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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個の電子部品を一対として、前記電子部品
の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品と、前記電極端子の表面を露出させる
形状に前記接合電子部品を埋設した第１の樹脂シートと、前記第１の樹脂シートの両表面
に露出させた前記電極端子にそれぞれ接続する配線層と、前記第１の樹脂シートの両表面
に形成された前記配線層間を接続する貫通導体部とを有する第１のモジュールユニットを
複数積層し、積層する前記第１のモジュールユニット同士はそれぞれの前記貫通導体部を
介して前記配線層間が接続されている多層電子回路モジュールであって、
前記多層電子回路モジュールは折り曲げ部を有し、前記折り曲げ部の厚みは前記折り曲げ
部以外の厚みより薄いことを特徴とする多層電子回路モジュール。
【請求項２】
少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個の電子部品を一対として、前記電子部品
の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品、前記電極端子の表面を露出させる形
状に前記接合電子部品を埋設した第１の樹脂シート、前記第１の樹脂シートの両表面に露
出させた前記電極端子にそれぞれ接続する配線層および前記第１の樹脂シートの両表面に
形成された前記配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモジュールユニットと、
少なくとも一方の面に電極端子が形成された平板状電子部品および前記電極端子の表面を
露出させる形状に前記平板状電子部品を埋設した第２の樹脂シートを有する第２のモジュ
ールユニットとをそれぞれ少なくとも一層積層し、
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積層する前記第１のモジュールユニットと前記第２のモジュールユニットとは前記貫通導
体部を介して接続されている多層電子回路モジュールであって、
前記多層電子回路モジュールは折り曲げ部を有し、前記折り曲げ部の厚みは前記折り曲げ
部以外の厚みより薄いことを特徴とする多層電子回路モジュール。
【請求項３】
前記折り曲げ部は前記多層電子回路モジュールの端部に位置し、前記折り曲げ部に外部機
器と接続するための端子部を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の多
層電子回路モジュール。
【請求項４】
前記貫通導体部は前記接合電子部品よりも軟質の導電体材料からなることを特徴とする請
求項１～請求項３のいずれか１項に記載の多層電子回路モジュール。
【請求項５】
少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個の電子部品を一対として、前記電子部品
の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品を形成する接合電子部品形成工程と、
樹脂シートを予め設定した温度に加熱して予め設定した位置に配置した前記接合電子部品
を加圧して、前記電極端子の表面を露出させる形状に前記接合電子部品を前記樹脂シート
中に埋設する埋設工程と、
前記樹脂シートの両表面に露出させた前記電極端子にそれぞれ接続される配線層を形成す
る配線層形成工程と
を備えた電子回路モジュールの製造方法であって、
前記埋設工程において、前記接合電子部品の厚みでかつ前記接合電子部品より軟質な導電
体材料を同時に埋め込み、その両端部を前記樹脂シートの表面に露出させて貫通導体部を
形成することを特徴とする電子回路モジュールの製造方法。
【請求項６】
少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個の電子部品を一対として、前記電子部品
の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品、前記電極端子の表面を露出させる形
状に前記接合電子部品を埋設した第１の樹脂シート、前記第１の樹脂シートの両表面に露
出させた前記電極端子にそれぞれ接続する配線層および前記第１の樹脂シートの両表面に
形成された前記配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモジュールユニットを形成
する工程と、
前記第１のモジュールユニットを複数用意し、前記第１のモジュールユニット同士は予め
設定した位置に前記配線層および前記貫通導体部を位置合わせして積層した後、前記第１
の樹脂シート同士を軟化させるまで加熱し、加圧して接着一体化するとともに、前記貫通
導体部を介して前記配線層間を接続する工程と
を備えた多層電子回路モジュールの製造方法であって、
前記接合電子部品を前記第１の樹脂シートに埋設する際に、前記接合電子部品より軟質な
導電体材料を同時に埋め込み、その両端部を前記第１の樹脂シートの表面に露出させて前
記貫通導体部を形成することを特徴とする多層電子回路モジュールの製造方法。
【請求項７】
少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個の電子部品を一対として、前記電子部品
の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品、前記電極端子の表面を露出させる形
状に前記接合電子部品を埋設した第１の樹脂シート、前記第１の樹脂シートの両表面に露
出させた前記電極端子にそれぞれ接続する配線層および前記第１の樹脂シートの両表面に
形成された前記配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモジュールユニットを形成
する工程と、
少なくとも一方の面に電極端子が形成された平板状電子部品および前記電極端子の表面を
露出させる形状に前記平板状電子部品を埋設した第２の樹脂シートを有する第２のモジュ
ールユニットを形成する工程と、
前記第１のモジュールユニットおよび前記第２のモジュールユニットをそれぞれ少なくと
も一層用意し、前記第１のモジュールユニットと前記第２のモジュールユニットとは予め
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設定した位置に前記配線層を位置合わせして積層した後、前記第１の樹脂シートと前記第
２の樹脂シートとを軟化させるまで加熱し、加圧して接着一体化するとともに、前記貫通
導体部を介して接続する工程と
を備えた多層電子回路モジュールの製造方法であって、
前記接合電子部品を前記第１の樹脂シートに埋設する際に、前記接合電子部品より軟質な
導電体材料を同時に埋め込み、その両端部を前記第１の樹脂シートの表面に露出させて前
記貫通導体部を形成することを特徴とする多層電子回路モジュールの製造方法。
【請求項８】
前記接合電子部品は半導体メモリからなり、２枚のウエハのそれぞれのメモリ素子同士を
位置合わせし、前記電極端子形成面とは反対面同士を接着した後、一括して切断して形成
することを特徴とする請求項６または請求項７に記載の多層電子回路モジュールの製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子回路モジュールと多層電子回路モジュールおよびそれらの製造方法に関
し、特に複数個のメモリーチップを多段に重ねるスタックＩＣモジュール、メモリーカー
ドや、複数の半導体素子、コンデンサ、抵抗等を１つの基板に実装したマルチチップモジ
ュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、チップ部品等の小型の電子部品を樹脂基板上に搭載して形成される部品搭載基板
は、各種の電子機器において広く使用されている。また、近年の各種電子機器に対する小
型軽量化の要請によって、これらの部品搭載基板はより小型で、かつより多くの電子部品
や素子を高密度に搭載することが強く望まれている。
【０００３】
　そこで電子部品の実装密度を向上させる方法として、特許文献１には電子部品を内蔵し
た樹脂基板を積層する方法が示されている。図２３は、その積層樹脂基板の断面図である
。この積層樹脂基板１は、３つの部品内蔵基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃを厚み方向に重ね合わせ
た三層構造となっている。
【０００４】
　この各部品内蔵基板１Ａ、１Ｂ、１Ｃは、導通性貫通孔であるスルーホール２Ａを有す
るシート状の樹脂基板２に、半導体素子等の平板状電子部品３およびコンデンサ等の小型
電子部品４を、加熱加圧して埋め込み形成される。また配線層５が、樹脂基板２の表面に
露出した平板状電子部品３の片面の電極端子３Ａ、および小型電子部品４の電極端子４Ａ
と接続するように形成されている。そして、このような構成の部品内蔵基板１Ａ、１Ｂ、
１Ｃを重ね合わせて結合させ、スルーホール２Ａにより互いに電気的に導通させることに
より、積層樹脂基板１は形成されている。
【特許文献１】特開２００２－２８０７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、樹脂基板内に電子部品を内蔵するには、シート状の樹脂基板に電子部
品を加熱加圧して埋め込んでいる。このとき、電子部品には大きな押圧力が加わるが、電
子部品はこの押圧時の押圧力に耐えるだけの強度が必要である。
【０００６】
　一方、積層樹脂基板を更に薄型化するためには、樹脂基板内に実装する電子部品をより
薄いものにする必要がある。しかし、電子部品を更に薄くすれば、上述のように樹脂基板
内に電子部品を押圧し、埋設する際に加わる大きな押圧力によって、電子部品にひび割れ
や破損、または特性変動等の損傷を受ける可能性が高くなるという課題があった。



(4) JP 4285309 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

【０００７】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、樹脂基板内に実装される電子部品
を薄くしても、樹脂基板内に押圧し、埋設される際に加わる押圧力によって電子部品が損
傷を受けることを少なくした電子回路モジュールの製造方法と多層電子回路モジュールお
よびそ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】
【０００８】
　本発明の多層電子回路モジュールは、少なくとも一方の面に電極端子が形成された２個
の電子部品を一対として、電子部品の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部品と
、電極端子の表面を露出させる形状に接合電子部品を埋設した第１の樹脂シートと、第１
の樹脂シートの両表面に露出させた電極端子にそれぞれ接続する配線層と、第１の樹脂シ
ートの両表面に形成された配線層間を接続する貫通導体部とを有する第１のモジュールユ
ニットを複数積層し、積層する第１のモジュールユニット同士はそれぞれの貫通導体部を
介して配線層間が接続されている多層電子回路モジュールであって、多層電子回路モジュ
ールは折り曲げ部を有し、折り曲げ部の厚みは折り曲げ部以外の厚みより薄い構成である
。
【０００９】
　このような構成により、薄型の電子部品を立体的に積層することができるため、より高
密度な実装が可能となり、また、厚みの薄い部分は折り曲げやすいため、その部分を中心
に簡単に折り曲げることができる。
【００１０】
　また本発明の多層電子回路モジュールは、少なくとも一方の面に電極端子が形成された
２個の電子部品を一対として、電子部品の他方の面同士を接着して一体化した接合電子部
品、電極端子の表面を露出させる形状に接合電子部品を埋設した第１の樹脂シート、第１
の樹脂シートの両表面に露出させた電極端子にそれぞれ接続する配線層および第１の樹脂
シートの両表面に形成された配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモジュールユ
ニットと、少なくとも一方の面に電極端子が形成された平板状電子部品および電極端子の
表面を露出させる形状に平板状電子部品を埋設した第２の樹脂シートを有する第２のモジ
ュールユニットとをそれぞれ少なくとも一層積層し、積層する第１のモジュールユニット
と第２のモジュールユニットとは貫通導体部を介して接続されている多層電子回路モジュ
ールであって、多層電子回路モジュールは折り曲げ部を有し、折り曲げ部の厚みは折り曲
げ部以外の厚みより薄い構成である。
【００１１】
　このような構成により、接合電子部品を備えた第１のモジュールユニットと、平板状電
子部品を備えた第２のモジュールユニット、すなわち厚みの異なるモジュールユニット間
の接続もでき、接続するモジュールユニットの選択範囲が広がり、また、厚みの薄い部分
は折り曲げやすいため、その部分を中心に簡単に折り曲げることができる。
【００１２】
　また本発明の多層電子回路モジュールの折り曲げ部は、多層電子回路モジュールの端部
に位置し、折り曲げ部に外部機器と接続するための端子部を備えた構成としてもよい。こ
のような構成により、端子部で外部機器と接続する構成とできるので、多層電子回路モジ
ュールはその端部を折り曲げて容易に実装できる。
【００１３】
　また本発明の多層電子回路モジュールの貫通導体部は、接合電子部品よりも軟質の導電
体材料からなる構成としてもよい。このような構成により、貫通導体部は容易に押し延ば
され、導通が確保されるので、その長さの自由度が大きくなる。
【００１４】
　更に本発明の電子回路モジュールの製造方法は、少なくとも一方の面に電極端子が形成
された２個の電子部品を一対として、電子部品の他方の面同士を接着して一体化した接合
電子部品を形成する接合電子部品形成工程と、樹脂シートを予め設定した温度に加熱して
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予め設定した位置に配置した接合電子部品を加圧して、電極端子の表面を露出させる形状
に接合電子部品を樹脂シート中に埋設する埋設工程と、樹脂シートの両表面に露出させた
電極端子にそれぞれ接続される配線層を形成する配線層形成工程とを備えた電子回路モジ
ュールの製造方法であって、埋設工程において、接合電子部品の厚みでかつ接合電子部品
より軟質な導電体材料を同時に埋め込み、その両端部を樹脂シートの表面に露出させて貫
通導体部を形成する方法である。
【００１５】
　この方法により、電子部品を貼り合わせて接合電子部品とし、その後で樹脂シートに圧
入するため、個々の電子部品が薄くても剛性が確保され、圧入時に接合電子部品が破損す
ることが少ない。また、個々の電子部品を薄くできるので、全体寸法の薄い電子回路モジ
ュールの作製が容易になる。さらに、接合電子部品の樹脂シートへの埋設時に貫通導体部
も同時に形成され、製造工程の簡略化を図れる。
【００１６】
　更に本発明の多層電子回路モジュールの製造方法は、少なくとも一方の面に電極端子が
形成された２個の電子部品を一対として、電子部品の他方の面同士を接着して一体化した
接合電子部品、電極端子の表面を露出させる形状に接合電子部品を埋設した第１の樹脂シ
ート、第１の樹脂シートの両表面に露出させた電極端子にそれぞれ接続する配線層および
第１の樹脂シートの両表面に形成された配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモ
ジュールユニットを形成する工程と、第１のモジュールユニットを複数用意し、第１のモ
ジュールユニット同士は予め設定した位置に配線層および貫通導体部を位置合わせして積
層した後、第１の樹脂シート同士を軟化させるまで加熱し、加圧して接着一体化するとと
もに、貫通導体部を介して配線層間を接続する工程とを備えた多層電子回路モジュールの
製造方法であって、接合電子部品を第１の樹脂シートに埋設する際に、接合電子部品より
軟質な導電体材料を同時に埋め込み、その両端部を第１の樹脂シートの表面に露出させて
貫通導体部を形成する方法である。
【００１７】
　この方法により、接合電子部品を備えたモジュールユニットを積層するため、厚みが薄
く高密度な多層電子回路モジュールを製造することができ、また、接合電子部品の第１の
樹脂シートへの埋設時に貫通導体部も同時に形成され、製造工程の簡略化を図れる。　
【００１８】
　更に本発明の多層電子回路モジュールの製造方法は、少なくとも一方の面に電極端子が
形成された２個の電子部品を一対として、電子部品の他方の面同士を接着して一体化した
接合電子部品、電極端子の表面を露出させる形状に接合電子部品を埋設した第１の樹脂シ
ート、第１の樹脂シートの両表面に露出させた電極端子にそれぞれ接続する配線層および
第１の樹脂シートの両表面に形成された配線層間を接続する貫通導体部を有する第１のモ
ジュールユニットを形成する工程と、少なくとも一方の面に電極端子が形成された平板状
電子部品および電極端子の表面を露出させる形状に平板状電子部品を埋設した第２の樹脂
シートを有する第２のモジュールユニットを形成する工程と、第１のモジュールユニット
および第２のモジュールユニットをそれぞれ少なくとも一層用意し、第１のモジュールユ
ニットと第２のモジュールユニットとは予め設定した位置に配線層を位置合わせして積層
した後、第１の樹脂シートと第２の樹脂シートとを軟化させるまで加熱し、加圧して接着
一体化するとともに、貫通導体部を介して接続する工程とを備えた多層電子回路モジュー
ルの製造方法であって、接合電子部品を第１の樹脂シートに埋設する際に、接合電子部品
より軟質な導電体材料を同時に埋め込み、その両端部を前記第１の樹脂シートの表面に露
出させて貫通導体部を形成する方法である。
【００１９】
　この方法により、接合電子部品を備えた第１のモジュールユニットと、平板状電子部品
を備えた第２のモジュールユニット、すなわち厚みの異なるモジュールユニット間の接続
も容易に行え、また、接合電子部品の第１の樹脂シートへの埋設時に貫通導体部も同時に
形成され、製造工程の簡略化を図れる。
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【００２０】
　また、本発明の多層電子回路モジュールの製造方法は、接合電子部品は半導体メモリか
らなり、２枚のウエハのそれぞれのメモリ素子同士を位置合わせし、電極端子形成面とは
反対面同士を接着した後、一括して切断して形成する方法としてもよい。この方法により
、一旦精度よく半導体メモリの他方の面同士を貼り合わせると、位置ずれのない接合電子
部品を効率的に作製することができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の電子回路モジュールの製造方法と多層電子回路モジュールおよびその製造方法
は、個々の電子部品を予め重ねて接着して接合電子部品とするため、この接合電子部品は
剛性が得られ、樹脂シート内に実装するときも損傷を受けにくく、また薄型で高密度の電
子回路モジュールを実現でき、厚みの薄い部分は折り曲げやすいため、その部分を中心に
簡単に折り曲げることができるという大きな効果を有する。さらに、接合電子部品の樹脂
シートへの埋設時に貫通導体部も同時に形成され、製造工程の簡略化が図れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　本発明の第１の実施の形態では、接合電子部品を半導体メモリとし、電子回路モジュー
ルをメモリモジュールとした場合を例に説明する。
【００２４】
　図１は本発明の第１の実施の形態による電子回路モジュールの断面図である。電子回路
モジュール２１は、以下の構成である。少なくとも一方の面に電極端子２４、２５が形成
された２個の電子部品２６、２７を一対として、電子部品２６、２７の他方の面同士を接
着して一体化した接合電子部品２３としている。そして、その接合電子部品２３を、ポリ
エチレンテレフタレート等の絶縁性を有する樹脂シート２２内に複数埋め込んでいる。こ
こで、樹脂シート２２の両表面である上表面２２Ａ、下表面２２Ｂには、それぞれ電極端
子２４、２５が露出している。
【００２５】
　そして図１に示すように、上表面２２Ａおよび下表面２２Ｂに露出した電極端子２４、
２５にそれぞれ配線層２８Ａ、２８Ｂが接続されている。また、下表面２２Ｂの配線層２
８Ｂは、導電体材料よりなる貫通導体部２９により上表面２２Ａに導出されている。
【００２６】
　接合電子部品２３は、少なくとも一方の面に電極端子２４を有する電子部品２６と、少
なくとも一方の面に電極端子２５を有する電子部品２７との他方の面同士が貼り合わされ
たものである。従って、これらの電子部品２６、２７は、従来の電子部品に比較して半分
の厚みにしても、接合電子部品２３は従来の電子部品とほぼ同じ厚みであるため、押圧力
に対する強度は、従来とほぼ同じである。換言すれば、メモリモジュールの場合その厚み
は、従来の同等の記憶容量を有するメモリモジュールに比べて半分にすることができ、押
圧力に対する強度は従来とほぼ同じにすることができる。
【００２７】
　次に、このような構成の電子回路モジュール２１の製造方法について、製造工程の断面
を示す図２、および図４～図１２を用いて説明する。図２は、接合電子部品の製造工程を
説明する断面図である。図２（ａ）に示すように、少なくとも一方の面に電極端子２４、
２５をそれぞれ有する、個別の電子部品２６、２７の他方の面同士を、エポキシ樹脂等の
熱硬化性樹脂と硬化剤からなる接着剤で貼り合わせる。そして、図２（ｂ）に示すように
、電極端子２４、２５を有する接合電子部品２３を形成する。
【００２８】
　なお、ここで使用する個別の電子部品２６、２７は、従来の電子部品の電極端子がない
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他方の面を予め研削加工をして、厚みを薄くすることができる。
【００２９】
　図３は、接合電子部品の他の製造方法を説明する外観斜視図である。接合電子部品を形
成する電子部品が、シリコンウエハ等を基材として形成された半導体メモリである場合に
は、以下のようにする。一方の表面に複数個の電極端子３３Ａを形成した、２つのシリコ
ンウエハ３０Ａ、３０Ｂの他方の面同士を位置合わせし、貼り合わせる。その後、所定の
切断位置３１Ａ、３１Ｂで一括して切断するダイシング加工をすれば、個別の接合電子部
品３２を多量に得ることができる。このようにすることによって、接合電子部品は、貼り
合わされる半導体メモリ同士の位置ずれが少なく、効率よく形成される。
【００３０】
　次の工程として図４に示すように、接合電子部品２３と、貫通導体部２９とを、ポリエ
チレンテレフタレート等の電気絶縁性を有する樹脂シート３４上に載置する。ここで接合
電子部品２３の電極端子２４を上方に、電極端子２５を下方にしている。
【００３１】
　貫通導体部２９は接合電子部品２３よりも軟質の導電体材料からなり、例えば、半田、
金（Ａｕ）または表面に金属膜が形成された樹脂で、球状、柱状、多面体形状等がよい。
これは、後の工程で加圧されたときに、貫通導体部２９が接合電子部品２３より厚みが厚
くなっていても、容易に押し延ばすことができ、導通がとれるからである。
【００３２】
　そして、図５に示すように、接合電子部品２３と貫通導体部２９とを予め設定した位置
に配置し、加熱装置３６により樹脂シート３４を予め設定した温度である軟化させる温度
に加熱した熱プレス板３５Ａ、３５Ｂの間に挟む。その後、接合電子部品２３の上方の電
極端子２４および貫通導体部２９と樹脂シート３４の下面とを、押圧装置３７により所定
の圧力で押す。
【００３３】
　図６に示すように、接合電子部品２３の下方の電極端子２５と貫通導体部２９の下端と
を、樹脂シート３４の下面に露出させるまで押し込み、接合電子部品２３および貫通導体
部２９の上側約半分と上方の電極端子２４とが、樹脂シート３４から上方に突出した状態
となる。このときの熱プレス板３５Ａ、３５Ｂの加熱加圧条件は、例えば１分で３０×１
０5Ｐａに昇圧され、その圧力で１４０℃に１分間保持する条件である。
【００３４】
　次に図７に示すように、樹脂シート３４に下側約半分が埋め込まれた貫通導体部２９お
よび接合電子部品２３の上方の電極端子２４上に、樹脂シート３８を載せる。そして、樹
脂シート３４と樹脂シート３８とを、熱プレス板３５Ａ、３５Ｂの間に挟む。その後、樹
脂シート３４および樹脂シート３８を加熱装置３６で加熱しながら押圧装置３７により所
定の圧力で押し、樹脂シート３４と樹脂シート３８とを加熱結合させて、一体の樹脂シー
トにする。
【００３５】
　このとき、図８に示すように、接合電子部品２３を上方の電極端子２４および貫通導体
部２９の上端を、結合した樹脂シート２２の上面に露出させる位置まで押し込み、接合電
子部品内蔵基板４３とする。また、熱プレス板３５Ａ、３５Ｂの加熱加圧条件は上述の条
件と同様である。
【００３６】
　そして図１に示すように、樹脂シート２２の両側表面上に、接合電子部品２３の露出し
た上方の電極端子２４、および下方の電極端子２５に接続する配線層２８Ａ、２８Ｂを銀
ペースト等の導電性ペーストを用いて印刷形成する。その結果、本発明の第１の実施の形
態による電子回路モジュール２１となる。
【００３７】
　このように本発明の第１の実施の形態によれば、少なくとも一方の面に電極端子２４を
有する電子部品２６と、少なくとも一方の面に電極端子２５を有する電子部品２７を一対
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として、他方の面同士を接着し、押圧力に対する強度を増した接合電子部品２３としてい
る。従って、接着する前の個々の電子部品２６、２７が薄い寸法であっても、加熱加圧し
て樹脂シート３４、３８内に埋め込む際に接合電子部品２３、すなわち電子部品２６、２
７が損傷を受けにくい。
【００３８】
　なお、接合電子部品内蔵基板４３の形成方法としては、接合電子部品２３の下側約半分
を樹脂シート３４内に埋め込み、上側半分を樹脂シート３８内に埋め込む方法に代えて、
図９に示す方法としてもよい。なお図９は、貫通導体部を接合電子部品２３と同時に形成
しない場合である。
【００３９】
　図９では、接合電子部品２３を下方の電極端子２５を下にして、樹脂シート３４の上に
載せ、その上方の電極端子２４の上に樹脂シート３８を載せる。そして、樹脂シート３４
、３８を、加熱装置４０により樹脂シート３４、３８が軟化する温度に加熱した熱プレス
板３９Ａ、３９Ｂの間に挟む。その後、樹脂シート３４、３８を加熱しながら押圧装置４
１により所定の圧力で押し、樹脂シート３４、３８を加熱結合させて一体の樹脂シートと
する。そのとき、接合電子部品２３を上方の電極端子２４と下方の電極端子２５とを、一
体となる樹脂シートの両表面に露出する位置まで押し込む。
【００４０】
　このようにすれば、樹脂シート３４、３８の間に挟まれた接合電子部品２３が上下方向
から同時に加熱加圧されて樹脂シート３４、３８が結合した樹脂シートの中に押し込み埋
設される。その結果、接合電子部品内蔵基板の製造工程が簡単になるとともに、製造時に
接合電子部品２３が押圧を受ける回数は１回になる。すなわち、平板状の電子部品２６、
２７は損傷を受けることがより少なくなり、電子回路モジュールを安定して製造すること
ができる。
【００４１】
　また、図５で樹脂シート３４の厚みを、接合電子部品２３の厚みと同程度にして、１回
の加圧、加熱により接合電子部品２３を樹脂シートに埋設するようにしてもよい。この場
合も、接合電子部品２３の押圧を受ける回数が１回で済むため、同様に平板状の電子部品
はより損傷を受けにくくなる。
【００４２】
　また、図１０は接合電子部品２３を樹脂シート２２に圧入する際の上方の電極端子部付
近を拡大した断面図である。電極端子を含めた接合電子部品２３の厚みにばらつきがあり
、電極端子２４Ａの部分が最も厚い場合、電極端子２４Ａが樹脂シート２２から最初に露
出するが、電極端子２４Ｂ、２４Ｃ、２４Ｄは露出していない。このとき、最も厚みの薄
い部分の電極端子２４Ｂ、２４Ｃが樹脂シート２２の表面に露出するまで、更に圧入する
。
【００４３】
　その結果、図１１に示すように電極端子２４Ａ、２４Ｄの上端は押し延ばされ、全ての
電極端子を樹脂シート２２から露出させることができる。ここで電極端子としては、硬度
が小さく延性のある銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、アルミニウム（Ａｌ）等が適している。ま
た、電極端子は圧入する際に加圧装置と接合電子部品２３に挟まれて、押し延ばされるの
で少なくとも、接合電子部品２３よりも硬度が小さい方がよい。
【００４４】
　また、図１２に示すように樹脂シート２２の上部を、例えばドライエッチングにより除
去し、全ての電極端子２４Ａ、２４Ｂ、２４Ｃ、２４Ｄを露出させるようにしてもよい。
【００４５】
　また、本発明の第１の実施の形態の電子回路モジュール２１は、貫通導体部のない構成
も可能である。図１３に示すように、樹脂シート２２の両表面に露出した電極端子２４、
２５にそれぞれ配線層２８Ａ、２８Ｂを銀ペースト等の導電性ペーストを用いて印刷形成
する。この場合は、外部機器との接続は、配線層２８Ａ、２８Ｂを介して行う。
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【００４６】
　（第２の実施の形態）
　本発明の第２の実施の形態では、接合電子部品を半導体メモリとしたメモリモジュール
を多層に積み重ねるスタックＩＣモジュールを、多層電子回路モジュールとした場合を例
に説明する。
【００４７】
　図１４は本発明の第２の実施の形態による多層電子回路モジュールの断面図である。図
１４に示すように、多層電子回路モジュール４４は、２つの接合電子部品４５、４６が、
ポリエチレンテレフタレート等の絶縁性を有する樹脂シート４７内に埋め込まれている。
そして、電極端子４８Ｂ、４９Ａは配線層５０、貫通導体部５１Ａを介して樹脂シート４
７の上表面４７Ａに導出されている。また、電極端子４９Ｂは配線層５２Ｂ、貫通導体部
５１Ｂ、５１Ａを介して樹脂シート４７の上表面４７Ａに導出されている。なお、電極端
子４８Ａは樹脂シート４７の上表面４７Ａ上の配線層５２Ａに直接接続されている。
【００４８】
　この多層電子回路モジュール４４は、第１のモジュールユニットを２つ積層し、第１の
モジュールユニット同士はそれぞれの貫通導体部を介して配線層間が接続されている。こ
こで第１のモジュールユニットは、図１の電子回路モジュール２１と同じく第１の樹脂シ
ートの表面に接合電子部品の電極端子を露出させ、その電極端子に接続する配線層と、配
線層間を接続する貫通導体部を有する構成である。
【００４９】
　次に、このような構成の多層電子回路モジュール４４の製造方法について、製造工程の
断面図である図１５、図１６を用いて説明する。
【００５０】
　最初の工程として、本発明の第１の実施の形態と同様の方法で接合電子部品４５、４６
を形成し、図１５（ａ）（ｂ）に示すような、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂シー
ト内に接合電子部品４５、４６を埋設した第１のモジュールユニット５３、５４とする。
【００５１】
　ここで、第１のモジュールユニット５３には、接合電子部品４５の電極端子４８Ａ、４
８Ｂおよび貫通導体部５１Ａと接続した配線層５２Ａ、５０が上下表面に形成されている
。第１のモジュールユニット５４には、下表面のみに接合電子部品４６の電極端子４９Ｂ
と接続した配線層５２Ｂが形成され、上表面には接合電子部品４６の電極端子４９Ａおよ
び貫通導体部５１Ｂの端部を露出させている。このとき、貫通導体部５１Ａ、５１Ｂはそ
れぞれ、接合電子部品４５、４６より軟質の導電体材料からなり、接合電子部品４５、４
６を埋め込む際に同時に、その両端部が樹脂シートの表面に露出するまで埋め込まれる。
【００５２】
　次の工程として、図１６に示すように、第１のモジュールユニット５４の上に第１のモ
ジュールユニット５３を予め設定した位置に重ねて載せる。その際、それぞれの第１のモ
ジュールユニット５３、５４の配線層および貫通導体部を位置合わせする。そして、第１
のモジュールユニット５３、５４を加熱装置５５により樹脂シートを軟化させる温度に加
熱した熱プレス板５６Ａ、５６Ｂの間に挟む。その後、第１のモジュールユニット５３、
５４を押圧装置５７により所定の圧力で押し、第１のモジュールユニット５３、５４の樹
脂シートを加圧し、接着させて一体の樹脂シートとする。第１のモジュールユニット５４
内に埋設されている接合電子部品４６の電極端子４９Ａ、および貫通導体部５１Ｂの端部
を、第１のモジュールユニット５３下面の配線層５０に接続させて、図１４に示した多層
電子回路モジュール４４とする。なお、熱プレス板５６Ａ、５６Ｂは、本発明の第１の実
施の形態と同様に、１分で３０×１０5Ｐａに昇圧され、その圧力で１４０℃に１分間保
持した。
【００５３】
　このように、接合電子部品を用いたメモリモジュールは、従来と同じ記憶容量を有する
メモリモジュールに比べ、薄型化できる。従って、それらを積層した多層電子回路モジュ



(10) JP 4285309 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

ールは、記憶容量のより高密度化が図られる。
【００５４】
　なお、ここで説明した多層電子回路モジュール４４は、重ねて結合させる第１のモジュ
ールユニット５３、５４内にそれぞれ１つずつの接合電子部品４５、４６が埋設されてい
る場合について述べたが、第１のモジュールユニット５３、５４内にそれぞれ複数個の接
合電子部品が埋設されていてもよい。
【００５５】
　また、本発明の第２の実施の形態では２つのモジュールユニットを積層した場合を示し
たが、更にモジュールユニットを積層した多層電子回路モジュールとしてもよい。
【００５６】
　（第３の実施の形態）
　本発明の第３の実施の形態では、接合電子部品を半導体メモリとしたメモリモジュール
と、平板状電子部品として抵抗等のチップ電子部品を埋設したモジュールユニットとを積
層するマルチチップモジュールを多層電子回路モジュールとした場合を例に説明する。
【００５７】
　図１７は、本発明の第３の実施の形態による多層電子回路モジュールの断面図である。
図１７に示すように、多層電子回路モジュール５８は、接合電子部品５９と平板状電子部
品６０とが、ポリエチレンテレフタレート等の絶縁性を有する樹脂シート６１内に埋め込
まれている。そして、電極端子６２Ｂ、６３は配線層６４、貫通導体部６５を介して樹脂
シート６１の上表面に導出されている。
【００５８】
　この多層電子回路モジュール５８は、第１と第２の２つのモジュールユニットを積層し
、第１と第２のモジュールユニットは、貫通導体部を介して配線層間が接続されている。
ここで第１のモジュールユニットは、図１の電子回路モジュール２１と同じく樹脂シート
の表面に接合電子部品の電極端子を露出させ、その電極端子に接続する配線層と、配線層
間を接続する貫通導体部を有する構成である。また、第２のモジュールユニットは、平板
状電子部品の電極端子を樹脂シートの表面に露出させる構成である。
【００５９】
　次に、このような構成の多層電子回路モジュール５８の製造方法について、製造工程の
断面図である図１８～図２０を用いて説明する。
【００６０】
　最初の工程として、図１８に示すように、電極端子６３を下にして平板状電子部品６０
を載置したポリエチレンテレフタレート等の電気絶縁性を有する第２の樹脂シート６７を
熱プレス板６８Ａ、６８Ｂの間に挟む。そして、平板状電子部品６０と第２の樹脂シート
６７とを、加熱装置６９で第２の樹脂シート６７が軟化する温度に加熱しながら押圧装置
７０で押して、平板状電子部品６０を第２の樹脂シート６７内に埋設し、図１９に示す第
２のモジュールユニット７１とする。この第２のモジュールユニット７１は、平板状電子
部品６０の電極端子６３が第２の樹脂シート６７の表面に露出しており、配線層は設けら
れていない。
【００６１】
　一方、図２０に示すように第１のモジュールユニット７３は、第１の樹脂シート７２内
に接合電子部品５９を埋設し、その電極端子６２Ａ、６２Ｂおよび貫通導体部６５と接続
した配線層６６、６４が上下面に形成されている。なお、貫通導体部６５は接合電子部品
５９より軟質な導電体材料よりなり、接合電子部品５９を埋設する際に、同時に埋め込む
。そして、貫通導体部６５の両端は第１の樹脂シート７２の両表面に露出させる。
【００６２】
　そして、電極端子６３側を上面に向けた第２のモジュールユニット７１の電極端子６３
と、第１のモジュールユニット７３の配線層６４とを位置合わせし、積層する。次に、第
１のモジュールユニット７３と第２のモジュールユニット７１とを、加熱装置６９により
第１の樹脂シート７２と第２の樹脂シート６７とを軟化させる温度に加熱した熱プレス板
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６８Ａ、６８Ｂの間に挟む。その後、第１のモジュールユニット７３と第２のモジュール
ユニット７１とを押圧装置７０により所定の圧力で押し、第１の樹脂シート７２と第２の
樹脂シート６７とを接着させて一体の樹脂シートとする。なお、熱プレス板６８Ａ、６８
Ｂは、本発明の第１の実施の形態と同様に、１分で３０×１０5Ｐａに昇圧され、その圧
力で１４０℃に１分間保持した。
【００６３】
　このような製造方法によれば、接合電子部品５９が埋設された第１のモジュールユニッ
ト７３と、平板状電子部品６０が埋設された第２のモジュールユニット７１とは、貫通導
体部６５を介して接続された多層電子回路モジュール５８となる。
【００６４】
　なお、本発明の第２の実施の形態と同様に多層電子回路モジュール５８も、第１のモジ
ュールユニット７３および第２のモジュールユニット７１内にそれぞれ複数個の接合電子
部品および平板状電子部品が埋設されていてもよい。
【００６５】
　また、本発明の第３の実施の形態の構成に、更に第１のモジュールユニットおよび第２
のモジュールユニットを積層した構成としてもよい。
【００６６】
　（第４の実施の形態）
　本発明の第４の実施の形態は、折り曲げ部を有する多層電子回路モジュールの構成であ
る。
【００６７】
　図２１は、本発明の第４の実施の形態の多層電子回路モジュール８０で、その端部８２
は一層で、端部８２以外は二層のモジュールユニットが積層された構成である。従って、
端部８２は端部８２以外よりも薄く、その端部８２には外部機器と接続するための端子部
８４を備えている。また、多層電子回路モジュール８０は、少なくともどちらかのモジュ
ールユニットには、接合電子部品２３が内蔵されている。このように端部８２に端子部８
４のみを備えた多層電子回路モジュール８０とすることで、この端部８２を中心として折
り曲げ方向８６に折り曲げての実装が容易となる。
【００６８】
　また、図２２のように多層電子回路モジュール８８の一部を薄くし、そこに端子部８４
を備える構成としてもよい。このような構成であれば、多層電子回路モジュール８８の任
意の位置で、折り曲げ方向８６に折り曲げての実装が可能となる。
【００６９】
　なお、本発明の実施の形態では、電子部品を半導体メモリとして説明したが、少なくと
も一方の面、すなわち側面に電極端子を有する抵抗器、チップコンデンサ、コイル等の電
子部品であってもよい。
【００７０】
　また、樹脂シート材料としてはポリエチレンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボ
ネート、アクリロニトリルブタンジエンスチレンのような熱可塑性樹脂に限らず、エポキ
シ樹脂のように加熱すると一時的に軟化する熱硬化性樹脂でもよい。
【００７１】
　また、貫通導体部は接合電子部品と同時に形成する方法だけでなく、スルーホールを形
成し導電性材料を充填して作製してもよい。
【００７２】
　また、本発明の実施の形態では配線層を印刷法で形成する例を示したが、これに限定さ
れず、例えばフォトリソグラフィ法による形成でもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明の電子回路モジュールと多層電子回路モジュールおよびそれらの製造方法は、個
々の電子部品を予め重ねて接着した接合電子部品とするため、この接合電子部品により剛
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性が得られ、樹脂シート内に実装するときも損傷を受けにくく、薄型で高密度な実装を必
要とするスタックＩＣモジュール、メモリーカードや、マルチチップモジュール等に有用
である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施の形態による電子回路モジュールの断面図
【図２】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図３】同実施の形態の他の製造方法を説明する外観斜視図
【図４】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図５】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図６】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図７】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図８】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図９】同実施の形態の他の製造工程を示す断面図
【図１０】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１１】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１２】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１３】同実施の形態の他の構成を示す断面図
【図１４】本発明の第２の実施の形態による多層電子回路モジュールの断面図
【図１５】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１６】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１７】本発明の第３の実施の形態による多層電子回路モジュールの断面図
【図１８】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図１９】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図２０】同実施の形態の製造工程を示す断面図
【図２１】本発明の第４の実施の形態による多層電子回路モジュールの断面図
【図２２】同実施の形態の他の構成を示す断面図
【図２３】従来の積層樹脂基板の断面図
【符号の説明】
【００７５】
　１　　積層樹脂基板
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ　　部品内蔵基板
　２　　樹脂基板
　２Ａ　　スルーホール
　３，６０　　平板状電子部品
　３Ａ，４Ａ，２４，２４Ａ，２４Ｂ，２４Ｃ，２４Ｄ，２５，３３Ａ，４８Ａ，４８Ｂ
，４９Ａ，４９Ｂ，６２Ａ，６２Ｂ，６３　　電極端子
　４　　小型電子部品
　５，２８Ａ，２８Ｂ，５０，５２Ａ，５２Ｂ，６４，６６　　配線層
　２１　　電子回路モジュール
　２２，３４，３８，４７，６１　　樹脂シート
　２２Ａ，４７Ａ　　上表面
　２２Ｂ　　下表面
　２３，３２，４５，４６，５９　　接合電子部品
　２６，２７　　電子部品
２９，５１Ａ，５１Ｂ，６５　　貫通導体部
　３０Ａ，３０Ｂ　　シリコンウエハ
　３１Ａ，３１Ｂ　　切断位置
　３５Ａ，３５Ｂ，３９Ａ，３９Ｂ，５６Ａ，５６Ｂ，６８Ａ，６８Ｂ　　熱プレス板
　３６，４０，５５，６９　　加熱装置
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　３７，４１，５７，７０　　押圧装置
　４３　　接合電子部品内蔵基板
　４４，５８，８０，８８　　多層電子回路モジュール
　５３，５４，７３　　第１のモジュールユニット
　６７　　第２の樹脂シート
　７１　　第２のモジュールユニット
　７２　　第１の樹脂シート
　８２　　端部
　８４　　端子部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】
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