ
び第２の導電膜４１は、好ましくは、Ｃｕを主材料とするもの、または公知のリードフレ
ームの材料であり、メッキ法、蒸着法またはスパッタ法で絶縁樹脂４２に被覆されたり、
圧延法やメッキ法により形成された金属箔が貼着されても良い。
【００６３】
　また絶縁樹脂シートは、キャスティング法で形成されても良い。以下に簡単にその製造
方法を述べる。まず平膜状の第１の導電膜４０の上に糊状のポリイミド樹脂を塗布し、ま
た平膜状の第２の導電膜４１の上にも糊状のポリイミド樹脂を塗布する。そして両者のポ
リイミド樹脂を半硬化させた後に貼り合わせると絶縁樹脂シートができあがる。
【００６４】
　絶縁樹脂４２は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂等が好ましい。ペースト状のものを塗
ってシートとするキャスティング法の場合、その膜厚は、１０μｍ～１００μｍ程度であ
る。またシートとして形成する場合、市販のものは２５μｍが最小の膜厚である。また熱
伝導性が考慮され、中にフィラーが混入されても良い。
【００６５】
　本形態の第２の工程は、図９（Ｂ）および図９（Ｃ）に示す如く、絶縁樹脂シートの所
望個所に第１の導電膜４０および絶縁樹脂４２に貫通孔５２を形成し、第２の導電膜４１
を選択的に露出することにある。
【００６６】
　先ず、図９（Ｂ）に示すように第1の導電箔４０の表面にホトレジスト５０を全面的に
塗布した後に、パターニングを行って第1の導電箔４０を部分的に露出される。具体的に
は、二つの導電箔を電気的に接続する部分が露出されるようにホトレジスト５０のパター
ニングを行う。
【００６７】
　続いて、図９（Ｃ）に示す如く、このホトレジストを介して第１の導電膜４０をエッチ
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ングする。第１の導電膜４０はＣｕを主材料とするものであるので、エッチング液は、塩
化第２鉄または塩化第２銅を用いてケミカルエッチングを行う。貫通孔５２の開口径は、
ホトリソグラフィーの解像度により変化するが、ここでは５０～１００μｍ程度である。
【００６８】
　次に、図９（Ｄ）を参照して、ホトレジストを取り除いた後、第１の導電膜４０をマス
クにして、レーザーにより貫通孔５２の真下の絶縁樹脂４２を取り除き、貫通孔５２の底
に第２の導電膜４１の裏面を露出させる。レーザーとしては、炭酸ガスレーザーが好まし
い。またレーザーで絶縁樹脂を蒸発させた後、開口部の底部に残査がある場合は、過マン
ガン酸ソーダまたは過硫酸アンモニウム等でウェットエッチングし、この残査を取り除く
。
【００６９】
　本形態の第３の工程は、図１０（Ａ）に示す如く、貫通孔５２に接続手段４６を形成し
、第１の導電膜４０と第２の導電膜４１を電気的に接続することにある。
【００７０】
　貫通孔５２を含む第１の導電膜４０全面に第２の導電膜４１と第１の導電膜４０の電気
的接続を行う接続手段４６であるメッキ膜を形成する。このメッキ膜は無電解メッキと電
解メッキの両方で形成され、ここでは、無電解メッキにより約２μｍのＣｕを少なくとも
貫通孔５２を含む第１の導電膜４０全面に形成する。これにより第１の導電膜４０と第２
の導電膜４１が電気的に導通するため、再度この第１および第２導電膜４０，４１を電極
にして電解メッキを行い、約２０μｍのＣｕをメッキする。これにより貫通孔５２はＣｕ
で埋め込まれ、接続手段４６が形成される。
【００７１】
　本形態の第４の工程は、図１０（Ｂ）から図１０（Ｄ）に示す如く、第１の導電膜４０
、および第２の導電膜４１を所望のパターンにエッチングして第１の導電パターン４３、
第２の導電パターン４４を形成することにある。
【００７２】
　第１の導電膜４０上および第２の導電箔４１の表面に所望のパターンのホトレジスト５
０で被覆し、ケミカルエッチングによりパターニングを行う。導電膜はＣｕを主材料とす
るものであるので、エッチング液は、塩化第２鉄または塩化第２銅を用いれば良い。
【００７３】
　本形態の第５の工程は、図１１を参照して、第1の導電パターン４３を樹脂膜４８で被
覆してから、第1の導電パターン４３の表面を樹脂膜４３から露出させることにある。
【００７４】
　先ず、図１１（Ａ）を参照して、第1の導電パターン４３が被覆されるように樹脂膜４
８を形成する。この樹脂膜４８の形成は、液化した状態の樹脂膜の塗布あるいは、シート
状の樹脂膜の積層により行うことが科可能である。積層により樹脂膜４８の形成を行う場
合は、図２を参照して説明した方法と同様の方法で行うことが出来る。本形態でも、第1
の導電パターン４３の上面を被覆する樹脂膜４８の厚みは、絶縁樹脂４２を直に被覆する
樹脂膜４８よりも薄くなる。
【００７５】
　次に、図１１（Ｂ）を参照して、樹脂膜４８の表面を全面的にエッチングを行うことで
、第1の導電パターン４３の上面を露出させる。本工程では、露光マスクを用いずに樹脂
膜４８のエッチングを行うので、露光を省いた簡素化された方法でパターンの上面を露出
させることが可能となる。また、露光マスクを省いた方法であることから、このマスクの
合わせ精度を無視して全体の設計を行うことが可能となる。従って、パターン密度を向上
させることが出来る。また、第1の導電パターン４３の上面を確実に露出させるために、
第1の導電パターン４３の側面が部分的に露出するまで、樹脂膜４８のエッチングを行っ
ても良い。
【００７６】
　本形態の第６の工程は、図１２に示す如く、回路素子４５の固着を行って更にその封止
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を行うことに有る。
【００７７】
　先ず、図１２（Ａ）を参照して、第１の導電パターン４３上に回路素子４５を固着する
。ここでは、第1のパターン４３の表面に回路素子を固着して、必要に応じてボンディン
グワイヤー１９による電気的接続を行う。回路素子４５としては、能動素子および受動素
子の両方を全面的に採用することが出来る。
【００７８】
　次に、図１２（Ｂ）を参照して、回路素子４５およびボンディングワイヤー１９が被覆
されるように封止樹脂４７による封止を行う。更に、図１２（Ｃ）に示すように裏面から
露出する第２の導電パターン４４の裏面処理を行う。具体的には、外部電極５３が形成さ
れる箇所を除いて半田レジスト５５による被覆を行う。更に、半田電極である外部電極５
３の形成を行って、多層配線を有する回路装置が完成する。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【図２】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【図３】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｂ）である。
【図４】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｂ）である。
【図５】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【図６】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｄ）である。
【図７】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【図８】本発明の回路装置の製造方法により製造される回路装置の一例を説明する平面図
（Ａ）、断面図（Ｂ）である。
【図９】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｄ）である。
【図１０】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｄ）である。
【図１１】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｂ）である。
【図１２】本発明の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【図１３】従来の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｄ）である。
【図１４】従来の回路装置の製造方法を説明する断面図（Ａ）－（Ｃ）である。
【符号の説明】
【００８０】
　　　　　９　　　　　　　回路装置
　　　　　１０　　　　　　導電箔
　　　　　１１　　　　　　エッチングレジスト
　　　　　１２　　　　　　分離溝
　　　　　１３　　　　　　導電パターン
　　　　　１４　　　　　　樹脂シート
　　　　　１５　　　　　　樹脂膜
　　　　　１６　　　　　　半導体素子
　　　　　１７　　　　　　チップ素子
　　　　　１８　　　　　　ロウ材
　　　　　１９　　　　　　金属細線
　　　　　２０　　　　　　封止樹脂
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