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明 細 苫

機能素子内蔵回路某板及びその製造方法、並びに電子機器

技術分野

０００1 本発明は、機能素子内藏回路某板及びその製造方法、並びに電子機器に関し、

更に詳しくは、 個以上の機能素子を内藏する機能素子内藏回路某板及びその製

造方法、並びに、機能素子内藏某板を有する電子機器に関する。

背景技術

０００2 機能素子内藏回路某板 (以下、単に回路某板とも呼ぶ ) は、 S などの機能素子を

内藏した回路某板である。回路某板では、ワイヤボンディングやフリップチップとレ㌧
た、機能素子をブリント配線某板に直接に接続する実装方法に比して、機能素子の

電極部分に機械的な応力が加わることを避けることができるため、電極部分の損傷を

抑制して、信頼性を向上させることが出来る。また、機能素子の電極部分が表面に露

出しないため、電極部分の腐食を抑制できる。

０００3 特開平1 1 233678号公報に記載の回路某板では、金属板上にキャビティのある絶

縁屑を形成し、キャビティ内部に、半導体素子を電極端子のある活性面を上に、いわ

ゆるフェースアップで金属板の上に搭載し、その後感光性樹脂を使ってセミアディテ

ィブ法によるビルドアップ配線を何屑か形成し、 C パッケージとして用いている。感光

性樹脂を用いている場合には、シリヵフィラや、ガラスクロスを含有すると解像度を失

ぅため、これらを含有することが出来ずに、強度信頼性を維持するに充分な樹脂が使

用できず、パッケージとして信頼性のない点が問題であった。また、半導体素子の電

極端子側のみに、ビルドアップ配線を形成するため、片面のみの配線屑であり、パッ

ケージ以外には回路某板として使用できない不便さがあった。また、金属板を付けた

ままのパッケージでは、放熱を必要としない半導体パッケージでは、重呈が重く、外

形が厚くなる問題点があった。

０００4 特開2 ００2 359324号公報に記載の回路某板では、突起電極を設けた半導体装置

と、半導体装置の突起電極に対応する部分に突起箇所を有する型某板を向かい合

わせて貼り合わせ、半導体装置と型某板の隙間に樹脂を流し込み、樹脂を硬ィヒさせ



た後に型某板を除去して得られる突起電極上部の樹脂に設けられた窪みにはんだ

ボールを形成し、半導体パッケージとしている。半導体素子と同じ大きさの半導体パ

ッケージとするしかなく、半導体装置の配線ルールが狭ピッチである場合、配線ルー

ルを広げることが出来ず、表面実装等に用いることができない問題点があった。また

、型某板と突起電極との貼りあわせで、ズレが生じることにより、突起電極上部の開口

面積が 、さくなる危険と、はんだボールの濡れ性を阻害する問題があった。半導体

素子の電極端子側のみに、突起電極を形成するため配線としての機能は無く、回路

某板として使用できない不便さがあった。

０００5 特開2 ００3 22951 2 号公報に記載の回路某板では、金属型板の上に予め G の電

極パッドを形成して、ビルドアップした導体配線上に半導体素子をフリップチップ接

続して、アンダーフイル樹脂を流し込み、半導体素子が接続された某板をモールド樹

脂により封止して、金属型板を取り除くことで、 G の電極パッドを表面に露出させ

半導体パッケージを形成していた。この場合では半導体素子の電極端子側のみに、

配線を形成するため、パッケージ片面のみの配線屑であり、パッケージ以外には回

路某板として使用できない不便さがあった。また、半導体チップ裏面には金属放熱板

を取り付けることが出来ず、放熱の効果が期待できなかった。更に、回路某板配線屑

形成後に半導体素子を通常のフリップチップ接続しているため、回路某板製造と半

導体搭載のコストは、通常通りかかり、低コスト化は期待できない問題があった。

０００6 特開2 ００2 ０6 4 178 号公報に記載の回路某板では、半導体装置をフリップチップ接

続などにより回路某板に接続した後、この様な某板と、キヤビテイと形成して導電性ぺ

一スト等を充填した貫通ビアを有する回路某板を交互に積層して、最下層の某板に

はんだボールを付けることにより半導体積層パッケージとしていた。この場合では、キ

ヤビテイのある某板と半導体を交互に一括で積層するため、半導体素子上下には、

剛性のない有機樹脂屑が存在し、加圧と同時にもろい半導体シリコン、G a sなどは

割れる問題があった。チップが搭載される 釘脂屑は、片面銅張板を使用して配線形

成をしており、エッチングによる配線であるがために、セミアデイテイブ法などに比べ

て、狭ピッチ配線がパッケージ内部に形成出来ない問題点があった。半導体素子を

通常のフリップチップ接続しているため、回路某板製造と半導体搭載のコストは、通



常通りかかり、低コスト化は期待できない問題点があった。

０００7 特開2 ００5 2172０5 号公報に記載の回路某板では、貫通ビアを設けた半導体チップ

や、スペーザチップを用いて、半導体素子を積層していた。この場合、半導体のザイ

ズ以上に配線を広げられず、パッケージ某板の片面に配線屑が露出しているだけの

構造なので、パッケージとしてしか使用できないため、回路某板の用途に使えない火

点があった。また、他の電子部品との間の配線距離は、表面実装でマザーボードを

介しての接続となるため、非常に距離が長く、パッケージ内部のみの高速電気特，性

は良いが、製品としては高速電気特性が悪い問題点があった。

０００8 特開2 ００1 332863号公報、特開2 ００1 339165号公報、特開2 ００1 352174号公報、

特開2 ００2 ０8 4 ０7 4 号公報、特開2 ００2 17０8 4 ０号公報、特開2 ００2 2465０4 号公報に記

載の回路某板では、コア墓板に通孔を形成し、その内部に半導体チップを活性面を

上にしてフェースアップで接着剤を用いて搭載し、電極端子上から配線屑をビルドア

ップしていた。コア某板に貫通ビアを形成して両面に配線屑をセミアディティブ法など

によりビルドアップしていた。また、金属又はセラミックスからなるヒートシンクにフェー

スアップで半導体素子を搭載し、電極端子上から配線屑をビルドアップしていた。コ

ア某板の通孔のチップ搭載位置の直下に位置するのは、有機樹脂からなる部分の

みであり、半導体チップは搭裁時に加圧により、柔らかな樹脂の上で曲げ応力が加

わり、1００は 程度より薄いチップを用いた場合には割れてしまう問題点があった。ま

た、ドリル等を利用して半導体チップを内蔵した樹脂コア某板に貫通ビアを形成する

場合には、樹脂の剛性が弱いため、ドリル加工時に貫通ビア周辺に内蔵されている

半導体チップに応力が加わりチップが割れてしまう問題点が有った。このため、貫通

ビアは内蔵されている半導体チップより距離をとらねばならず、某板外形ザイズが大

きくなってしまう欠点があった。金属又はセラミックスからなるヒートシンクにフェースア

ップで半導体素子を搭載し電極端子上から配線屑をビルドアップして形成された製

品は、片面のみに配線屑が形成され、ヒートシンク側には配線屑が無いため、回路

某板として仕様ができない欠点があった。

０００9 特開2 ００6 339421号公報に記載の回路某板では、支持基板上にビルドアップ法に

より絶縁屑および導体屑を形成した後、



形成した半導体チップをフェースダウンによる、いわゆるフリップチップ法によって、

支持某板上の導体配線にバンプを接続した後、アンダーフィルで補強して、接続さ

れた半導体チップ外周を樹脂で覆って、その後、ビルドアップ法によりビア形成と絶

縁屑、導体屑の形成を行っていた。このプロセスにより半導体チップ内藏某板を形成

する場合のトータルコストは、従来のフリップチップにより半導体チップが回路某板に

接続された場合と比較して、某板内部に内藏される半導体チップがフリップチップ接

続されていることが原因で、某板形成にかかるコストとフリップチップ接続工程のコスト

、アンダーフィル工程のコストからなるトータルコスト以下にはならなく、低コスト化がで

きないプロセスである問題点があった。また、フリップチップ法を用いていることが原

因で、 のスタッドバンプを使用している場合には、支持某板上の導体配線へのバ

ンプ接続時に、約 3 ００C程度の高温度で約 3 ０秒の熱ストレスを絶縁樹脂屑に対して

も与えねばならず、樹脂の劣化を招くことで、製品の信頼性を損ねる問題があった。

バンプとしてはんだを使用した場合には、その接続箇所 自体の耐熱性に問題があり

、表面実装時のリフロー処理によって、半導体チップ内藏某板に含まれるバンプ接

続部分が破断して、製品の信頼性が無いことが問題であった。内藏された半導体チ

ップの支持某板とは反対面は、導体配線が平坦とならず、この半導体チップ内藏某

板を使用した後工程での実装をする場合には、作業性が悪いという欠点があった。

特開2 ００5 236０3 9 号公報に記載の回路某板では、伝写某板上へ半導体 C チップ

を搭載する箇所周辺に導体配線により、チップ側面に位置決めパターンを形成して

いた。しかしながらこの位置決めパターンが搭載されるチップザイズより大きい場合、

搭載後のチップが動くため、チップ搭載位置がずれる問題があった。また、位置決め

パターンがチップザイズと同等の場合には、搭載機によるチップ搭裁時にチップが位

置決めパターンに衝突することで、チップ割れが発生するため、製品の信頼性を損

ねる問題があった。更に、チップの伝写某板と接する箇所に接着剤を用いる場合に

は、位置決めマークによる水平方向へのチップ移動を妨げる効果は無い。よって、チ

ップ側面に位置するビアを、チップの電極端子との位置関係には、ずれが生じる問

題があった。伝写某板を除去した際には、チップの裏面が表面に露出するため、そ

の後のプロセス中の曲げや衝突によりチップを剖る危険性があり、製品の信頼性確



保、歩留まりに問題があった。 C チップの表面が露出する面においては、配線パタ

ーンの表面が、側面の樹脂屑と同じ位置にあり、ソルダーレ、ジスト屑を設けない場合

は、はんだ接続時に、配線ショートが発生する問題があった。また、チップ側面に位

置するボスト電極を形成するためには、予めめっきによるC ボストを形成した後、樹

脂埋めして、ボスト研削を行っていた。その際、某板断面から見た場合でのビア形状

は、一方の内径が小さく、他方の内径が大きい台形形状となる。このため、チップが

内蔵された部分を中心として、某板の厚み方向に生じる内部応力により、ビアと絶縁

樹脂との間で剥離が生じる問題があった。

００1 1 特開2 ００6 19342号公報に記載の回路某板では、金属シールド屑、磁性体シール

ド屑を C チップ内藏某板の一方の面に形成していることで、表裏の導体配線を使用

した実装を行うことができないとレづ問題点が有った。また、 C チップの電極端子と反

対面全面が、直接、グランドパターン層と接触していることによって、S チップとグラン

ドとなる金属の間の熱膨張係数差によって、チップが反り、チップが背い場合には、

チップが割れる不具合があった。

００1 2 特開2 ００1 25０9 ０2 号公報、特開2 ００1 237632号公報では、チップを介して某板表

裏の一方にのみ配線屑が存在するチップ内藏某板同上を端面に多層配線を使用し

て結線していた。しかしながら、チップの近隣にビアを設けることができないため、配

線長が丘くなり高速の電気特性に問題があった。

００1 3 上記従来技術の回路墓板には、以下の問題があった。つまり、機能素子を内藏す
る際において、支持某板の無い、有機樹脂を某材とした回路某板を機能素子搭載面

の下に使う場合に、搭載荷重により、回路某板の有機樹脂部分が湾曲して、素子そ

のものに曲げ応力が発生し、機能素子自体がシリコンや、セラミックス等からなる場合

には、素子そのものが損傷してしまう点にある。

発明の概要

００1 4 本発明は、以上のような問題点を鑑みてなされたものであり、その目的は、機能素

子の回路某板への接続と回路某板の形成とを同時に処理可能にすることで、製品の

信頼性向上と回路墓板形成と実装に関わるコストの削減を実現することである。

００1 5 本発明は、第 の視点において、 つ以上の機能素子と、該機能素子を内藏する配



線某板と、前記機能素子を挟んで前記回路某板の表裏の各表面部分に形成され、

各 屑以上の導体屑を含む第 及び第2配線屑とを備え、

前記第 配線屑の最外層の各パターン配線の表面が露出し、且つ、該最外層の各

パターン配線間を絶縁する第 絶縁屑の表面が、前記最外層の各パターン配線の

表面よりも突出しており、前記第2配線屑の各パターン配線と前記機能素子の電極

端子とが接続され、該電極端子間を絶縁する第2絶縁屑の少なくとも一部の表面と、

該少なくとも一部の表面に隣接する電極拙子の表面とがほぼ同一平面内にある回路

某板を提供する。

００16 本発明は、第2の視点において、回路某板と配線某板とを厚み方向に重ね合わせ

、双方の配線屑をS C z bからなる群から選択される 種類以上の

元素を含む導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストで接続して成る能素子内藏某板

を提供する。

００17 本発明は、第3の視点において、上記回路某板を有する電子機器を提供する。

００18 本発明の第4視点において、支持某板上に、少なくとも 屑の第 配線屑を形成す

る工程と、該第 配線屑上に機能素子を搭載する工程と、絶縁樹脂屑によって前記

機能素子を覆ぅ工程と、該絶縁樹脂屑の表面が前記機能素子の電極端子の表面と

同一平面となるよぅに、前記絶縁樹脂屑の上部を除去する工程と、前記電極端子に

接続する導体配線屑である第2配線屑を絶縁樹脂屑上に形成する工程と、前記支

持某板を除去する工程とを有する回路某板の製造方法を提供する。

００19 本発明は、第5の視点において、上記製造法によって製造された2つの回路某板を

対向させ、導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストをビアホール内に充填した接着屑を

介して、双方の回路某板を接続する工程を更に有する回路某板の製造方法を提供

する。

００2０ 本発明は、第6の視点において、上記製造方法によって製造された機能性素子某

板と、配線某板とを対向させ、導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストをビアホール内に

充填した接着屑を介して、双方の回路某板を接続する工程を更に有する回路某板

の製造方法を提供する。

００2 1 本発明の上記、及び、他の目的、特徴及び利益は、図面を参照する以下の説明に



より明らかになる。

図面の簡単な説明

図 本発明の第 実施形態に係る回路某板の断面図である。

図2 図 の電極端子53の付近を拡大して示す断面図である。

図3 第 実施形態の変形例に係る回路某板の断面図である。

図4 図4 は本発明の第2実施形態に係る回路某板の断面図である。図4 は第2

実施形態の変形例に係る回路某板の断面図である。

図5 本発明の第3実施形態に係る回路某板の断面図である。

図6 第3実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。

図7 第3実施形態の第2変形例に係る回路某板の断面図である。

図8 図7の回路某板に電子部品及び機能素子を搭載した状態を示す断面図である

図9 図6の回路某板にはんだバンプを形成した状態を示す断面図である。

図1０図7の回路某板に電子部品を搭載し、はんだバンプを形成した状態を示す断

面図である。

図11 本発明の第4実施形態に係る回路某板の断面図である。

図12 本発明の第5実施形態に係る回路某板の断面図である。

図13 本発明の第6実施形態に係る回路某板の断面図である。

図14 本発明の第7実施形態に係る回路某板の断面図である。

図15 第7実施形態の変形例に係る回路墓板の断面図である。

図16 本発明の第8実施形態に係る回路某板の断面図である。

図17 第8実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。

図18 第8実施形態の第2変形例に係る回路某板の断面図である。

図19 本発明の第9実施形態に係る回路某板の上面図である。

図2０図2０(a) ～( ) は、本発明の第 実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図2 1 図2 (a) ～①は、本発明の第2実施形態に係る回路墓板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。



図22 図22 a)～(d)は、本発明の第3実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図23 図23 (a) ～(d) は、本発明の第4実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図24 図2 (a) (b)は、第4実施例に係る回路墓板の製造方法について、各製造

段階の断面図である。

図25 図2 (a) (b)は、第4実施例に係る回路墓板の製造方法について、各製造

段階の断面図である。

図26 本発明の第5実施形態に係る回路某板の製造方法について、一製造段階を

示す断面図である。

図27 第 実施形態の第 比較例に係る回路某板の断面図である。

図28 第 実施形態の第2比較例に係る回路某板の断面図である。

図29 本発明の第 ０実施形態に係る回路某板の断面図である。

図3０第 ０実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。

図3 1 本発明の第 実施形態に係る回路某板の断面図である。

図32 図32 a)～(d) は、本発明の第 2実施形態に係る回路某板の断面図である。

図33 図33 (a) ～㈲ は、本発明の第6実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図34 図34 (a) ～①は、本発明の第7実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図35 図3 5 a)～( )は、本発明の第8実施形態に係る回路某板の製造方法につい

て、各製造段階の断面図である。

図36 図36 (a) ～(f4)は、本発明の第9実施形態に係る回路某板の製造方法につ

いて、各製造段階の断面図である。

発明を実施するための最良の形態

機能素子内藏回路某板 )

以下に、添付図面を参照し、本発明の実施形態を更に詳しく説明する。図 は、本

発明の第 実施形態に係る機能素子内藏回路某板 (以下、単に回路某板と呼ぶ) の



断面図である。回路某板 ００は、表面側に複数の電極端子53を有する機能素子 ０

を備える。機能素子 ０の表面側では、電極端子53に接続して導体配線屑3 が形

成されている。機能素子 ０の裏面側では、機能素子 ０の裏面と接着屑25を介して

導体配線屑4 が形成されている。導体配線屑3 4 は機能素子 ０よりも広い範囲

に形成されている、機能素子 ０と導体配線屑3 及び導体配線屑4 との間や複数

の電極端子53の間には絶縁樹脂屑8 が形成されている。

００24 図2は、図 の電極端子53の付近を拡大して示す断面図である。電極端子53の表

面及び絶縁樹脂屑8 の表面は同じ高さ位置に形成されている。また、電極端子53

及び絶縁樹脂屑8 と導体配線屑3 との間には、めっきシード屑5 5が形成されてい
る。

００25 電極端子53の表面及び絶縁樹脂屑8 の表面は同じ高さ位置に形成されているこ

とにより、電極端子5 3及び導体配線屑3 の表面における変曲点を少なくでき、電極

端子53と導体配線屑3 との間の接続信頼性を高めることが出来る。また、めっき法

による導体配線屑3 の形成工程では、めっきレジストの露光現像が容易となり、導体

配線屑3 と電極端子53との間の位置精度を高めることが出来る。また、電極端子53

及び絶縁樹脂屑8 と導体配線屑3 との間にシード屑5 5が形成されていることにより

、これらの間、特に電極端子53と導体配線屑3 との間の密着強度を高め、製品の信

頼性を向上できる。

００26 シード屑5 5には、 、W、C 、P C S 、 が好適であるがそれ

らに限定されない。シード屑5 5及び導体配線屑3 の形成に際しては、先ず、シード

屑5 5を形成した後、シード屑5 5上にめっきレジストパターンを形成する。次いで、め

っき法により、めっきレジストパターンが形成されていない部分に導体配線屑3 のパ

ターンを形成する。引き続き、めっきレジストパターンを剥離した後、薬

液を用いたェッチングによって、導体配線屑3 のパターンが形成されていないシー

ド屑5 5の部分を除去し、絶縁樹脂屑8 を露出させる。シード屑5 5の総厚みは、3 は

以下であることが、配線幅の細りを防ぐため望ま 、。

００27 図 に戻り、導体配線屑4 は、その側面が絶縁樹脂屑8 に接しており、表面には

絶縁樹脂屑8 が形成されていない。また、導体配線屑4 の表面は、絶縁樹脂屑8



の表面よりも低い高さ位置に形成されている。導体配線屑4 は、機能素子 ０の裏面

に対向する部分は、一様なパターンとして形成されている。

００28 接着屑25には、ダイアタッチメントフィルムと呼ばれる半硬化樹脂や樹脂ぺ一ストや

ぺ一ストを用いることが出来る。機能素子 ０と導体配線屑4 との間に接着屑25

が介在することにより、機能素子 ０が発熱した場合に、導体配線屑4 を通して熱を

外に逃がすことができ、製品の信頼性を向上させることが出来る。ダイアタッチメントフ

ィルムには、リンテック株式会社製 「 ０００」(商品名) 、「 ０００」(商品名)

、日立化成工業株式会社製 「 4０2」(商品名) などが好適であるがそれらに限定さ

れない。接着屑25には、ダイアタッチメントフィルムの代わりにェポキシ、ボリイミド、ベ

ンゾシクロブテン等をべ一スとした液状樹脂を用いることも出来る。

００29 導体配線屑4 は、機能素子 ０の裏面に対向する部分で、機能素子 ０の裏面形

状に近い一様なパターン、若しくは機能素子 ０の裏面形状より大きな一様なパター

ンを形成しておくことで、効率の高い放熱効果を得ることが出来ると共に、機能素子

0を某板外側からの衝撃から保護することもでき、信頼性の高い構造を形成できる。

また、導体配線屑4 が、全体としてパターンに形成されており適所に絶縁樹脂屑8

が露出する部分を設けているため、放熱板などの大きな面積の金属板を機能素子の

裏面に貼り付けたパッケージに比して、機能素子 ０と導体配線屑4 との熱膨張係

数差により発生する応力を緩和し易く、回路某板をパッケージとして用いた場合に、

信頼性が高く長寿命な製品とすることが可能である。

００3０ 導体配線屑3 4 には、めっき法、印刷法による銅、ニッケル、金、銀、無鉛はん

だなどの一種類以上の金属が好適であるが、それらに限定されない。回路某板の両

面にそれぞれ配設された導体配線屑3 4 のパターン上に対して、電子部品の表

面実装や、半導体フリップチップ接続等が可能となり、実装に必要な面積を有効に確

保でき、某板面積を 、さくすることによって、製品を小型化できる。また、機能素子1の

直上に配設された導体配線屑3 に電子部品を直接に実装することで、これらの電子

部品と機能素子 ０の電極端子53との距離を短くし、優れた高速電気特性を得ること

が出来る。

００3 1 絶縁樹脂屑8 には、ェポキシ、ボリイミド、液品ボリマー等をべ一スとしたものが好



適であるが、それらに限定されない。また、強度や高速伝送性の向上を目的として、

アラミド不織布、アラミドフィルム、ガラスクロス、シリカフィルムを含有した樹脂が好適

であるが、含有材料はそれらに限定されない。

００32 図27は、第 実施形態の第 比較例に係る回路某板の断面図である。回路某板 2

では、絶縁樹脂屑8 に形成されたビアホール内にシード屑58を介して導体配線

屑3 が形成されている。ビアホール内には導体配線屑3 と連続するビア (導体ビア

) 8が形成されている。回路某板 2 の製造に際しては、C 2 一 Gレーザ

ー等を用いて絶縁樹脂屑8 にビアホールを形成し、シード屑58及び導体配線屑3

をスルーホールの内部にも形成する。図27の第 比較例の場合、レーザー加工は、

予め絶縁樹脂屑8 に内藏された機能素子 ０の電極パッド の位置を正確に観察

しなければならないが、絶縁樹脂屑8 に無機フィラを含れ場合や、機能素子 ０上に

存在する絶縁樹脂屑8 が厚い場合には、正確な観察が困難となる。そのため、正確

な位置での電極パッド と導体配線屑3 の間の結線が困難で、製造歩留まりが悪

いといぅ問題点があった。

００33 図27の第 比較例は、感光性のある絶縁樹脂屑8 を使用することでも、露光現像

によって電極パッド の上にビアホールを設けることが可能であるが、レーザー加工

で形成したビアホールと同様に、シード屑58を形成する際、絶縁樹脂屑8 の残掩が

ビアホール底部の電極パッド 上に存在する可能性が高く、その残掩を取り除くた

めには、機械的又は化学的なデスミア処理を行ぅがそのことにより電極パッド を溶

かす又は、構造的に壊すため、信頼性のある電極パッド と導体配線屑3 の間の

結線が得られない問題点があった。

００34 図28は、第 実施形態の第2比較例に係る回路某板の断面図である。回路某板 2

2は、電極パッド とスルーホールとの間に電極端子53が形成されている点が、図2

7の回路某板 2 と典なる。図28の第2比較例の場合、レーザー加工は、予め絶縁

樹脂屑8 に内藏された機能素子 ０の電極パッド の位置を正確に観察しなけれ

ばならないが、絶縁樹脂層8 に無機フィラを含れ場合や、機能素子 ０上に存在す

る絶縁樹脂屑8 が厚い場合には、正確な観察が困難となる。そのため、正確な位置

での電極端子53と導体配線屑3 の間の結線が困難で、製造歩留まりが悪いとレづ



問題点があった。

００35 図28の第2比較例でほ、感光性のある絶縁樹脂屑8 を使用することでも、露光現

像によって電極端子53の上にビアホールを形成することが可能であるが、ビアホー

ルには、テ一パー (上部と底部の内径差) が有るがため、ビアホールによる窪み内部

への均一な厚みのめっきシード屑59形成が困難であり、製造歩留まりが悪く、製品

の信頼性が悪いといぅ問題点があった。

００36 このため、本実施形態では、機能素子 ０に電極端子53を形成すると共に、シード

層 5 5の形成に先立って、電極端子5 3が露出するまで絶縁樹脂屑8 の表面を平坦

化することとした。

００37 図3は、第 実施形態の変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０ は、

絶縁樹脂屑8 とシード屑56との間に別の絶縁樹脂屑8 2が形成されている点が、図

、2の回路某板 ００と典なる。絶縁樹脂層8 とシード屑 56との密若強度が不足す

る場合に、絶縁樹脂屑8 2を形成することによって、絶縁樹脂屑8 とシード屑56との

間の密着強度を高めることが出来る。

００38 絶縁樹脂屑8 2の形成に際しては、電極端子53及び絶縁樹脂屑8 上に一様な絶

縁樹脂屑を形成した後、電極端子53の頂面を露出させる開口を形成する。開口を良

好な形状に形成するためには、絶縁樹脂屑8 2には、レーザー加工性に優れた材料

又は感光性タイプの材料を用いることが望ま 、。

００39 図4 は、本発明の第2実施形態に係る回路某板 ０2 の断面図であり、図4 は、

第2実施形態の変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０2 は、機能素

子 ０の裏面側及び表面側がそれぞれ絶縁樹脂層8 とは典なる絶縁樹脂屑84

で形成されている点、絶縁樹脂屑8 84 8 5を質通し導体配線屑3 4 にそれぞ

れ接続するビアホール6 が形成され、ビアホール6 内部に金属や導電性ぺ一スト

が充填されたビアプラグ74が形成されている点、及び、機能素子 ０が接着屑25を

介さずに絶縁樹脂屑84 に直接に接若されている点が、図 の回路某板 ００と典なる

。また、回路某板 ０2 は、機能素子 ０の裏面側及び表面側がそれぞれ絶縁樹脂

層8 とは典なる絶縁樹脂屑84 で形成されている点が、図 の回路某板 ００と典

なる。回路某板 ０2 では、絶縁樹脂屑84が、接着屑25と導体配線屑4 との間にも



形成されている。回路某板の表面及び裏面に近い絶縁樹脂屑84 には、外部か
らの曲げ応力によってクラックが発生することを抑制するために柔らかな樹脂を用い、

機能素子 ０に近い絶縁樹脂屑8 には、絶縁樹脂屑8 と機能素子 ０との間の熱膨

張係数差に起因するクラックが発生することを抑制するために、熱膨張係数が機能

素子 ０に近い樹脂を用いている。ビアホール6 は、底面側ほど径が 、さく、また、所

定のテ一パ角で形成されている。シード屑5 7は、ビアホール6 の側面及び底面にも

延在している。

００4０ 絶縁樹脂屑を分けることにより、耐熱温度の高い樹脂と低い樹脂、コストの高い樹

脂と低い樹脂の細み合わせで使用することが可能となり、製品信頼性の向上と同時

に、低コスト化を実現することが可能となる。また、例えば機能素子 ０の電極端子53

の周囲に絶縁樹脂屑8 3が形成されている場合には、絶縁樹脂屑8 3と密着性の良い

樹脂を絶縁樹脂屑8 6として選択できる。電極端子53が絶縁樹脂屑8 3から露出して

いる場合には、アライメントマークとして明瞭に見えるため、搭載精度が高まる効果が

あるが、電極端子53が絶縁樹脂屑8 3中に埋没している場合には、表面保護の効果

があり、機能素子搭裁時の作業性が向上する効果がある。なお、コスト低減のために

絶縁樹脂屑8 3を形成せずに、絶縁樹脂屑8 6で機能素子 ０を覆ってもよい。また、

絶縁樹脂屑の細み合わせは3屑に限定されない。

００4 1 回路某板 ０2 ０2 では、また、機能素子 ０の裏面に対向する導体配線屑4

の部分にもパターンが形成されている。機能素子1の直下にも導体配線屑4 のパタ

ーンを形成することによって、このパターンに対する電子部品の表面実装や、半導体

フリップチップ接続等が可能となり、実装可能な面積を増やして、製品を小型化でき

る。さらに、回路某板 ０2 では、絶縁樹脂屑84 自体が樹脂であるがために、硬化

前の半硬化の状態で、機能素子 ０の電極端子53と反対面を直接に絶縁樹脂屑84

に熱を加えながら、加圧搭載することで、絶縁樹脂屑84は熱により流動性を増して、

機能素子 ０と密着することが可能となる。このことにより、約2～4０は の厚みを持つ

接着屑25が必要なくなり、回路某板の背化を実現できる。なお、ビアホール6 、ビア

プラグ74及びシード屑5 7については、図5に示す回路某板の説明と重複するので、

ここでは説明を省略した。



００42 図5は、本発明の第3実施形態に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０3は、

絶縁樹脂屑8 を貫通し導体配線屑3 4 にそれぞれ接続するビアホール6 が形

成され、ビアホール6 内部に金属や導電性ぺ一ストが充填されたビアプラグ74が形

成されている点が、図 の回路某板 ００とは典なる。ビアホール6 は、底面側ほど径

が 、さく、また、所定のテ一パ角で形成されている。シード屑5 7は、ビアホール6 の

側面及び底面にも延在している。

００43 ビアプラグ74の形成に際しては、導体配線屑3 の形成と並行して行ぅことが出来る

。シード屑5 7を形成後の導体配線屑3 4 及びビアプラグ74の形成に関しては、

銅、ニッケル、金、銀、無鉛はんだなどの一種類以上を使用することが好適に考えら

れるが、それらに限定されない。また全てのビアホール6 は同じテ一パ角を有してお

り、この場合、ビアホール6 内部を金属めっきする工程において、めっき部分の観察

が容易で、良好なめっき状態と不良箇所の判別がつきやすく、製品の品質を高める

ことが可能となる。ビアホール6 の直径に対する高さの比が より大きい場合には、シ

ード屑5 7を形成後に無鉛半田ぺ一ストや、導電性ぺ一ストを印刷法により充填させ

ることも出来る。

００44 回路某板の表裏の導体配線屑3 と導体配線屑4 との間をビアプラグ74を介して

最短距離で結線することで、回路某板の表裏に実装される電子部品や機能素子 ０

の間における約 z以上の高速電気特性を高めることが出来る。また、導体配線

屑3 と導体配線屑4 との間がビアプラグ74を介して接続されているため、回路某板

を縦に積層することが可能となり、これによって高密度な実装体を形成できる。シード

屑5 7がビアホール6 の側面及び底面にも延在することによって、ビアプラグ74と導

体配線屑4 との密着強度を高め、製品の信頼性を向上できる。

００45 図6は、第3実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０4

は、図4 、図4 の回路某板 ０2 ０2 と同様に、機能素子 ０の裏面側及び表

面側がそれぞれ絶縁樹脂屑8 とは典なる絶縁樹脂屑84 で形成されている点が

、図5の回路某板 ０3と典なる。

００46 図7は、第3実施形態の第2変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０5

は、その表面及び裏面にソルダーレジスト屑5 が形成されている点が、図6の回路



某板 ０4 と典なる。ソルダーレジスト屑 5 には、電極部分を露出させる開口部 5 2が

形成されている。開口部 5 2を有するソルダーレジスト屑 5 の形成に際しては、印刷

法又はラミネート法によって回路某板の表面及び裏面にソルダーレジスト屑を供給し

た後、露光現像等を行ぅことで形成できる。回路某板 ０4は、図8 に示すよぅに、開口

部 5 2にはんだバンプ5 3を搭載した後に G (Ba G d A 町)パッケージとして使

用できるが、パッケージの形態や、開口部 5 2に接続される電子部品は限定されない

００4 7 導体配線屑3 の表面は、図8 に示した電子部品 2や第2の S 、無線素子等の機

能素子 7の実装に際して、無鉛はんだ 3のリフローやはんだボール6０の溶融によ

るショートを防ぐ必要があり、ソルダーレジスト屑 5 を形成する必要がある。一方、導

体配線屑4 の表面は、絶縁樹脂屑8 4 の表面よりも低い高さ位置に形成されている

ため、図9に示すよぅに、ソルダーレジスト屑 5 を形成せずに、導体配線屑4 上に直

接にはんだボール6０を形成することも可能である。しかし、某板が背い場合には、某

板の反りを防ぐために、導体配線屑4 の表面にもソルダーレジスト屑 5 を形成する

ことが好ましく、これによって、某板表裏構造の対称性を保つことが出来る。

００4 8 なお、図8 とは逆に、図 ０に示すよぅに、導体配線屑3 上にはんだボール6０を形

成し、形成された G パッケージが、はんだボール6０を介してマザーボード等の回

路某板に実装されるものとしてもよい。この場合には、機能素子 ０の電極端子5 3 と

回路某板との間の配線長さを短くすることが可能で、高速電気特性に優れた製品を

得ることが出来る。電子部品 2は、回路某板内に形成した収容孔内に配設してもよ

００4 9 図 は、本発明の第4実施形態に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０6 は

、抵抗体 2 、誘電体 2 2、及び、インダクター2 3が形成されている点が、図6 に示した

回路某板 ０4 と典なる。抵抗体 2 は、導体配線屑3 の一部に形成され、C 、W、C

、P Z e 、C、 、 、 、 、Oの何れか一つ以上の元素を含む。抵

抗体 2 は、導体配線屑3 よりも一屑上に位置する導体配線屑3 3に形成されてもよ

００5０ 誘電体 2 2は、導体配線屑3 と、導体配線屑3 と導体配線屑3 3とを接続するビア



5 との間に形成され S a Ca z a S 、Oの何れ

か一つ以上の元素を含む。インタクター23は、導体配線屑33と同一屑として形成さ

れ、スパイラル形状、又は、ミアンター形状を有している。本実施形態ては、導体配

線屑33より機能素子 ０の電極端子53へと結線しているヒア 5・2の底部に、シート

屑5 7とは別のシート屑か設けてあっても構わない。また、これらの抵抗体2 、誘電体

22、インタクター23か機能素子 ０の裏面側に形成されても構わない。

００5 1 本実施形態においては、上記の抵抗体2 、誘電体22、インタクター23のぅち、何

れか一つ以上含むことにより、回路某板に内藏若しくは表面実装により搭載する受動

素子の体積を減らすことか可能て、且つ優れた電気特性を得ることか出来る。また、

機能素子の表面側に複数の導体配線屑を配段することにより、高い機能を有する回

路某板を実現している。回路某板の表面及ひ裏面には、ソルターレシスト屑を形成し

てもよい。

００5 2 図 2は、本発明の第5実施形態に係る回路某板の断面図てある。回路某板 ０7は

、機能素子 ０の側部に隣接して、企属又はセラミノクスによる中間層24か形成され

ている点か、図5に示した回路某板 ０3と典なる。中間層24は、回路某板に強度を

与える。従って、回路某板の厚みか背い場合に製品の信頼性を効果的に高めること

か出来る。また、中間層24を企属とし、導体配線屑3 4 にヒアを介して接続するこ

とて、クラント屑として用いることもてき、優れた電気特性を得ることか出来る。更に、

機能素子 ０の発熱呈か大きい場合には、中間層24を企属とすることて回路某板の

放熱性を向上てきる。

００5 3 また、中間層24の表裏に導体配線屑を形成すれは、回路某板を更に多層化てき、

高機能な多層配線某板とすることか出来る。回路某板の表面及ひ裏面には、ソルタ

ーレシスト屑を形成してもよい。

００54 図 3は、本発明の第6実施形態に係る回路某板の断面図てある。回路某板 ０8は

、機能素子 ０か接着屑25を介さすに絶縁樹脂屑84 に直接に接若されている点、及

ひ、電極端子53か、絶縁樹脂屑8 3の内部に形成された銅ボストと呼はれる円柱状

の銅や一屑以上の導体配線屑を介して形成されている点か、図6の回路某板 ０4と

典なる。



００5 5 絶縁樹脂屑84 自体が樹脂であるがために、硬化前の半硬化の状態で、機能素子

０の電極端子53と反対面を直接に絶縁樹脂屑84 に熱を加えながら、加圧搭載する

ことで、絶縁樹脂屑84は熱により流動性を増して、機能素子 ０と密着することが可

能となる。このことにより、約2～4０は の厚みを持つ接着屑25が必要なくなり、回路

某板の背化を実現できる。なお、絶縁樹脂屑8 3の内部に形成された銅ボストや導体

配線屑の形状や材料には限定はない。絶縁樹脂屑84での機能素子の固定よりも、

より強固な機能素子の固定を求める場合にほ、図6のよぅに接若屑25を使用してもよ

００56 図 4は、本発明の第7実施形態に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０9は

、機能素子 ０の表面側に絶縁樹脂屑8 7を介して2屑の導体配線屑32 33が形成

されている点、機能素子 ０の裏面側に絶縁樹脂屑84 ・ を介して2屑の導体配線屑

4 2 43が形成されている点、電極端子53、導体配線屑32 33、導体配線屑4 2，4

3の間をそれぞれ接続するビアプラグ7 5～78 4～6が形成されている点が、図6

の回路某板 ０4と典なる。

００5 7 ビアプラグ7 5は導体配線屑33と導体配線屑4 3との間を、ビアプラグ76は導体配

線屑32と導体配線屑4 2との間を、ビアプラグ7 7は導体配線屑32と導体配線屑 と

の間を、ビアプラグ7 8は導体配線屑33と導体配線屑4 2との間をそれぞれ接続して

いる。また、ビアプラグ 4は導体配線屑32と導体配線屑33との間を、ビアプラグ

は電極端子53と導体配線屑33との間を、ビアプラグ 6は導体配線屑4 2と導体配線

屑4 3との間をそれぞれ接続している。ビアプラグ7 5～78は、銅、ニッケル、金、銀等

のめっき金属や導電性ぺ一ストからなる。

００58 ビアプラグ7 5～78によって、全ての導体配線屑から任意の導体配線屑に接続でき

、回路設計の自由度を高めることが出来る。また、ビアプラグ 5によって、電極端子5

3と導体配線屑33とを接続でき、機能素子 ０の電極端子53と、回路某板の外側に

形成されたキャパシタ一や半導体装置等との間の配線距離を短縮できる。電極端子

53及び絶縁樹脂屑8 6と導体配線屑32との間、及び、ビアホール6 3 64の側面及

び底面にほ、シード屑 57が形成されている。

００59 導体配線屑4 2の表面は、絶縁樹脂屑84の表面と同じ高さ位置に形成されている。



導体配線屑4 3は、その側面が絶縁樹脂屑84 ・ に接しており、表面には絶縁樹脂

屑84 ・ が形成されていない。また、導体配線屑4 3の表面は、絶縁樹脂屑84 ・ の

表面よりも低い高さ位置に形成されている。

００6０ 図 5は、第7実施形態の変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板 ０は

、導体配線屑33上に接着屑25を介して機能素子 7が配設されている点で、図 4

の回路某板 ０9とは典なる。機能素子 7は、絶縁樹脂屑8 7 8 8 89に覆われてお

り、絶縁樹脂屑8 9の表面には、導体配線屑34が形成されている。導体配線屑 と

導体配線屑34との間は、ビアプラグ79 8０によって接続されている。機能素子 7の

電極端子53及び絶縁樹脂屑8 9と導体配線屑34との間、及び、ビアホール6 6 67

の側面及び底面には、めっきシード屑5 7が形成されている。

００6 1 複数の機能素子 ０ 7を内藏することによって、内藏された機能素子 ０ 7間の

配線長を短縮でき、高速電気特性に優れた回路某板を実現できる。また、機能素子

０ 7として、無線系の素子とロジック、メモり等の素子とを細み合わせることにより

多機能な回路某板を実現できる。機能素子 ０ 7は表面に露出していないため、

搬送時の作業性を高めることが出来る。

００62 図 6は、本発明の第8実施形態に係る回路某板の断面図である。回路某板 は

、図6に示したよぅな、機能素子 ０ ０ を内藏した回路某板 3０5 3０6を、接着屑4

０及び導電性ぺ一スト4 5を介して厚み方向に積層したものである。接着屑4０には、

ェポキシ、ボリイミド、液品ボリマー等をべ一スとしたものが好適であるが、それらに限

定されない。また、強度や高速伝送性の向上を目的として、アラミド不織布、アラミドフ

ィルム、ガラスクロス、シリカフィルムを含有した樹脂が好適であるが、含有材料はそ

れらに限定されない。

００63 機能素子 ０ ０ の電極端子53が互いに対向しているので、機能素子 ０ ０

間の配線長を短くでき、高速電気特性に優れた回路某板を実現できる。また、回路

某板 3０5と回路某板 3０6との間で、機能素子 ０ ０ の表面から回路某板 3０5，3

０6の表面までの距離が同じであるため、例えば S のフリップチップ接続を行った際

に、 S と双方の機能素子 ０ ０ の電極端子53との配線距離が同じであり、接続

信頼性を高めることが出来る。なお、本実施形態では、図6に示したよぅな回路某板 3



０5 3０6を互いに接続しているが、一方の回路某板 3０5に代えて別の多層配線某

板を接続してもよい。また、双方の回路某板 3０5 3０6の外形の寸法が互いに典なっ
てもよい。

００64 図 7は、第8実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板

2は、図 6と同様の回路墓板 3０ 3０2を、接着屑4０及び導電性ぺ一スト4 5を介し

て厚み方向に積層したものである。図 8は、第8実施形態の第2変形例に係る回路

某板の断面図である。回路墓板 3ほ、水平方向に複数の機能素子を搭載した回

路某板 3０3 3０4を、接着屑4０及び導電性ぺ一スト4 5を介して厚み方向に積層し

たものである。回路某板の表裏両面には、開口部 5 2を有するソルダーレジスト屑5

が配設されている。回路墓板が、複数の機能素子を内藏し且つ三次元的に集積した

ことにより、各々の機能素子間の配線長を短くできる。

００65 図 9は、本発明の第9実施形態に係る回路某板の上面図である。回路某板 4は

、例えば図 4に示した回路某板 ０9において、電極端子53 54が存在しない部分

であって、且つ、導体配線屑3 のパターンが形成されていない部分に、導体配線屑

34が一様に形成されている。電極端子54は、ビア 5・2を介して導体配線屑33に

接続される電極端子である。導体配線屑34は、電極端子54の上部を除く機能素子

０ の上部と外周エリアとを結んで形成されている。符号 9は、機能素子 ０ の輪

郭を示している。

００66 電極端子53の露出面と導体配線屑3 が結線する際の構造は、図 9のよぅに円形

の電極端子53露出面の一部の直上のみ導体配線屑3 が存在する場合や、電極端

子53露出面全体を覆ぅよぅに導体配線屑3 にランドを形成する場合があるがその外

形は限定されない。導体配線屑34は、曲げや打撃による応力から内藏された機能素

子 ０ が損傷するのを防ぐ効果がある。また、導体配線屑34は、電気的にはグラン

ドとして使用でき、また、電磁シールドの効果もあり、製品の優れた電気特性を得るこ

とが可能となる。導体配線屑34は、機能素子 ０ のグランドとなる電極端子53と結

線してもよい。

００67 図29ほ、本発明の第 ０実施形態に係る回路墓板の断面図である。回路墓板 5

では、機能素子 ０が導体配線屑73に接着屑25を介して固定されると共に、複数の



絶縁樹脂屑8 84 8 5に埋没している。また、機能素子 ０の側面には、導体配線

屑3 と導体配線屑73との間を結線する導体ビア5０ が形成されている。ビア5０ の

側面、底部及び上部には、それぞれシード屑5 2 5 3 5 が形成されており、絶

縁樹脂屑との密着力及び導体配線屑3 との間の密着力を高めている。ここで、ビア

5０ は、フィルドビアであり、導体が埋め込まれている。また、シード屑5 は、同時

に内藏された機能素子 ０の電極端子53と導体配線屑3 の間にも形成されている。

００68 本実施形態では、ビア5０ の側面、底部及び上部にシード屑を設けることで、機能

素子 ０を某板に内藏することで生じる、某板の変形に対しても、ビアの内部破断や、

ビア上部及び底部での破断や、ビア側面での絶縁樹脂屑からの剥離を妨げるので、

信頼性の高い製品とすることが出来る。また、電極端子53とシード屑5 を共通化す

ることで、ビア5０ と電極端子53の配線パターンを形成する際、レジスト露光時に位

置観察が容易となり、優れた位置決め精度を得ることが出来る。このため、製品の歩

留まりを上げることができる。さらに、ビア5０ としてフィルドビアを用いていることで、

コンフオーマルタイプを用いた場合よりも抵抗値も下がり電気的特性を向上させること

が出来る。

００69 図3０は、第 ０実施形態の第 変形例に係る回路某板の断面図である。回路某板

6は、図29で示したビア5０ がフィルドタイプであったのに対して、ビア側面と底部

のみに導体屑をめっき等により形成するコンフオーマルタイプのビア5０2を用いた点、

が、図29の回路某板 5と典なる。ビア5０2の導体配線屑3 側の中心付近には、

樹脂 5０2 が埋め込まれている。また、ビア5０2の側面、底部、及び樹脂 5０2 を含

むビア5０2の上部には、それぞれシード屑5 2 5 3 5 が形成されており、絶縁

樹脂との密着力及び導体配線屑3 との間の密着力を高めている。

００7０ 本実施形態では、図29で示した回路某板 5と同様に、機能素子 ０を某板に内

藏することで生じる、某板の変形に対しても、ビアの内部破断や、ビア上部及び底部

での破断や、ビア側面での樹脂屑からの剥離を妨げるので、信頼性の高い製品とす

ることが出来る。また、電極端子53とシード屑5 を共通化することで、ビア5０2と電

極端子53の配線パターンを形成する際、レジスト露光時に位置観察が容易となり、

優れた位置決め精度を得ることが出来る。このため、製品の歩留まりを上げることが



できる。さらに、ビア5０2に樹脂 5０2 が埋め込まれていることで、ビア5０2の外側に

存在する絶縁樹脂屑にビア5０2の熱膨張係数を近づけることが可能となり、信頼，性

を高めることが出来る。

００7 1 図3 は、本発明の第 実施形態に係る回路某板の断面図である。回路某板 7

では、機能素子 ０が導体配線屑73に接着屑25を介して固定され、複数の絶縁樹

脂屑8 84 85に埋没している。また、機能素子 ０の側面には、導体配線屑3 と

導体配線層7 3との間を結線する導体ビア5０3が形成されている。また、ビア5０3の

側面及び底部にはシード屑が形成されていないが、その上部にはシード屑5 が形

成されており、導体配線層3 との間の密着力を高めている。ここで、ビア5０3は、導

体のフイルドビアであって、導体配線屑73側の底部ではその導体組織の結品粒が

繊密であり、また、導体配線屑3 側の上部では底部と比較して、結品粒径が大きくな

００72 その結果、本実施形態では、内径の大きい導体配線屑3 側のビア5０3の内部導

体は、

結品粒径が大きく、伸びる材質とすることが出来るので、機能素子 ０を内藏すること

で生じる某板の反り等の変形に対して、応力を緩和することが可能になる。一方、内

径が小さく接触面積の小さい導体配線屑7 3側では、特にビア5０3の内部の導体材

質は伸びないが、導体配線屑73との間に優れた接合強度を得ることが出来る。その

ため、特にビアの側面の絶縁樹脂屑との界面にシード屑を形成しなくとも、界面に加

わる応力を緩和することで、ビアの断線を防ぐことが可能となり、製品の信頼性を高め

ることが出来る。

００73 図3 (a) (b 、( 、(d) は、本発明の第 2実施形態に係る回路某板の断面図で

ある。回路某板 8 ～では、導体配線屑3 と導体配線屑73との間を結線する導

体ビアが、マッシュルーム形状ボスト(導体ポスト) 5 ０と、マッシュルーム形状ボスト5

０と接続するビアプラグ5０4 5０5 5０6 5０7とを有する。マッシュルーム形状ボス

ト5 ０は、直径がほぼ一様な部分と、この一様な部分よりも直径が大きな大径部分 (

傘に相当する部分であり、傘構造部分とも う) とを有し、図示のよぅに、導体配線屑

73側に配置されている。この傘構造部分が、某板水平方向の絶縁樹脂屑側に櫻を



入れている。マッシュルーム形状ボスト5 ０の導体配線屑3 側では、レーザービアが

形成されている。

００74 回路某板 8 では、図中 (a) に示すように、ビアプラグ5０4が形成されており、そ

の底部及び側面にシード屑5 3 5 2が形成され、ビアプラグ5０4の上部側面から

導体配線屑3 の底部、及び電極端子53と導体配線屑3 との間は、同じシード屑5

が形成されている。また、シード屑5 5 2 5 3は一続きで形成されている。な

お、ビアプラグ5０4は、コンフオーマルタイプに限らず、フィルドタイプであっても、構

わない。また、回路某板 8 では、図中 (b) に示すように、ビアプラグ5０5が形成さ

れており、その上部にのみ、電極端子53と共通のシード屑5

が導体配線屑3 との間に形成されている。回路某板 8Cでは、図中 (c)

に示すように、ビアプラグ5０6が形成されており、その底部、側面及び上部にシード

屑5 3 5 2 5 がそれぞれ形成され、その結果、機能素子 ０を内蔵することでの

強度の信頼性を高めている。回路某板 8 では、図中 (d) に示すように、上記ビア

プラグがコンフオーマルタイプである場合に、内部に樹脂 5０8を埋め込んだビアプラ

グ5０7が形成されており、その底部及び側面にシード屑5 3 5 2が形成されている

だけでなく、その上部にもシード屑5 が形成されている。

００75 本実施形態では、マッシュルーム形状ボスト5 ０の上記全構造部分が、絶縁樹脂

屑内部に櫻として、絶縁樹脂屑の水平方向 (厚み方向に対して略直交する方向) に

張り出していることで、機能素子 ０を内蔵した某板で生じる厚み変形や反りの応力に

対して、特にビア側面にシード屑を形成しなくても、厚み方向へのビアと絶縁樹脂屑

との間の強度を高めることが可能となり、ビアでの断線を防ぐことができる。このため、

製品の信頼性を高めることができる。これに対して、通常の断面が台形形状のビアで

は、本実施形態のようにビア側面のシード屑による絶縁樹脂屑との密着強化がない

場合には、ビアの導体と接している絶縁樹脂屑の間が剥離してしまう可能性がある。

なお、回路某板 8 ～ は、例えば部材の価格や上記各ビアプラグ5０4～5０7と

の材質の組み合わせにより適正選択してもよいが、いずれを選択した場合であっても

、マッシュルーム形状ボスト5 ０を用いているので、マッシュルーム形状ボスト5 ０を

用いていない回路某板と比べて信頼性が高い。



００76 (回路某板の製造方法)

図2０(a) ～( ) は、本発明の第 実施形態に係る回路某板の製造方法について、

各製造段階の断面図である。図2０(a) に示すよぅに、先ず、支持某板 7 上にめっき

レジストを供給し、露光現像の後にめっき法により、導体配線屑7 2のパターンをめっ
きする。このとき、導体配線屑7 2は、支持某板 7 が金属の場合にその支持某板 7

をェッチングにより除去する場合は、ェッチング被に溶けないことが望ましいため、支

持某板 7 とは典なる材質が望ま 、。また、支持某板 7 除去後に表面に露出する

金属となるため、金やはんだも好適にめっきされるがそれらに限定されない。また、更

に導体配線屑7 2は、一つのめっき屑ではなく、数種類のめっき屑からなっても構わ

ない。

００7 7 支持某板 7 は、 、ガラス、アルミニウム、ステンレス、ボリイミド、ェポキシ等からな

る単材料、又は複合材料が好適に使用されるがそれらに限定されない。また、支持

某板 7 が導電材料でない場合には、スパッタや無電解めっきによりめっきシード金

属を供給することで、導体配線屑7 2を形成することが可能となる。支持某板 7 をェッ

チング以外の方法で除去する場合には、離型材を予め支持某板 7 の材呈内部に供

給する方法が好適に使用されるがそれらに限定されない。例えば、 、ガラス、アルミ

ニウム、ステンレス、ボリイミド、ェポキシ等からなる単材料からなる板に接若された離

型屑として、二屑の銅箔間に離型屑を形成した三井金属鉱業株式会社製キヤリア付

極背銅箔 「M c o Th n ( )」シリーズや、住友スリーエム株式会社製の片面離型テ

ープ「P テープ」を支持某板 7 として好適に使用できるが、複合の材料からなる

支持某板 7 は、これらに限定されない。

００78 その後、めっきレジストを剥離しないか、一度剥離してから新しいめっきレジストによ

るパターンを形成して導体配線屑7 3を所定の厚みめっき法により形成し、めっきレジ

ストを剥離する。このとき導体配線屑7 3は、導体配線屑7 2上に存在するのが望まし

い。導体配線屑7 3は支持某板 7 2除去後に残るため、金、銅、ニッケル等が望ま 、

がそれらに限定されない。続く工程では、図2０(b)のよぅに接着屑2 5を介して、機能

素子 ０を導体配線屑7 3の上に加熱と加圧により搭載する。

００79 このとき、素子が搭載される部分には、ベタの金属工リアが形成されるよぅ導体配線



屑73のパターンを形成しておくと、支持某板 7 を除去後にその部分か放熱板の機

能を果たすため望ま 、か、それらに限定されない。機能素子 ０にはあらかしめ、円

柱状、若しくは多層配線からなる電極端子53か設けられるか、その他に のスタオ
ハンプも使用することか可能てあり、電極端子53の形状はこれらに限定されない。電

極端子53の材質も、C 等からなるかこれらに限定されない。チノプ活性面

の保護か必要な場合には絶縁樹脂屑8 3か供給されているか、特に強度的に問題な

い場合にほ、無くても構わない。絶縁樹脂屑8 3か有る場合、搭載前の機能素子の電

極端子53は絶縁樹脂屑8 3に埋没して表面に露出していなくても構わない。

００8０ 続く工程ては、図2０(c)のよぅに機能素子 ０の電極端子53側より絶縁樹脂屑8

8 5を供給し、硬ィヒさせる。樹脂の供給方怯は、真空ラミネート怯や、真空ブレス怯か

好適に使用されるかそれらに限定されない。導体配線屑73や支持某板 7 の上に絶

縁樹脂屑8 を供給する際、導体配線屑73や支持某板 7 の表面を粗化することて、

絶縁樹脂屑8 との間の密着強度を高めることか可能てある。支持某板 7 を除去した

段階て回路某板か反らないよぅに適正な絶縁樹脂屑の細み合わせと、絶縁樹脂屑

の配置順番とする。また機能素子 ０の側面に配置する絶縁樹脂屑8 に、カラスクロ

スや、アラミトフイルム等の流動しない物質か含まれる場合には、予め機能素子 ０の

外形と同しか大きいくらいに、絶縁樹脂屑8 に空間を設けておき、絶縁樹脂屑8 中

に含有されるブレス時に流動しない物質か機能素子 ０を破損しないよぅにする。

００8 1 絶縁樹脂屑の屑数、種類は、内藏される機能素子 ０の厚みや某板全体の厚みに

応して適宜判断することか可能てあり、卓屑てあっても構わない。続く工程において、

図2０(d) に示すよぅに、研削装置やハフ研磨装置等を使用して電極端子53を表面

に露出させる。この時表面に露出した電極端子53の表面高刮ま、外周の絶縁樹脂

屑8 6と同し高さとなる。この時の研削に使用した砥石やハフ材科の目の粗さにより2０

は 以下の高さはらつきか発生しても本発明の範囲内となる。

００82 続いて図2０(e ) に示すよぅに、C 2レーザー、 レーザー等のレーザー

装置を用いて、支持某板 7 付近の任首の導体配線屑73ヘヒアホール6 7を開口す

る。この際、本発明においてほ、図2０d) の工程にて、電極端子53と同様に目合わ

せマークも研削することて、マーク自体を表面か露出するため、レーザー加工時に優



れた位置精度を得ることが可能であり、製品製造時の歩留まりを高めることが可能と

なる。なお、ビアを形成しない場合には、続く無電解及び電解めっき等の工程におい

て、機能素子 ０上 の導体配線屑3 73が結線されないが、導体配線屑73は機

能素子 ０の放熱と保護の効果をもたらし、導体配線屑3 は、電極端子5 3の配線ル

ールを拡大し、外部端子としても使用することが可能となる。

００83 絶縁樹脂屑8 8 5へのビアホール6 7開口後は、デスミア処理により、ビアホール6

7内部の樹脂残掩を取り除くが、この時同時に電極拙子53の表面への露出部分の

上に存在する研磨くずである樹脂残掩等は取り除くことが可能となる。また、絶縁樹

脂屑8 6の表面は、デスミア処理により ０は 以下程度の凹凸ができ、これらが導体

配線屑3 を形成した際にアンカー効果によって密着強度を高める効果をもたらす。

００84 希硫酸等の弱酸により導体配線屑73を洗浄した後、銅、ニッケルなどの無電解め

っき又は、 、W、C C S からなる一つ以上の元素によ

る一屑以上の導電屑をスパッタ処理により形成し、続くめっき工程のためのシード屑

とする。シード屑の形成の方法は無電解、スパッタ処理に限定されない。続く工程に

おいて、図2０(f ) のようにめっきレジスト屑を形成し、導体配線屑3 を形成すると共

に、ビアホール6 7内部を金属めっきし、その後めっきレジストを取り除き導体配線屑

以外のめっきシード屑をエッチングする。この時、ビアホール6 7内部に形成されるビ

アは、全体がめっき金属により充填されたフイルドビアであっても、ビア内部の側壁の

みめっきされたコンフオーマルビアであっても構わない。またビアには、導電性ぺ一ス

トを印刷法により充填して、その後、ビア上部を導体配線屑3 の形成と同時にめっき

することのよっても得られるが、これらの方法に限定されない。

００85 続く工程において、図2０( )のように支持某板 7 をエッチング、研磨、若しくは剥

離によって除去することで、導体配線屑72を露出させる。このとき、導体配線屑72の

高さは、外周を取り囲む絶縁樹脂屑84 と同じ高さとなっている。このままでも使用可

能であるが、続く工程において、図2０( )のように導体配線屑72を薬液によりエッチ

ングし、導体配線屑73を表面に露出させることも出来る。このとき導体配線屑73の高

さほ、周りを取り囲む絶縁樹脂屑84 より低い位置となり、絶縁樹脂屑84がソルダーレ

ジスト屑として機能することも可能となる。また、導体配線屑72 73は支持某板 7 上



に順次に配線形成された配線屑てあり、表面には絶縁樹脂屑か介在せす、信頼性

の高い実装の可能な回路某板を得ることか可能となる。

００86 更に、導体配線屑72 73の高さは、元々、支持某板 7 上に形成されたものてある

ため均一て同一平面状に存在し、半導体素子、 G パノケーシ等て表面実装され

る電極端子として好適に使用てき、高い接続信頼性を得ることか出来る。このよぅにし

て得られた回路某板は、このままの状態て使用可能てあるか、更に任首の開口部を

持つソルターレシスト屑を形成し、次の多テハイスの実装に使用することも可能てあ

る。また、図2０( ) 、又は( )の状態をコア某板として、両面にアティティフ怯、セミア

ティティフ怯、ザフトラクティフ怯を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成

することか可能てある。更には、図2０( ) 、又は( )の状態の回路某板は、タイシンク

に個片化の後に他の回路某板への内藏も可能となる。

００87 図2 (a) ～①は、本発明の第2実施形態に係る回路某板の製造方怯について、

各製造段階の断面図てある。図2０(a) と同様に図2 (a) て支持某板 7 上に導体配

線屑72 73をめっき怯、インクシェノト怯等により形成する。その後、図2 (b)のよぅ

に絶縁樹脂屑84を供給する。絶縁樹脂屑84は、支持某板 7 を除去した後も機能素

子 ０直下に存在するため、導体配線屑72 73を放熱板効果を狙った広い面積の

へタパターンと出来るほか、 G パノトや、フリノプチノプパノトなとの任首の配線形

状とすることか可能となるか、形状はそれらに限定されない。絶縁樹脂屑84の供給は

、真空ラミネーターや、真空プレス機、ロールコーター、スピンコート、カーテンコート

なとか好適に使用されるかそれらに限定されない。

００88 続く工程て、図2 (c) のよぅに機能素子 ０を接着屑25を介して、絶縁樹脂屑84へ

接着する。その後、図2 (d)のよぅに絶縁樹脂屑8 、企属又はセラミノクスによる中

間層24を真空ラミネーターや、真空プレスにより供給し、図2 (e) のよぅに機能素子

０外周を封止する。このとき、絶縁樹脂屑の数は、 種類以上て使用可能て、支持某

板 7 除去後に本回路某板の反りの少ないよぅ設計するのか製品の信頼性、製造時

の作業性に望ましく、機能素子 ０の材科との密着性に関しても考慮して絶縁樹脂屑

の配置を決めることか望ましい。また機能素子 ０の側面に配置する絶縁樹脂屑8

に、カラスクロスや、アラミトフィルム等の流動しない物質か含まれる場合には、予め



機能素子 ０の外形と同じか大きレぺらいに、絶縁樹脂屑8 に空間を設けておき、絶

縁樹脂屑8 中に含有されるプレス時に流動しない物質が機能素子を破損しないよう

にする。

００89 金属、又はセラミックスによる中間層24は、某板の厚みが背い場合に、反りを防ぎ、

剛性を高めるために効果が有る。この中間層24は、導体配線屑73と導体配線屑3

の間を結線するためのビア形成のため、中間層24 自体が導電体、又はレーザー加

エが困難な材質である場合には、レーザー加工を以後の工程で行うために、予め、

任意の場所にビアの外形より大きなザイズで開口し、また機能素子 ０の存在箇所と

なる部分には機能素子 ０の外形と同じか大きいザイズで開口しておくことが必要とな

る。

００9０ 続く工程において図2 (f) に示すように、研削装置やバフ研磨装置等を使用して

電極端子53を表面に露出させる。この時表面に露出した電極端子53の表面高さは

、外周の絶縁樹脂屑8 と同じ高さとなる。この時の研削に使用した砥石やバフ材料

の目の粗さにより2０は 以下の高さばらつきが発生しても本発明の範囲内となる。図

2 ( ) のようにC 2レーザー、 レーザー等のレーザー装置を用いて、絶

縁樹脂屑8 6に支持某板 7 付近の任意の導体配線屑ヘビアホール6 7を開口できる

００9 1 続くデスミア処理によるビア内部の樹脂残俺洗浄の後、図2０で述べたように無電解

金属めっき又は、スパッタ処理をすることも可能であるが、ビアホール6 7が内径の大

きさより高さが格段に大きい場合、支持某板 7 に金属を使用して、電荷を供給させ、

直接にビアホール6 7内部を支持某板 7 側からめっきすることも可能である。絶縁樹

脂屑8 の表面以上の高さまでビアホール6 7内部を金属めっきして、その後、バフ研

磨、研削装置等により絶縁樹脂屑8 の表面を平坦ィヒすることで、露出するビアの高

さは、絶縁樹脂屑8 表面と同じとなる。

００92 尚、ビアホール6 7内部のめっき後にバフ研磨、研削する場合には、図2 ( ) の電

極端子53の研削、バフ研磨と同時に行うことが効率的となる。ビアホール6 7内部と導

体配線屑3 を同時にめっき形成する場合には、図2 ( )のようにビアホール6 7内

部をデスミア処理により洗浄し、無電解めっき又は、スパッタ処理によるシード屑の形



成に続き、導体配線屑3 とビアホール6 7内部を金属めっきする。この時シード屑上

に、導電性ぺ一ストパターンをイン欠ジェット法や、印刷法により形成することも可能で

ある。導体配線屑3 形成後は、めっきレジスト及び、余分なシード屑を除去する。

００93 その後の工程は、図2０( 、( ) と同様で図2 ㈲ で支持某板 7 を除去し、図2 (

)で、導体配線屑73を表面に露出させる。このよぅにして得られた回路某板は、このま

まの状態で使用可能であるが、更に任意の開口部を持つソルダーレジスト屑を形成

し、次の多デバイスの実装に使用することも可能である。このとき片面のみにソルダー

レジスト屑を形成してもよい。また、図2 ㈲ 、①の状態をコア某板として、両面にア

ディティブ法、セミアディティブ法、ザブトラクティブ法を用いて、絶縁樹脂屑と交互に

導体配線屑を形成し多層配線を持つ回路某板とすることも可能である。

００94 図22 (a) ～(d) は、本発明の第3実施形態に係る回路某板の製造方法について、

各製造段階の断面図である。図22 (a) に示すよぅに予め支持某板 7 上にソルダーレ

ジスト屑5 となる絶縁屑を供給し、その上の屑に導体配線屑4 を形成する。その後

の図2 (c) ～㈲ の工程と同様に、機能素子 ０を搭載後、絶縁樹脂屑8 84により

機能素子 ０の外周を封止し、ビアプラグ74を介して、導体配線屑3 4 を接続す

ることで、機能素子 ０と本発明による回路某板とを電極端子53を介して電気的に接

続する。続く工程において、図22 (b) に示したよぅに支持某板 7 を除去することで、

表面に絶縁樹脂屑5 を露出させ、レーザー等で本回路某板に実装される部品の電

極端子に該当する部分に対して開口部 52を開口することで、ソルダーレジスト屑5

として機能させる。更に反対面にも開口部 52を開口したソルダーレジスト屑5 を形成

する。

００95 続いて、図22 (c)のよぅにはんだボール6０を片側のソルダーレジスト屑5 の開口

部 52に搭載し、このよぅなはんだボール付きの回路某板をパッケージとして複数個を

、各パッケージの電気検査後、図22 (d)の用に積層とリフローすることで、二つ以上

の回路某板を積層することが可能となる。機能素子を複数種類、複数個を一つの回

路某板にするのと比較して、一つの機能素子を内藏した回路某板を積層する場合に

ほ、企体の体積が大きくなるが、途中工程において、各回路墓板の電気検査が出来

るメリットがあり、製品の歩留まりを高めることが可能となる。



００96 図23 (a) ～(d)は、本発明の第4実施形態に係る回路某板の製造方法について、

各製造段階の断面図である。図23 (a) のよぅに、支持某板を除去した本発明による

機能素子を内藏した回路某板2０ 2０2を二つ上下に並べ、中間にはんだぺ一スト

又は導電性ぺ一ストを充填したビア4 5のパターンを持つ接着屑4０を配置する。若し

くは図23 (b)のよぅに予め、回路某板2０4に接着屑4０を供給し、レーザー等によりビ

ア開口部を形成し、はんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストをビア開口部内部に充填し

て、支持某板を除去していない本発明による機能素子を内藏した回路墓板2０3 2０

4を向かい合わる。若しくは、図23 (c )のよぅに、支持某板を除去していない本発明に

よる機能素子を内藏した回路某板2０3 2０4を向かい合わせ、中間にはんだぺ一ス

ト又は導電性ぺ一ストを充填したビア4 5のパターンを持つ接着屑4０を配置する。

００97 このとき、予め本発明による機能素子を内藏した回路某板2０ 2０2内部には、セ

ラミック部品を内藏しておいてもよい。内藏されたセラミック部品は、導電性ぺ一スト、

又はめっきにより本発明による回路某板の導体配線屑へ接続されている。その後、こ

れらの本発明による上下二つの某板を接着屑4０による絶縁部分の接続と、ビア4 5

による導電性接続を、ブレス法などを用いて同時に処理し、支持某板の有る場合に

は、支持某板を除去することで、図23 (d) のよぅに機能素子を含む屑が縦に積層され

た回路某板を形成することが出来る。

００98 接着屑4０は、ェポキシ、ボリイミド、液品ボリマー等をべ一スとしたものが好適に使

用されるが、それらに限定されない。また、接着屑4０の内部に高強度化や、高速伝

送性向上を目的として、アラミド不織布、アラミドフィルム、ガラスクロス、シリカフィルム

を含有材として好適に使用可能であるが含有材料はそれらに限定されない。貼り合

わせに用いる本発明による回路某板は、支持某板を除去した状態でも貼り合わせる

ことが出来る。少なくとも一方の某板に支持某板がある場合には、真空ブレス時に某

板全体を均一に加圧する効果があるため、接着屑4０とビア4 5による接続の高信頼

化が可能となる。

００99 接着屑4０は、P 等の保護フィルムを予め両面に貼り合わせた状態で、C

2 等のレーザーや、ドリルでのビア開口部を形成して、保護フィルム

上からはんだぺ一ストや、導電性ぺ一ストを印刷することによりビア開口部内部にS



C e Ge 等のこれらに限定されない元素を含む粉末を充填

し、保護フィルムを除去することても得られる。また、保護フィルム無しても、メタルマス

ク、スクリーンマスクを使用して、印刷することか可能てある。更には、インクシェノトに

より粉末をヒア開口部内部に充填させることも可能てある。

０1００ 接着屑4０は、予め片方の本発明による回路某板にラミネートやプレス怯により供給

し、その後レーザー等てヒアを形成することも出来て、保護フィルムや、メタルマスク、

スクリーンマスクにより印刷をするか、インクシェノトによりぺ一ストをヒア開口部内部に

充填し、保護フィルムを使用した場合には、保護フィルムを除去することて、続く真空

プレスての本発明による二つの回路某板の貼り合わせに用いることか可能となる。こ

のままの状態て使用可能てあるか、更に任首の開口部を持つソルターレシスト屑を

形成し、次の多テハイスの実装に使用することも可能てある。

０1０1 また、図23 (d)の状態をコア某板として、両面にアティティフ怯、セミアティティフ怯

、ザフトラクティフ怯を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成することか可

能てある。更に図23 (d)の支持某板を除去した、又は支持某板を除去前、若しくは

支持某板を片面つけた本発明による、接着屑4０とヒア4 5による接続された屑を持つ

機能素子内藏の回路某板を二つ用首し、新たに接着屑4０とはんたぺ一スト又は導

電性ぺ一ストを充填したヒア4 5を介して真空プレス怯等により接続することて、史な

る多層に積層された回路墓板を得ることか出来る。このとき、新たに接着屑4０に接す

る側の本発明による機能素子内藏の回路某板の表面は、事前に支持某板を除去す

へきてあることは吉ぅまても無い。このよぅにして多層配線を有する回路某板とすること

か可能て、高速電気特性に優れ、小型の回路某板とすることか出来る。

０1０2 図26は、本発明の第5実施形態に係る回路某板の製造方怯について、一製造段

階の断面図てある。機能素子 ０を内藏した本発明による回路某板4 ０を使用して、

更に複数の本発明による回路某板を大型の某板4 に内藏することて、回路某板4

０をコア層として、片面、若しくは両面に、導体配線屑と絶縁屑を一屑以上段ける。

この時、機能素子 ０の各々の電極端子53と結線されて端子ピノチを拡大された配

線屑か回路某板4 ０の表面に存在するよぅに設計しておくことて、回路某板4 ０は、

大型の某板4 に内藏する前に、電気検査か容易に可能となる。



０1０3 また、電気検査により良品と判定された回路某板4 ０のみを大型某板4 に内藏

することで、製品の歩留まりを高めることが可能となり、製造コストを下げることが可能

となる。更に、回路某板4 ０は、内藏される機能素子 ０の電極端子53から直接に配

線屑を結線しているために、微細配線パターンの形成可能なセミアデイテイブを用い

る場合が多いが、大型の墓板4 での配線工程では、微細配線ではないがコストの

低いザブトラ工法での配線形成が可能であるとレぢ場合には、2箇所での製造に分

業することが可能となり、効率的で、歩留まりの良く、低コストな製品呈産が可能となる

０1０4 図33は、本発明の第6実施形態に係る回路某板の製造方法について、一製造段

階の断面図である。まず、図中 (a) に示すように、支持板 5 上に配線屑 52 53

をこの順で積層した某板を形成する。次に、図中 (b) に示すように、この某板上に、接

着屑25を介して電極端子53を上にして、必要な場合には電極端子周囲の機能素子

表面に保護屑 54を設け、機能素子 ０を搭載する。続く工程では、図中 (c) に示す

ように、絶縁樹脂屑8 84 8 5を供給することで機能素子 ０を内藏し、図中 (d) に

示すように、レーザーで、配線屑 53へのビアを、支持板 5 の反対面より開口する

０1０5 その後、図中 (e) の工程では、全面に無電解めっき又はスパッタ法により、シード屑

を形成する。続く工程では、図中 (f) に示すように、全面をめっき、 (エアロゾル・

デポジション)法、導電ぺ一スト印刷のいずれかにより C 等導体屑52

をビアホール6 7内部が充填されるように形成する。その後、図中 ( ) の工程では、

内藏された電極端子53とビア522の露出面が同一平面状に配置するように、研削

はエッチングを了 、刊 、ビア5０ を形成した。続いて図中 ( ) に示すように、シード屑5

を形成した後に、めっきレ、ジストパターンを形成し、めっき等により導体配線屑3 を

形成する。続く工程において、図中㈲ に示すように、支持板 5 と配線屑 52をエッ

チング、研削等によって取り除き、図29に示す回路某板 5とした。

０1０6 ここで、図中 ( ) に示した工程では、ビア522と電極端子53が同時に観察できるの

で、露光による配線パターンニング時の位置精度に優れ、製品歩留まりを高めること

が出来る。また、ビア5０ は、上部、底部及び側面の界面全てにシード屑が存在する



ので、三次元的に加わる応力に対して、強い強度を保ち信頼性を高めることが出来

る。

０1０7 図34は、本発明の第7実施形態に係る回路某板の製造方法について、一製造段

階の断面図である。まず、図中 (a) に示すように、支持板 5 上に配線屑 52 53

をこの順で積層した某板を形成する。次に、図中 (b) に示すように、この某板上に接

着屑25を介して電極端子53を上にして、必要な場合には電極端子周囲の機能素子

表面に保護層 54を設け、機能素子 ０を搭載する。続く工程でほ、図中 (c) に示す

ように、絶縁樹脂屑8 84 8 5を供給することで機能素子 ０を内藏し、図中 (d) に

示すように、レーザーで、配線屑 53へのビアを、支持板 5 の反対面より開口する

０1０8 その後、図中 (e) の工程では、全面に無電解めっき又はスパッタ法により、シード屑

を形成する。続く工程では、図中 (f) に示すように、全面をめっき、 法、導電ぺ一

スト印刷のいずれかにより C 等導体屑52 をビアホール6 7内部が充

填されるように形成する。このとき、図33に示した製造方法と典なり、導体屑52 が背

い場合には、ビア部分が完全には充填されず、中心上部に空洞ができる。そのため

、続く工程において図中 ( ) に示すように、樹脂 523をその空洞部分に供給する。そ

の後、図中 ( ) の工程では、内藏された電極端子53とビアの露出面が同一平面状に

配置するように、研削 はエッチングを行う。続いて、図中㈲ の工程では、シード屑5

を形成した後に、めっきレ、ジストパターンを形成し、めっき等により導体配線屑3

を形成する。続く工程において図中①に示すように、支持板 5 と配線屑 52をエ

ッチング、研削等によって取り除き、図3０に示す回路某板 6とした。

０1０9 ここで、図中㈲ に示した工程では、ビア5０2と電極端子53が同時に観察できるの

で、露光による配線パターンニング時の位置精度に優れ、製品歩留まりを高めること

が出来る。また、ビア5０2は、上部、底部及び側面の界面全てにシード屑が存在する

ので、三次元的に加わる応力に対して、強い強度を保ち信頼性を高めることが出来

る。さらに、図33に示した製造方法に比べて、本実施形態の製造方法では、図中 (f)

に示す工程で全面に供給される導体屑の厚みが低いので、図中 ( ) の工程での電

極端子53とビアの研削 はエッチングに要する時間を短縮できる。



０11０ 図3 5は、本発明の第8実施形態に係る回路某板の製造方法について、一製造段

階の断面図である。まず、図33と同様に図中 (a) ～(d) に示す各工程を行ぅ。これら

の工程の後、図中 (e) に示すよぅに、シード屑を形成せずに、 法により、導体屑5

2 を開口していたビアホール6 7に対して金属粉末を充填する。続く工程では、図中

㈲ に示すよぅに、電極端子53が露出するよぅにェッチング又は研削する。続いて図

中 ( ) に示すよぅに、シード屑5 形成後、導体配線屑3 を形成する。続く工程にお

いて、図中 ( ) に示すように、支持板 5 と配線屑 52をェッチング、研削等によって

取り除き、図3 に示す回路某板 7とした。

０111 ここで、 法は、めっきと比較して、短時間で厚く成膜が可能である。このため、

法によれば、製造時間を大幅に短縮でき、且つビア5０3の内径が 、さい配線屑 5

3側でビア5０3の導体内部は結品粒の 、さい微細金属組織が形成され、一方、ビア

5０3の内径が大きい導体配線屑3 側では結品粒が配線屑 53側と比較して大きく

形成することが可能となり、製品の信頼性を高めることができる。さらに、ビア5０3の底

部に集中的なエネルギーが加わることで、良好なビア底部の接合強度を得ることが

可能であり、高い信頼性を得ることが出来る。

０112 図36は、本発明の第9実施形態に係る回路某板の製造方法について、一製造段

階の断面図である。まず、図中 (a) に示す工程で、支持板 5 上に配線屑 52 5

3を形成する。続いて図中 (b) に示すよぅに、めっきレジストを供給して、露光現像に

て、配線 53上にボストパターンを形成する。その後、この工程では、めっき厚が、レ

ジスト厚み以上になるよぅにめっきすることで、マッシュルーム形状ボスト5 ０を形成

する。この際、支持板 5 を金属とすれば支持板 5 からの給電が可能となる。続く

工程では、図中 (c) に示すよぅに、レジストを除去し、続いて図中 (d) に示すよぅに、機

能素子 ０を搭載する。続く工程において、図中 (e) に示すよぅに、絶縁樹脂屑8 ，8

4，8 5内部に機能素子 ０を内藏する。このとき、マッシュルーム形状ボスト5 ０も同

時に内藏する。その後は、レーザーによりビアを形成する。

０113 図中 (f ) に示す工程では、シード屑5 5 2 5 3を共通の一つのシード屑とな

るように形成し、めっきレジストを使用した導体配線屑 (めっき配線屑 ) 3を形成するこ

とで、ビアプラグ5０4が形成された図32に示す回路某板 8 とした。図中 (f ) に示



す工程では、支持板 5 より給電させることで、ビアプラグ5０5の導体をめっき又は

導電性ぺ一ストの印刷により、ビアプラグ5０5上部のみにシード屑5 を持たせ導体

配線屑3 を形成して、図32に示す回路某板 8 とした。また、図中 (f ) に示すエ

程では、レーザーでの開口後は、図33に示す(e) ～㈲ と同様の工程を行うことで、

底部、上部及び側面にシード屑5 3 5 5 2を持つビアプラグ5０6を形成して、

図32に示す回路某板 8Cとした。さらに、図中 (f ) に示す工程では、図34に示す
(e) ～①と同様の工程を行うことで、ビア中心上部に樹脂 5０8が埋め込まれ、その他

の導体部分と共に、底部、上部及び側面にシード屑5 3 5 5 2を持つビアプラ

グ5０7を形成して、図32に示す回路某板 8 とした。

０114 上記いずれの方法を行う場合であっても、マッシュルーム形状ボスト5 ０が予め形

成されて樹脂内に埋藏されているので、その後のビア開口でのレーザー工程では、

樹脂に埋藏されたボスト部分が、導体配線屑73よりも宰き出て見える。このため、位

置精度の認識性に優れ、製品の歩留まりを高めることが出来る。また、マッシュルー

ム形状ボスト5 ０での傘構造部分があることで、上述の強度に優れ、信頼性が良くな

る。さらに、レーザーで開口したビアの高さも 、さくなるので、ビアのアスペクト比を下

げることになり、その結果、レジストのパターニング時でのビア底部の残掩除去が容易

となり、且つめっき槽内でのめっき液が充分にビア底部に流動することで、信頼性の

高い導体配線屑3 側のビアとすることが出来る。

実施例

０115 以下、実施例に某づいて本発明をより具体的に説明する。

０116 (回路某板 )

図 ～3を参照して、本発明の第 実施形態に某づく第 実施例を説明する。図 に

おいて、機能素子 ０は、Ga s、シリコンを某材とした。電極端子53は、銅めっきによ

り5 は ～5０は の高さに形成した。接着屑25には、ダイアタッチメントフィルムを用

いた。ダイアタッチメントフィルムには、リンテック株式会社製 「 ０００」(商品名)

、「 ０００」(商品名) 、日立化成工業株式会社製 「 4０2」(商品名) の何れも

使用可能であることを確認した。

０117 絶縁樹脂屑8 については、ェポキシ某材で内部にガラスクロスを含有したもの、及



びアラミド不織布を含有したもの、及びアラミドフィルムを使用したものを用いた。また

ボリイミドも使用できることを確認した。具体的には、味の素株式会社製、「

X」や日立化成工業株式会社製 「G 679 G」等の市販されているブリプレグを

使用した。また、硬化前が液状の日立化成工業株式会社製 「P 」や OW社製

「 C 」を使用しての形成も可能であった。導体配線屑4 の表面は、絶縁樹脂屑8

の表面より０～2０ だけ低い高さ位置に形成した。絶縁樹脂屑8 が機能素子 ０

を保護する効果は、機能素子 ０の厚みが2０ / 以下の場合に大きかった。

０118 図2において、シ一 には 、W 、C C S d 何

れか一種類以上の元素が好適に使用されるがそれらに限定されない。ま

た、シード屑 5 5 は、無電解めっき、スパッタ法、印刷法等によって供給可能である。

具体的には、絶縁樹脂屑8 側から導体配線屑3 底部との間に を3０～2００

C を2００～4００ の順で、スパッタ装置により順次に形成した。ここで、シード屑 5 5

は同様にC 屑とC 屑の細み合わせやP d屑とC 屑の細み合わせで順次にスパッタ

処理により形成することも可能であった。シード屑 5 5 は、無電解C めっきを使用して

も形成可能で、その場合、置換めっきを行ぅために、若干呈のP dやS が含まれる。

０119 シード屑 5 5を形成する前処理としては、通常 O4 a O4等を使用したデ

スミア処理により、絶縁樹脂屑8 、及び露出している電極端子5 3 の表面を粗すため

、通常 ０は 以下程度の表面粗さを持つことになるが、この粗化処理を行ぅことで、

絶縁樹脂屑8 とシード屑 5 5 、導体配線屑3 の間の密着強度を高めることが可能と

なり、製品の信頼性を高めることが可能となる。

０12０ 導体配線屑3 は、C を5～2 5 は の厚みで形成した。また不活性な金属が必要

な場合には、 を使用した。更に、C で配線形成した場合、そのままでも使用でき

るが、酸化防止のために表面を と の無電解めっき処理を行った。表面実装に

応じて、S 、S S 一 一C はんだを電極配線3の表面にぺ一スト印刷と、

リフロー処理で供給した。導体配線屑3 を形成後は、配線パターン以外の余分なシ

ード屑 5 5を、薬剤による化学ェッチングや、 ( on Beam E ch ng) により機械的に

ェッチングすることで、導体配線屑3 を回路として使用した。

０12 1 図3 において、絶縁樹脂屑8 2を使用する場合、電極端子5 3 の研削により一度露出



した部分の開口を保つため、絶縁樹脂屑8 2は、 2や レーザーでの加

工性に優れたものか感光性タイプの樹脂であることが望ま 、。またこの絶縁樹脂屑

8 2の開口径は、電極端子5 3の直径よりも 、さくすることで、通常の電極端子5 3の端

子間に引ける配線本数を、増やすことが可能となり、某板全体の体積の収縮が可能

となった。

０122 図4を参照して、本発明の第2実施形態に某づく第2実施例を説明する。絶縁樹脂

屑8 84 8 5の各層の厚み ～5００ とした。絶縁樹脂屑8 84 8 5の厚み

は、内藏する機能素子 ０の厚みに応じて変「化させることが可能である。回路某板の

表面又は裏面に近い絶縁樹脂屑84 には、ボリイミド系樹脂や、ェポキシ系樹脂

として、外部からの曲げ応力や、クラックの抑制に強い柔らかい樹脂を用い、機能素

子 ０に近い絶縁樹脂屑8 には、ガラスクロスや、ガラスフィラ、アラミド不織布、アラミ

ドフィルムを含有した有機樹脂を用い、熱膨張係数を機能素子 ０に近づけることで、

樹脂と機能素子間に発生するクラックを抑制し、信頼性を高めることが出来た。

０123 図5～０を参照して、本発明の第3実施形態に某づく第3実施例を説明する。接着

屑2 5には、ェポキシ系樹脂に 粉末を混練して得られる ぺ一ストを用いた。接

着屑2 5には、ェポキシ、ボリイミド、ベンゾシクロブテン等をべ一スとした液状樹脂を

用いることも出来た。その場合には、ディスペンザーによるポッティングや、印刷法に

より、導体配線屑のチップ搭載箇所に選択的に、接着屑2 5となる樹脂を所定最供給

する。

０124 導体配線屑3 4 の厚みは、 ～2０ とした。ビアホール6 の形成に際しては

、上方からレーザ加工を行った。これにより、ビアホール6 を底面側ほど径が小さくな

る形状に形成できると共に、テ一パ角を揃えることが出来た。なお、ビアホール6 の

底部は、レーザーでの加熱によりビア外周樹脂形状が一部 ０は 程度内径が膨れ

た状態になることがある。ビアプラグ74 は、めっき法による銅やS 系粉末を含

む導電性ぺ一ストで形成した。

０125 図 を参照して、本発明の第4実施形態に某づく第4実施例を説明する。抵抗体2

、チタン窒化物やチタン酸化物で、誘電体22は、タンタル酸化物や、ストロンチウ

ム・チタン酸化物でそれぞれ形成した。 S 上に形成することがQ値が 、さくなるため



に困難なインダクター23の形成も回路某板では容易に形成できるため、 、さな体積

での高機能化を得ることが可能となる。

０126 図 2を参照して、本発明の第5実施形態に某づく第5実施例を説明する。中間層2

4には、内藏する機能素子 ０の厚みに応じて、0・０5 ～０・3 のステンレスS

S3０4やコバール合金系を使用した。この中間層24へ、導体配線屑3 4 よりC

めっきビアを介して結線することで、グランド屑として用いることで、優れた電気特性を

得ることが出来た。また、中間層24をS O 2 2 3等からなるセラミックス某板で形

成した。この場合には、そのセラミックス某板内部に複数の導体配線屑を形成してお

くことで、更に多層の回路某板を実現できた。更に、回路某板 ０7をコア某板として、

ザブトラクティブ工法により回路某板の双方の面に複数の導体配線屑及び絶縁樹脂

屑を低コストで形成した。この場合、低コストで高機能な多層配線某板を実現できた。

０127 図 3を参照し、本発明の第6実施形態に某づく第6実施例を説明する。絶縁樹脂

屑8 3 には、日立化成工業社製 「P 」、 OW社製 「 C 」などを使用した。図 4

を参照し、本発明の第7実施形態に某づく第7実施例を説明する。導体配線屑3 2，3

3は銅で形成し、厚みを2～2０ とした。絶縁樹脂屑8 84 8 5の厚みを5～8０

は とした。

０128 図 6～図 8を参照して、本発明の第8実施形態に某づく第8実施例を説明する。

図 6～8において、接着屑4０は、通常のブリプレグ材と呼ばれるェポキシ樹脂に

ガラスクロスを含有したものや、ェポキシ樹脂にアラミド不織布を含有したもので、厚

みが2０～8０は のものを使用した。ここで使用する導電性ぺ一ストは、S

C 等の元素からなる粉末を含み、組成は、製造プロセスの温度に応じて決定した。

また、粉末粒径もビア4 5の内径が ００は 以下である場合に、 ０は 以下とした。

図 8 において、ソルダーレジスト屑5 の厚みは、5～2０ とした。

０129 図 9を参照し、本発明の第9実施形態に某づく第9実施例「を説明する。図 9は、

絶縁樹脂屑8 に内藏された機能素子 ０ の電極端子5 3に導体配線屑3 が電気

的に結線され、内藏された機能素子 ０ の電極端子5 3や、導体配線屑3 の更に

次に形成される導体配線屑に結線される電極端子54 の存在しないエリアであって、

且つ導体配線屑3 の存在しないエリアには、導体配線屑34が機能素子 ０ の直



０13０ 導体配線屑34は、曲げや打撃による応力から内藏された機能素子 が損傷す

るのを防ぐ効果がある。ここで導体配線屑34は、電気的にはグランドとして使用でき、

また、電磁シールドの効果もあり、製品の優れた電気特性を得ることが可能となった。

特に z以上での高周波電気特性は、導体配線屑34がない場合と比較して良く

なった。導体配線屑34は、機能素子 のグランドとなる電極端子5 3と結線しても、

更に電気特性を向上させることが出来る。

０13 1 図29を参照して、本発明の第 ０実施形態に某づく第 ０実施例を説明する。図2 9

において、シリコンからなる機能素子 ０が導体配線屑7 3に接着屑2 5を介して固定さ

れると共に、複数のエポキシ系絶縁樹脂屑に埋没している。また、機能素子 ０の側

面には、導体配線屑3 と導体配線屑7 3との間を結線する め ００は ～め 5０は の

導体ビア5０ が形成されている。ビア5０ の側面、底部及び上部には、それぞれシ

ード屑5 2 5 3 5 が形成されており、絶縁樹脂との密着力及び導体配線屑3

との間の密着力を高めている。ここで、ビア5０ は、フィルドビアであり、めっきによる

銅が埋め込まれている。また、シード屑5 は、チタン及び銅で形成されており、同

時に内藏された機能素子 ０の電極端子5 3と導体配線屑3 の間にも形成されてい
る。

０132 このようにビア5０ の側面、底部及び上部にシード屑を設けることで、機能素子 ０

を某板に内藏することで生じる、某板の変形に対しても、ビアの内部破断や、ビア上

部及び底部での破断や、ビア側面での樹脂屑からの剥離を妨げるので、信頼性の

高い製品とすることが出来た。特に oCから oCへの熱ザイクルを繰り返した場

合には、某板は高温時と低温時に逆の反り方となるが、2０００ザイクル以上の長寿命

とすることが出来た。さらに、電極端子5 3とシード屑5 を共通化することで、ビア5０

と電極端子5 3の配線パターン形成の際、レ、ジスト露光時に位置観察が容易となり、

優れた位置決め精度を得ることが出来た。このため、製品の歩留まりを上げることが

できる。さらに、フィルドビアを用いていることで、コンフオーマルタイプを用いた場合

よりも、導体配線屑3 に接しているビア面積が格段に大きくなるので、抵抗値も下が

り高速電気的特性を向上させることが出来た。



０133 図3０を参照して、第 ０実施形態の第 変形例に某づく実施例を説明する。図3０

において、図29で示したビア5０ がフィルドタイプであったのに対して、ビア側面と底

部のみに導体屑をめっき等により形成するコンフオーマルタイプのビア5０2を用いた

。ビア5０2の導体配線屑3 側の中心付近には、エポキシ系樹脂 5０2 が埋め込ま

れている。また、ビア5０2の側面、底部、及び樹脂 5０2 を含むビア5０2の上部には

、それぞれシード屑5 2 5 3 5 が形成されており、絶縁樹脂との密着力及び導

体配線屑3 との間の密着力を高めている。

０134 このようにして、図29に示した実施例と同様に、機能素子 ０を某板に内藏すること

で生じる、某板の変形に対しても、ビアの内部破断や、ビア上部及び底部での破断

や、ビア側面での樹脂屑からの剥離を妨げるので、信頼性の高い製品とすることが出

来る。また、電極端子5 3とシード屑5 を共通化することで、ビア5０2と電極端子5 3

の配線パターンを形成する際、レジスト露光時に位置観察が容易となり、優れた位置

決め精度を得ることが出来た。このため、製品の歩留まりを上げることができた。さら

に、ビア5０2に樹脂 5０2 が埋め込まれていることで、ビア5０2の外側に存在する絶

縁樹脂屑にビアの熱膨張係数を近づけることが可能となり、信頼性を高めることが出

来る。

０135 図3 を参照して、本発明の第 実施形態に某づく第 実施例を説明する。図3

において、機能素子 ０が導体配線屑7 3に厚み約2 / のエポキシ系接着屑2 5を

介して固定され、複数の絶縁樹脂屑に埋没している。また、機能素子 ０の側面には

、導体配線屑3 と導体配線屑7 3との間を結線する銅によるビア5０3が形成されてい

る。ビア5０3の側面及び底部にはシード屑が形成されていないが、その上部にはシ

ード屑5 が形成されており、導体配線屑3 との間の密着力を高めている。ここで、

ビア5０3は、導体のフィルドビアであり、導体配線屑7 3側の底部ではその導体組織

の結品粒が繊密であり、また、導体配線屑3 側の上部では底部と比較して、結品粒

径が大きくなっている。

０136 その結果、内径の大きい導体配線屑3 側のビア5０3の内部導体は、結品粒径が

大きく、伸びる材質とすることが出来るので、機能素子 ０を内藏することで生じる某

板の反り等の変形に対して、応力を緩和することが可能になる。一方、内径の 、さく



接触面積の 、さい導体配線屑7 3側では、特にビア5０3の内部の導体材質は伸びな

いが、導体配線屑7 3との間に優れた接合強度を得ることが出来る。そのため、特に

ビアの側面の絶縁樹脂屑との界面にシード屑を形成しなくとも、界面に加わる応力を

緩和することで、ビアの断線を防ぐことが可能となり、製品の信頼性を高めることが出

来る。

０137 図3 (a) (b 、( 、(d)を参照して、本発明の第 2実施形態に某づく第 2実施

例を説明する。図3 2における回路某板は、導体配線屑3 と導体配線屑7 3との間を

結線するビアプラグ5０4 5０5 5０6 5０7の高さ方向の導体配線屑7 3側に、高さ約

4０は のマッシュルーム形状ボスト5 ０を有している。マッシュルーム形状ボスト5 ０

の傘構造部分が、某板水平方向の絶縁樹脂屑側に約2 / ずつ外へ櫻を入れて

いる。また、マッシュルーム形状ボスト5 ０の導体配線屑3 側では、C 2レーザーで

のビアが形成されている。

０138 図中 (a) では、ビアプラグ5０4が形成されており、その底部及び側面にシード屑5

3，5 2が形成され、ビアプラグ5０4の上部側面から導体配線屑3 の底部、及び電

極端子5 3 と導体配線屑3 との間は、同じシード屑5 が形成されている。また、シ

ード屑5 5 2 5 3は一続きで形成されている。ここでは、ビアプラグ5０4はコン

フオーマルタイプで形成した。図中 (b)では、ビアプラグ5０5が形成されており、その

上部にのみ、電極端子5 3と共通のシード屑5 が導体配線屑3 との間に形成され

ている。図中 (c) では、ビアプラグ5０6が形成されており、その底部 (マッシュルーム

形状ボスト5 ０の上部 ) 、側面及び上部にシード屑5 3 5 2 5 がそれぞれ形成

され、その結果、機能素子 ０を内藏することでの強度の信頼性を高めている。図中 (

d)では、コンフオーマルタイプである上記ビアプラグ5０4の内部に樹脂 5０8を埋め込

んだビアプラグ5０7が形成されており、その底部及び側面にシード屑5 3 5 2が形

成されているだけでなく、その上部にもシード屑5 が形成されている。

０139 このように、マッシュルーム形状ボスト5 ０の傘構造部分が、絶縁樹脂屑内部に櫻

として、絶縁樹脂屑の水平方向 (厚み方向とは直角方向) 内部へ張り出していること

で、機能素子 ０を内藏した某板で生じる厚み変形や反りの応力に対して、特にビア

側面にシード屑を形成しなくても、厚み方向へのビアと絶縁樹脂の間の強度を高める



ことか可能となり、ヒアての断線を防くことかてきる。このため、製品の信頼性を高め

ることかてきる。これに対して、適常の断面か台形形状のヒアては、本実施例のように

ヒア側面のシート屑による絶縁樹脂屑との笘若強化かない場合には、ヒアの導体と

接している絶縁樹脂屑の間か剥離してしまう可能性かある。なお、図中 (a) (b 、(c

) 、(d) の使い分けは、部材の価格や上記各ヒアプラク 5０4～5０7との材質の細み合

わせにより適宜選択てきるか、マノシュルーム形状ボスト5 ０を用いているのて、これ

を用いていないものと比較して信頼性は高まる。

０14０ (回路某板の製造方怯 )

図2０(a) ～( ) を参昭して、本発明方怯の第 実施形態に某つく第 実施例を脱明

する。図2０(a) に示すように、先す銅からなる支持某板 7 上にトライフィルム、ワニス

のめっきレシストを供給し、露光現像の後にめっき怯により、ニノケルからなる導体配

線屑7 2のパターンを厚み0・5～2 めっきする。このとき導体配線屑7 2は、支持

某板 7 かC やステンレス等の企属の場合にその支持某板 7 をエノチンクにより除

去する場合、エノチンク抜に溶けないことか望ましいため、支持某板 7 とは典なる材

質か望ましい。また、支持某板 7 除去後に表面に露出する企属となるため、今やは

んためっきも可能てある。また、更に導体配線屑7 2のパターンは、一つのめっき屑て

はなく、数種類のめっき屑からなっても構わない。なお、支持某板 7 の除去方怯か、

化学工ノチンクてはなく、機械的に支持某板 7 を研磨する場合や応カて支持某板 7

を引き剥かす場合なとは、導体配線屑7 2のパターンは無くても構わない。

０14 1 支持某板 7 は、S 、ヵラス、アルミニウム、ステンレス、ボリイミト、エポキシ等からな

る卓材科、又は複合材科か好適に使用されるかそれらに限定されない。また、支持

某板 7 か導電材科てない場合には、スパノタや無電解めっきによりめっきシート企

属を供給することて、導体配線屑7 2を形成することか可能となる。支持某板 7 をエノ

チンク以外の方怯て除去する場合には、離型材を予め支持某板 7 の材呈内部に供

給する方怯か好適に使用されるかそれらに限定されない。例えは、S 、ヵラス、アルミ

ニウム、ステンレス、ボリイミト、エポキシ等からなる卓材科からなる板に接若された離

型屑として、二屑の銅箔間に離型屑を形成した三井企属鉱業株式会社製キヤリア付

極背銅箔 「M c o Th n ( ) 」シリースや、住友スリーェム株式会社製の片面離型テ



一プ「P テープ」を支持某板 7 として好適に使用できるが、複合の材料からなる

支持某板 7 は、これらに限定されない。

０142 その後、めっきレジストを剥離しないか、一度剥離してから新しいめっきレジストによ

るパターンを形成して銅からなる導体配線屑7 3のパターンを5～2 / の厚みでめ

っき法により形成し、めっきレジストを剥離した。このとき導体配線屑7 3のパターンは

、導体配線屑7 2のパターン上に存在するのが望ま 、。導体配線屑7 3のパターン

は支持某板 7 除去後に残るため、金、銅、ニッケル等を使用することが可能である。

０143 続く工程では、図2０(b)のよぅに有機樹脂よりなる厚み ０～3０は の接着屑2 5を

介して、 ０～725 は の厚みの機能素子 ０を導体配線屑7 3のパターンの上に加

熱と加圧により搭載する。このとき機能素子 ０が搭載される部分には、ベタの金属工

リアが形成されるよぅ導体配線屑7 3のパターンを形成しておくと、支持某板 7 を除去

後にその部分が放熱板の機能を果たすため望ましいが、それらに限定されない。機

能素子 ０にはあらかじめ、円柱状、若しくは多層配線からなる電極端子5 3が設けら

れるが、その他 のスタッドバンプも使用することが可能であり、電極端子5 3の形状

はこれらに限定されない。電極端子5 3の材質も、C 、 等からなるがこれらに

限定されない。チップ活性面の保護が必要な場合には絶縁樹脂屑8 3が供給されて

いる。搭載前の機能素子 ０の電極端子5 3は絶縁樹脂屑8 3に埋没して表面に露出

していなくても構わない。

０144 続く工程では、図2０(c ) のよぅに機能素子 ０の電極端子5 3側より何屑かの絶縁樹

脂屑を、絶縁樹脂屑がェポキシを含れ場合にはピーク温度が 6０～3００oCの真空

ブレスにより供給し破ィヒさせる。絶縁樹脂屑がボリイミドを含れ場合には、スピンコート

法などでのボリイミド樹脂を供給後、ピーク温度2００～4００oCでの樹脂キュアを行っ
た。このとき、支持某板 7 を除去した際に本回路某板が反らないよぅに適正な絶縁

樹脂屑の細み合わせと、絶縁樹脂屑の配置順番とする。また機能素子 ０の側面に

配置する絶縁樹脂屑8 に、ガラスクロスや、アラミドフィルム等の流動しない物質が

含まれる場合には、予め機能素子 ０の外形と同じか、一方向の幅が0・ ～ 程

度大きいくらいに、絶縁樹脂屑8 に空間を設けておき、絶縁樹脂屑中に含有される

ブレス時に流動しない物質が機能素子 ０を破損しないよぅにする。絶縁樹脂屑の屑



数、種類は、内藏される機能素子 ０の厚みや某板全体の厚みに応じて適宜判断す

ることが可能であり、単層であっても構わない。

０145 続く工程において、図2０(d) に示すよぅに、研削装置やバフ研磨装置等を使用して

電極端子5 3を表面に露出させる。この時表面に露出した電極端子5 3の表面高刮ま

、外周の絶縁樹脂屑8 6と同じ高さとなる。この時の研削に使用した砥石やバフ材料

の目の粗さにより2０ 以下の高さばらつきが発生しても本発明の範囲内となる。続

いて、図2０(e) に示すよぅに レーザー装置を用いて、絶縁樹脂屑8 6に、

支持某板 7 付近の任意の導体配線屑7 3へ め 2０～8００は のビアホール6 7を開

口した。この際、本実施例においては、図2０(d)の工程にて、電極端子5 3と同様に

目合わせマークも研削することで、マーク自体を表面が露出するため、レーザー加工

時に優れた位置精度を得ることが可能であり、製品製造時の歩留まりを高めることが

可能となる。なお、ビアを形成しない場合には、続く無電解及び電解めっき等の工程

において、機能素子上下の導体配線屑3 73が結線されないが、導体配線屑7 3は

機能素子の放熱と保護の効果をもたらし、導体配線屑3 は、電極端子5 3の配線ル

ールを拡大し、外部端子としても使用することが可能となった。

０146 絶縁樹脂屑8 6へのビアホール6 7開口後は、デスミア処理により、ビアホール6 7内

部の樹脂残俺を取り除くが、この時同時に電極端子5 3の表面への露出部分の上に

存在する研磨くずである樹脂残俺等は取り除くことが可能となる。また、絶縁樹脂屑8

6の表面は、デスミア処理により ０は 以下程度の凹凸ができ、これらが導体配線屑

3 を形成した際にアンカー効果によって密着強度を高める効果をもたらす。希硫酸

等の弱酸により配線部を洗浄した後、銅、ニッケルなどの無電解めっき又は、 屑と

C 屑の細み合わせ、P d屑とC 屑の細み合わせ、C 屑とC 屑の細み合わせからな

る一つ以上の元素による一屑以上の導電屑をスパッタ処理により形成し、続くめっき

工程でのシード屑とした。その他、シード屑を構成する元素は、図 に示した抵抗体

、インダクター、キャパシタ一の形成工程が効率的に進行するよぅ選択した。

０147 続く工程において、図2０㈲ のよぅにめっきレジスト屑を形成し、導体配線屑3 を形

成すると共に、ビアホール6 7内部を銅めっきし、その後めっきレジストを取り除き、配

線パターン以外のめっきシード屑をェッチングした。続く工程において、図2０( ) の



ように支持某板 7 か銅の場合、銅エノチンク抜によりエノチンクし、ニノケルからなる

導体配線屑7 2を露出させた。このとき、導体配線屑7 2の高さは、外周を取り囲む絶

縁樹脂屑84 と同し高さとなっている。このままても回路某板として使用可能てあるか、

続く工程において図2０( )のように二ノケルからなる導体配線屑7 2を支持某板 7 の

エノチンクに用いた某被と典なる、ニノケルりム一ハー等によりエノチンクし、銅から

なる導体配線屑7 3を表面に露出させることも可能てある。

０148 このとき銅からなる導体配線屑7 3の高さほ、周りを取り囲む絶縁樹脂屑84より0・5

～2０ 程度低い位置となる。また、導体配線屑7 2 73の高さは、元々、支持某板

7 上に形成されたものてあるため均一て、半導体素子、 G パノケーン等て表面

実装される電極端子として好適に使用てき、高い接続信頼性を得ることか出来る。こ

のようにして得られた回路某板は、このままの状態て使用可能てあるか、更に任首の

開口部を持つ5～3０は の厚みのソルターレンスト屑を形成し、吹の多テハイスの

表面実装に使用することも可能てある。

０149 また、図2０( ) 、又は( )の状態をコア某板として、両面にアティティフ怯、セミアテ

ィティフ怯、ザフトラクティフ怯を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成す

ることか可能てある。支持某板 7 は、企属以外ても、カラス、ンリコン、セラミノクスに

よる剛性の有る材科てあれは、導体元素によるン一ト屑をスパノタ求若することて、め

っきにより導体配線屑4 か形成可能て、支持某板 7 を除去する工程においては、

エノチンク以外に、研磨によっても、離型屑ての引き剥かしによっても支持某板 7 を

取り除くことか出来ることを確甜した。

０15０ 図2 (a) ～①を参昭して、本発明方怯の第2実施形態に某つく第2実施例を挽明

する。図2０(a) 同様に図2 (a) て0・ ～・ 厚みの銅からなる支持某板 7 上

に厚み2～2０ のニノケルからなる導体配線屑7 2、厚み5～3０は の銅からなる

導体配線屑7 3をめっき怯により形成した。その後、図2 (b)のように ０～5００

のボリイミト又はエポキン成分を含む絶縁樹脂屑84を真空ラミネーターにより供給「し
硬化した。絶縁樹脂屑84 は、支持某板 7 を除去した後も機能素子 ０直下に存在す

るため、導体配線屑7 2 73屑を G パソ、や、フリノプチノプ用バノトなとの任首の

配線形状とすることか可能となる。



０15 1 続く工程で、図2 (c) のよぅに機能素子 ０をェポキシ系ダイアタッチメントフィルム

による厚み ０～3０は の接着屑2 5を介して、絶縁樹脂屑8 4 へ接着する。その後、

図2 (d) のよぅに絶縁樹脂屑8 8 5を真空ラミネーターや、真空プレスにより供給し

、図2 (e) のよぅに機能素子 ０外周を樹脂で封止する。このとき、絶縁樹脂屑の数

は、 種類以上で使用可能で、支持某板 7 除去後に本回路某板の反りの少ないよぅ

設計するのが製品の信頼性、製造時の作業性に望ましく、機能素子 ０の材料との密

着性に関しても考慮して絶縁樹脂屑の配置を決めることが望ましい。また機能素子

0の側面に配置する絶縁樹脂屑8 に、ガラスクロスや、アラミドフィルム等の流動しな

い物質が含まれる場合には、予め機能素子 ０の外形と同じか一方向の幅が0 ・ ～
程度大きレぺらいに、絶縁樹脂屑8 に空間を設けておき、絶縁樹脂屑8 中に

含有されるプレス時に流動しない物質が機能素子 ０を破損しないよぅにする。

０152 S S34０による中間層24 は、某板の厚みが背い場合に、反りを防ぎ、剛性を高め

るために効果が有った。この中間層24 は、導体配線屑 7 3 と導体配線屑3 の間を結

線するためのビア形成のため、レーザー加工を以後の工程で行ぅために、予め、任

意の場所にビアの外形より大きなザイズで化学工ッチングにより開口し、機能素子 ０

の存在箇所となる部分には機能素子 ０の外形と同じか大きいザイズで開口した。続

く工程において図2 ㈲ に示すよぅに、研削装置やバフ研磨装置等を使用して電極

端子5 3を表面に露出させた。

０153 続く工程において図2 ( ) のよぅにC 2レーザー又は レーザー装置を

用いて、支持某板 7 付近の任意の導体配線屑 7 3へ め 5０～8００は のビアホール

6 7を開口した。続くデスミア処理によるビアホール6 7 内部の洗浄の後、図2０で述べ

たよぅに無電解金属めっき施すことも可能であるが、ビアホール6 7が内径の大きさよ

り高さが格段に大きい場合、銅からなる支持某板 7 が導電体であることを使用して、

電荷を供給させ、直接にビアホール6 7 内部を支持某板 7 側からC めっき屑を成長

させ、ビアホール6 7 内部を銅で埋めることも出来た。絶縁樹脂屑8 6の表面以上の高

さまでビアホール6 7 内部を金属めっきして、その後、バフ研磨により絶縁樹脂屑8 6

の表面を平坦化することで、露出するビアの絶縁樹脂屑 8 6側の高さは、絶縁樹脂屑

8 6表面と同じとなる。



０154 尚、ヒアホール6 7内部のめっき後にハフ研磨、研削する場合には、図2 ( ) の電

極端子5 3の研削、ハフ研磨と同時に行うことか効卒的となる。ヒアホール6 7内部と導

体配線屑3 を同時にめっき形成する場合には、図2 ( )のようにヒアホール6 7内

部をテスミア処理により洗浄し、無電解めっき又は、スパノタ処理によるン一ト屑の形

成に続き、導体配線屑3 とヒアホール6 7内部を企屈めっきする。この時ン一ト屑上

に、導電性ぺ一ストパターンをインクンェノト怯や、印刷怯により形成することも可能て

ある。導体配線屑3 形成後は、めっきレンスト及ひ、余分なン一ト屑を除去する。

０155 その後の工程は、図2０( 、( )と同様て図2 ( ) て銅からなる支持某板 7 を除去

し、図2 ㈲ て、導体配線屑7 3を表面に露出させる。このようにして得られた回路某

板は、このままの状態て使用可能てあるか、更に任首の開口部を持つ5～3０は の

厚みのソルターレンスト屑を形成し、吹の多テハイスの実装に使用することも可能て

ある。このとき片面のみにソルターレンスト屑を形成してもよい。また、図2 ㈲ 、( ) の

状態をコア某板として、両面にアティティフ怯、セミアティティフ怯、ザフトラクティフ

怯を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成することか可能てある。

０156 図22 (a) ～(d)を参昭して、本発明方怯の第3実施形態に某つく第3実施例を挽明

する。図22 (a) に示すように予めカラス文持某板 7 上にソルターレンスト屑5 となる

絶縁屑としてエポキン系樹脂 5～3０は を供給し、その上の屑に無電解銅めっきの

後、銅による導体配線屑4 のパターンを5～3０は 厚みて形成する。その後、めっ
きレンストを除去し、導体配線屑4 のパターン以外の無電解銅めっきをエノチンクに

より取り除く。その後の図2 (c) ～( )の工程と同様に、絶縁樹脂屑84の供給、機能

素子 ０を搭載後、絶縁樹脂屑8 84 により機能素子 ０の外周を樹脂封止し、ヒア

6，7を介して、導体配線屑3 4 を接続することて、機能素子 ０と本発明による回

路某板とを電気的に接続した。

０157 続く工程において、図22 (b)に示したようにカラス文持某板 7 を某被や、研磨によ

り除去することて、表面に絶縁樹脂屑5 を露出させ、レーザー等て木回路某板に実

装される部品の電極端子に咳当する部分に対して開口部 5 2を開口することて、ソル

ターレンスト屑5 として機能させる。更に反対面にも開口部 5 2を開口した5～3０は

の厚みのソルターレンスト屑5 を形成する。続いて、図22 (c ) のようにはんたホ一



ル6０を片側のソルダーレジスト屑5 の開口部 5 2に搭載し、このよぅなはんだボール

6０付きの回路某板をパッケージとして複数個を、各パッケージの電気検査後、図22

(d)の用に積層とリフローすることで、二つ以上の回路某板を積層することが可能とな

った。

０158 機能素子を複数種類、複数個を一つの回路某板にするのと比較して、一つの機能

素子を内藏した回路某板を積層する場合には、全体の体積が大きくなるが、途中工

程において、各回路某板の電気検査が出来るメリットがあり、製品の歩留まりを高める

ことが可能となった。

０159 図23 (a) ～(d)を参照して、本発明方法の第4実施形態に某づく第4実施例を説明

する。図23 (a) のよぅに、支持某板を除去した本発明による機能素子を内藏した回路

某板 2０ 2０2を二つ上下に並べ、中間にS A bの何れか一種

類以上の元素を含むはんだぺ一スト又は導電性ぺ一ストを充填したビア4 5のパター

ンを持つ熱硬化型樹脂の半硬化状態のものや、熱可塑樹脂による2０～００は の

接着屑4０を配置する。或いは図23 (b)のよぅに予め、回路某板 2０4に接着屑4０を

真空ラミネートにより供給し、レーザー等によりビア開口部を形成し、はんだぺ一スト

又は導電性ぺ一ストをビア開口部内部に充填して、支持某板を除去していない本発

明による機能素子を内藏した回路某板 2０3 2０4を向かい合わる。

０16０ 若しくは、図23 (c ) のよぅに、支持某板を除去していない本発明による機能素子を

内藏した回路某板 2０3 2０4を向かい合わせ、中間にはんだぺ一スト又は導電性ぺ

一ストを充填したビア4 5のパターンを持つ接着屑4０を配置する。このとき、予め本発

明による機能素子を内藏した回路某板 2０ 2０2内部には、セラミック部品を内藏し

ておいてもよい。0・6 3 3 ザイズのセラミック部品を内藏した本

発明による回路某板は、導電性ぺ一スト、又はめっきにより本発明による機能素子搭

載前の導体配線屑へ予め表面実装し、その後、機能素子を搭載し、絶縁樹脂屑の

内部に内藏することで、その後の機能素子の電極端子と直上の導体配線屑との接続

をシード屑を介して行ぅことで得ることが出来た。

０16 1 その後、これらの本発明による上下二つの某板を接着屑4０による絶縁部分の接続

と、ビア4 5による導電性接続を、真空プレスを用いて同時に処理し、続く工程におい



て、支持某板の有る場合には、支持某板をエノチンク又は研磨により除去することて

、図23 (d) のように機能素子を含む屑か縦に積層された回路某板を形成することか

出来る。また、接着屑4０の内部に高強度ィヒや、高速伝法性向上を目的として、アラミ

ト不織布、アラミトフィルム、カラスクロス、シリカフィルムを含有材として使用可能てあ

る。回路某板同上の貼り合わせに用いる本発明による回路某板は、支持某板を除去

した状態ても貼り合わせることか出来る。少なくとも一方の某板に支持某板かある場

合には、真空プレス時に某板全体を均一に加圧する効果かあるため、接着屑4０とヒ

ア4 5による接続の高信頼ィヒか可能となる。

０162 接着屑4０は、2 5～3 8 は の厚みのP (ボリエチレンテレフタレート) 、P (ボリ

エチレンナフタレート) 等の保護フィルムを予め両面に貼り合わせた状態て、レーザ

ー加工によりめ 3０は ～5０ / 、トリルての め 8０は ～5０ / のヒア開口部を

形成して、保護フィルムをマスク代わりとして、はんたぺ一ストや、導電性ぺ一ストを印

刷することによりヒア開口部内部に充填し、保護フィルムを除去することても得られる

。また、保護フィルムを使わすにも、ステンレス、ニノケルによるメタルマスクやスクリー

ンマスクを使用して、印刷することか可能てある。

０163 接着屑4０は、予め片方の機能素子内藏の回路某板にラミネート怯により供給し、そ

の後レーザー等てヒア開口部を導体配線屑上に形成することも出来て、その後は保

護フィルムや、メタルマスク、スクリーンマスクにより印刷をする。保護フィルムを除去

することて、続く真空プレスての本発明による二つの回路某板の貼り合わせに用いる

ことか可能となる。このままの状態て使用可能てあるか、更に任首の開口部を持つ5

～4０は のソルターレシスト屑を形成し、次の多テハイスの実装に使用することも可

能てある。また、図23 (d)の状態をコア某板として、両面にアティティフ怯、セミアティ

ティフ怯、ザフトラクティフ怯を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成する

ことか可能てある。

０164 更に図23 (d)のように支持某板を片面に付けた、若しくは支持某板を除去した本発

明による機能素子内藏の回路某板を図24 (a) のように二つ用首し、新たに接着屑4０

とはんたぺ一スト又は導電性ぺ一ストを充填したヒア4 5を介して真空プレス怯等によ

り接続することて、図24 ) のように史なる多層に積層された回路某板を得ることか出



来る。このとき、接着屑4０に接する本発明による回路某板 2 2 2の表面は、事前

に支持某板を除去すべきであることは吉ぅまでも無い。また、接着屑4０は図23での

説明同様に、ブレス前に事前にラミネート法、ブレス法等で供給することも可能である

。樹脂供給や、本発明による某板間の接続に用いるラミネートや、ブレスは大気中で

も可能であるが、真空中の処理が樹脂内部に残留するボイドを除去できる点で好まし

い。図24 (b)のよぅな状態でも使用可能であるが、更に任意の開口部 5 2を持つソル

ダーレジスト層 5 を形成し、次の多デバイスの実装に使用することも可能である。ま

た、図24 (b)の状態をコア某板として、両面にセミアディティブ法、ザブトラクティブ法

を用いて、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成することが可能である。

０165 なお、図2 5 (a) に示すよぅに、本発明による機能素子を内藏した回路某板 2０3は、

多層配線板 2０8とも接着屑4０と、はんだぺ一ストや導電性ぺ一ストを充填したビア4

5を介してブレス法により接続可能である。続く工程で支持某板を除去することで図2

5 (b) に示すよぅに多層配線を有する回路某板とすることが可能で、高速電気特性に

優れ、小型の回路某板とすることが出来る。このとき、多層配線板 2０8に金属やセラミ

ックス等からなる支持某板が、接着屑4０と反対面についていれば、ブレス時に均一

な加圧が可能となり、高信頼性を持つ回路某板を形成できる。回路某板 2０3につい

てもブレス時に支持某板があるのが望ましいが、支持某板を除去後に接続することも

可能である。このままの状態で使用可能であるが、更に任意の開口部を持つソルダ

ーレジスト屑を形成し、次の多デバイスの実装に使用することも可能である。また、図

2 5 (b)の状態をコア某板として、両面にセミアディティブ法、ザブトラクティブ法を用い

て、絶縁樹脂屑と交互に導体配線屑を形成することが可能である。

０166 図26を参照して、本発明方法の第5実施形態に某づく第5実施例を説明する。5

某材からなる機能素子 ０を内藏した本発明による回路某板4 ０を使用して、更に複

数の本発明による回路某板を大型の某板4 に内藏することで、回路某板4 ０をコ

ア層として、片面、若しくは両面に、銅からなる導体配線屑と絶縁屑を一屑以上設け

た。この時、機能素子 ０の各々の電極端子5 3と結線されて端子ピッチを拡大された

導体配線屑が回路墓板4 ０の表面に存在するように設計しておくことで、回路墓板4

０は、大型の某板4 に内藏する前に、電気検査が容易となった。また、電気検査



により良品と判定された直径 8インチの回路某板4 ０のみを5００ X6００ ザイ

ズの大型某板4 に内藏することで、製品の歩留まりを高めることが可能となり、大型

板での処理工程により製造コストを下げることが可能となった。

０167 更に、回路某板4 ０は、内藏される機能素子 ０の電極端子5 3から直接に導体配

線屑を結線しているために、微細配線パターンの形成可能なセミアディティブ法を用

いて形成したが、5００ X6００ ザイズの大型某板4 での配線工程では、微

細配線ではないがコストの低いザブトラ工法での配線形成が可能であるとレぢ場合に

は、2箇所での製造に分業することが作業上効率的で、歩留まりの良く、低コストな製

品呈産が可能となった。

０168 図3 3を参照して、本発明方法の第6実施形態に某づく第6実施例を説明する。ま

ず、図中 (a) に示すように、銅支持板 5 上に 配線屑 5 2 C 配線屑 5 3をこの

順で積層した某板を形成する。次に、図中 (b) に示すように、この某板上に接着屑2

5を介して電極端子5 3を上にして、必要な場合には電極端子周囲の機能素子表面

に保護屑 54を設け、機能素子 ０を搭載する。続く工程では、図中 (c) に示すように

、絶縁樹脂屑8 84 8 5を供給することで機能素子 ０を内藏し、図中 (d) に示すよ

うに、レーザー及びデスミアで、配線屑 5 3へのビアを、支持板 5 の反対面より開

口する。

０169 その後、図中 (e) の工程では、全面に無電解めっき又はスパッタ法により、絶縁樹

脂側より C の順でシード屑を形成する。続く工程では、図中 (f) に示すように、

全面をめっき銅により導体屑5 2 をビアホール6 7内部が充填されるように形成する。

その後、図中 ( ) の工程では、内藏された電極端子5 3とビア5 22の露出面が同一平

面状に配置するように、銅エッチングに続きバフ研磨を了 、刊 、ビア5０ を形成した。

続いて図中 ( ) に示すように、再度 C スパッタによりシード屑5 を形成した後

に、めっきレ、ジストパターンを形成し、めっき等により導体配線屑3 を形成し、めっき

レ、ジストの除去と導体配線屑3 以外のェリアのシード屑を取り除く。続く工程におい

て、図中㈲ に示すように、銅支持板 5 と 配線屑 5 2とをバフ研磨によって取り除

き、図29に示す回路某板 5とした。

０17０ ここで、図中 ( ) に示した工程では、ビア5 22と電極端子5 3が同時に観察できるの



で、露光による配線パターンニング時の位置精度に優れ、製品歩留まりを高めること

が出来る。また、ビア5０ は、上部、底部及び側面の界面全てにシード屑が存在する

ので、三次元的に加わる応力に対して、強い強度を保ち信頼性評価で長寿命を得る

ことが出来た。

０17 1 図34を参照して、本発明方法の第7実施形態に某づく第7実施例を説明する。ま

ず、図中 (a) に示すように、支持板 5 上に配線屑 5 2 5 3をこの順で積層した某

板を形成する。次に、図中 (b) に示すように、この某板上に接着屑2 5を介して電極端

子5 3を上にして、必要な場合には電極端子周囲の機能素子表面に保護屑 54を設

け、機能素子 ０を搭載する。続く工程では、図中 (c) に示すように、絶縁樹脂屑8

84 8 5を供給することで機能素子 ０を内藏し、図中 (d) に示すように、レーザーで、

配線屑 5 3へのビアを、支持板 5 の反対面より開口する。

０172 その後、図中 (e) の工程では、全面に無電解めっきにより、C シード屑を形成する

。続く工程では、図中 (f) に示すように、全面を電解めっきにより導体屑 (C 屑 ) 5 2

をビアホール6 7内部が充填されるよう形成した。このとき、図3 3に示した製造方法と

典なり、ビア径 め ００は に対し、ビア深さ約 2０ であり、導体屑5 2 が厚み約2

は と背い場合には、ビア部分が完全には充填されず、中心上部に空洞ができる。

そのため、続く工程において図中 ( ) に示すように、エポキシ系樹脂 5 23を印刷法に

よって、その空洞部分に供給した。なお、樹脂 5 23はエポキシに限定されない。この

とき、真空印刷機を使用したほうが、ビア内部の樹脂 5 23にボイドを含まず、良好なビ

アとすることが出来る。その後、図中 ( ) の工程では、内藏された電極端子5 3とビア

の露出面が同一平面状に配置するように銅エッチングに続きバフ研磨を行った。続

いて、図中㈲ の工程では、シード屑5 をスパッタにより形成した後に、めっきレジス

トパターンを形成し、銅めっきにより導体配線屑3 を形成し、めっきレジストの除去と

導体配線屑3 以外のェリアのシード屑を取り除く。続く工程において図中①に示す

ように、支持板 5 と配線屑 5 2をエッチング、研削等によって取り除き、図3０に示

す回路某板 6とした。

０173 ここで、図中㈲ に示した工程では、ビア5０2と電極端子5 3が同時に観察できるの

で、露光による配線パターンニング時の位置精度に優れ、製品歩留まりを高めること



が出来る。また、ビア5０2は、上部、底部及び側面の界面全てにシード屑が存在する

ので、三次元的に加わる応力に対して、強い強度を保ち信頼性を高めることが出来

る。さらに、図3 3に示した製造方法に比べて、本実施例の製造方法では、図中 (f) の

工程で全面に供給される導体屑の厚みが低いので、図中 ( )の工程での電極端子5

3とビアの研削 はェッチングに要する時間を短縮できる。

０174 図3 5を参照して、本発明方法の第8実施形態に某づく第8実施例を説明する。ま

ず、図3 3と同様に図中 (a) ～(d) に示す各工程を行ぅ。これらの工程の後、図中 (e)

に示すよぅに、シード屑を形成せずに導体屑5 2 を 法により、め は 以下のC

粉末を真空中で高速に当てることで、開口していたビアホール6 7に対して金属粉末

を充填する。続く工程では、図中 (f) に示すよぅに、電極端子5 3が露出するよぅに研

削する。続いて図中 ( ) に示すよぅに、シード屑5 形成後、導体配線屑3 を形成

する。続く工程において図中 ( ) に示すよぅに、支持板 5 と配線屑 5 2をェッチン

グ、研削等によって取り除き、図3 に示す回路某板 7とした。

０175 ここで、 法は、めっきと比較して短時間で、数 程度に厚く成膜が可能である

。このため、 法によれば、製造時間を大幅に短縮でき、且つビア5０3の内径が小

さい配線屑 5 3側でビア5０3の導体内部はC 結品粒の 、さい微細金属組織が形

成され、一方、ビア5０3の内径が大きい導体配線屑3 側では、C 結品粒が配線屑

5 3側と比較して大きく形成することが可能となり、製品の信頼性を高めることができ

る。さらに、ビア5０3の底部に集中的なエネルギーが加わることで、良好なビア底部

の接合強度を得ることが可能であり、高い信頼性を得ることが出来た。

０176 図3 6を参照して、本発明方法の第9実施形態に某づく第9実施例を説明する。ま

ず、図中 (a) に示す工程で、支持板 5 上に配線屑 5 2 5 3を形成する。続いて

図中 (b) に示すの工程では、約2０ 厚みでめっきレジストをィ共給して、露光現像、

にて、配線 5 3上に機能素子上下の「配線間を結線するビアを形成するために、ボス

ト位置に開ロパターンを形成する。その後、この工程では、めっき厚が、レ、ジスト厚み

以上になるよぅに約3０～4０は めっきすることで、マッシュルーム形状ボスト5 ０を

形成する。この際、支持板 5 を銅とすれば支持板 5 からの給電が可能となる。続

く工程では、図中 (c) に示すよぅに、レ、ジストを除去し、続いて図中 (d) に示すよぅに、



機能素子 ０を搭載する。続く工程において、図中 (e) に示すように、絶縁樹脂屑8

84 8 5内部に機能素子 ０を内藏する。このとき、マッシュルーム形状ボスト5 ０も

同時に内藏する。その後は、レーザーによりビアを形成する。

０177 図中 (f ) に示す工程では、シード屑5 5 2 5 3を共通の一つのシード屑とな

るように C の順でスパッタにより形成し、めっきレジストを使用した導体配線屑 (

めっき配線屑 ) 3を形成した。図中 (f ) に示す工程では、銅支持板 5 より給電させ

ることで、ビアプラグ5０5の導体を銅めっきにより形成し、その後、内蔵機能素子 ０

の電極端子5 3をバフ研磨機で研削 (頭だし)するのと同時に、ビアプラグ5０5の露出

面も同一面 (ｱ 5 は 程度の精度 ) とする。さらにこの工程では、ビアプラグ5０5の上

部のみにシード屑5 を持たせ、めっきレジストを用いてセミアデイテイブ法で導体配

線屑3 を形成した。図中 (f ) に示す工程では、レーザーでの開口後は、図3 3に示

す (e) ～( ) の工程同様に底部、上部及び側面にシード屑5 3 5 5 2を持つビ

アプラグ5０6を形成することが出来た。また、図中 (f4 )に示す工程では、図34に示

す (e) ～①と同様の工程を行うことで、ビア中心上部に樹脂 5０8が埋め込まれ、その

他の導体部分と共に、底部、上部及び側面にシード屑5 3 5 5 2を持つビアプ

ラグ5０7を形成することが出来る。

０178 上記いずれの方法を行う場合であっても、マッシュルーム形状ボスト5 ０が予め形

成されて樹脂内に埋藏されているので、その後のビア開口でのレーザー工程では、

樹脂に埋藏されたボスト部分が、導体配線屑7 3よりも宰き出て見える。このため、位

置精度の認識性に優れ、製品の歩留まりを高めることが出来る。また、マッシュルー

ム形状ボスト5 ０での傘構造部分があることで、上述のように強度に優れ、信頼性が

良くなる。さらに、レーザーで開口したビアの高さも 、さくなるので、ビアのアスペクト

比を下げることになり、その結果、レジストのパターニング時でのビア底部の残掩除去

も容易とし、且つめっき槽内でのめっき液も充分にビア底部に流動することで、信頼

性の高い導体配線屑3 側のビアとすることが出来た。

０179 本発明の一実施形態では、二つ以上の機能素子の短距離での接続を可能にし、

良好な高速電気特性を得ることを可飴にすることである。本発明の他の目的は、機飴

素子を内藏した某板がビアを通して結線される表裏面の狭ピッチ配線を有することで



、パッケージとしての使用のみでなく、優れた電気特性を有する回路某板としての使

用を可能とする。

０18０ 本発明の一実施形態では、3次元的に機能素子を回路某板内に集積することで、

高集積な機能素子内藏の回路某板を形成可能とすることである。本発明の他の目的

は、回路某板の表面または裏面の一方の導体配線高さが均一で、同一平面状に位

置させることで、前記回路某板と電子デバイスとの接続信頼性を向上させる。

０18 1 本発明の一実施形態では、背くて脆い機能素子であっても製造工程における損傷

が無く、信頼性の高い製造プロセスを得ることである。本発明の他の目的は、機能素

子と放熱板の材質の熱膨張係数差から発生する応力を緩和し高信頼性を得ることで

ある。本発明の他の目的は、機能素子を内藏した回路某板における、周囲の絶縁樹

脂屑との間の熱膨張係数や、上下に形成された導体配線屑の面積等により、厚み方

向や某板面方向への応力が発生することによる、絶縁樹脂、導体配線及び機能素

子内部でのクラックを防止すると共に、絶縁樹脂、導体配線及び機能素子の少なくと

も2つ以上の部材が接する界面での剥離を妨げることで、高信頼性を得ることである

。本発明の他の目的は、機能素子と某板内配線の位置精度を改苦し、製品歩留まり

を上げると共に、高仕様の配線屑を形成し、回路某板の小型化を可能にする。

０182 本発明の一実施形態では、回路某板の表裏両面に位置する配線屑、および絶縁

屑を平坦化する。

０183 本発明の一実施形態では、二つ以上の機能素子の3次元的に短距離での接続を

可能にし、良好な高速電気特性を得ることを可能にする。機能素子の放熱を促すた

め、第 配線屑を放熱用の配線パターンとして構成でき、かつこの配線パターンは、

某板の配線材料と機能素子の間に熱膨張係数の差により発生する応力を緩和する

よぅ自在に設計を可能であるため、製品の高信頼化が可能となる。機能素子を内藏し

た某板の外形は、内藏される機能素子より外形が大きいがために、機能素子の電極

端子の配線ルールを某板表裏において拡大し、回路某板と外部の電子デバイスとの

接続に際して、作業性、および信頼性の優れた実装が可能になる。

０184 本発明の第 の視点に係る回路某板の好適な態様では、前記第2配線屑の各パタ

ーン配線と前記電極端子の表面とが、シード屑を介して接続されている。第2配線屑



の各パターン配線と前記電極端子との間の密着強度を高め、製品の信頼性を向上

できる。好ましくは、前記シード屑が、 、W、C 、P C S か

らなる群から選択される つ以上の元素からなる。

０185 本発明の第 の視点に係る回路某板の好適な態様では、前記第2絶縁屑と前記第

2配線屑との間の少なくとも一部には、第3絶縁屑が介在する。第2絶縁屑と前記第2

配線屑との間の密着強度を高めることが出来る。

０186 本発明の第 の視点に係る回路墓板の好適な態様でほ、前記第 配線屑のパター

ン配線と前記第2配線屑のパターン配線とを接続する導体ビアが、前記第2配線屑

に隣接する部分で前記第 配線屑に隣接する部分よりも大きな断面積を有する。導

体ビアを収容するビアホール内部を金属めっきする工程において、めっき部分の観

察が容易で、良好なめっき状態と不良箇所の判別がつきやすく、製品の品質を高め

ることが可能となる。

０187 本発明の第 の視点に係る回路某板の好適な態様では、前記シード屑が、前記第

配線屑と前記第2配線層とを接続する導体ビアの側部表面を覆ぅと共に、前記導体

ビアと前記第 配線屑との間に形成されている構成が採用できる。例えば、内藏され

た機能素子の側面に位置する第 配線屑と第2配線屑との間を結線する導体ビアが

、導体ビアの底部、側面及び上面にシード屑を得るよぅにしてもよい。その結果、機能

素子を某板に埋め込んだ場合に、機能素子とその外周樹脂の熱膨張係数差、又は

第 配線屑と第2配線屑との間に厚みや配線面積に差があることで生じる某板厚み

方向への応力変形に対して、シード屑が形成されていることで、外周樹脂との密着強

度を上げ、樹脂界面での剥離を妨げることができる。また、導体ビアの側面だけでな

く、導体ビアの底部となる第 配線屑との間、及び 又は導体ビアの上面となる第2

配線屑との間にもシード層が形成されることで、強い密着を保つことができる。このた

め、回路某板での反り等の変形でも断線や絶縁樹脂内部クラックを防ぐことが可能と

なり、優れた製品信頼性を得ることができる。

０188 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記シード屑が、前記導体ビアと前記

第2配線屑との間に形成されている構成が採用できる。

０189 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記導体ビアの前記第2配線屑に隣接



する表面の中央部分には、樹脂屑が埋め込まれている構成が採用できる。この場合

、導体ビアの外側に存在する絶縁樹脂屑に導体ビアの熱膨張係数を近づけることが

可能となり、信頼性を高めることができる。

０19０ 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記導体ビアが、直径がほぼ一様な部

分と、該一様な部分よりも直径が大きな大径部分とを含む導体ポストと、該導体ポスト

上に形成されたビアプラグとを有し、前記シード屑が、前記ビアプラグと前記第2配線

屑との間に形成されている構成が採用できる。例えば、内藏された機能素子の側面

に位置する第 配線屑と第2配線屑間を結線するビアが、厚み方向の中間にマッシュ

ルーム状に形成された傘部分を有し、この傘部分が絶縁樹脂屑の水平方向 (厚み方

向に対して略直交する方向) 内部へ張り出しているよぅにしてもよい。この場合には、

この傘部分が、絶縁樹脂屑内部に櫻として水平方向へ張り出していることで、機能素

子を内藏した某板で生じる厚み変形、反りの応力に対して、特に導体ビア側面にシ

ード屑を形成しなくても、厚み方向への導体ビアと絶縁樹脂屑との間の強度を高める

ことが可能となる。このため、導体ビアでの断線を防ぐことができ、信頼性の高い製品

が使用できる。これに対して、通常の断面が台形形状の導体ビアでは、導体ビア側

面のシード屑による絶縁樹脂屑との密着強ィヒを行わなければ、導体ビア側面と絶縁

樹脂との界面で剥離が生じてしまぅ可能性がある。

０19 1 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記導体ビアは、前記第 配線屑に隣

接する部分が前記第2配線屑に隣接する部分よりも 、さな結品粒を有する構成を採

用できる。例えば、導体ビアが、導体ビアの内径が 、さい第 配線屑側では、結品粒

の 、さい微細金属組織が形成され、導体ビアの内径が大きい第2配線側では、結品

粒が第 配線屑側と比較して大きくなっており、少なくとも第2配線屑と導体ビアとの

間には、シード屑を形成してもよい。この場合、結品粒径の大きさは、導体となる合金

の組織の硬さや伸びに影響を与える。そのため、内径の 、さい第 配線屑側では強

度を強く、且つ硬くできる。また、内径の大きい第2配線屑側では、結品粒径が大きく

、伸びる材質とすることが出来るので、機能素子を内藏することで生じる某板の反り等

の変形に対して、応力を緩和することが可能になる。そのため、特に導体ビア側面と

の絶縁樹脂屑との界面にシード屑を形成しなくとも、界面に加わる応力を緩和するこ



とで、導体ビアの断線を防ぐことが可能であり、製品の信頼性を高めることが出来る。

０192 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記第2配線屑のパターン配線の一部

が、C A 、 、 、 、Oからなる群から選択さ

れる つ又は2つ以上の元素を含む抵抗屑を構成してもよい。また、前記第2配線屑

のパターン配線の一部が S a Ca z a S Z 、

b、 b 、 、Oからなる群から選択される つ又は2つ以上の元素を含む誘電

体屑を有するキャパシタを構成してもよい。更に、前記第2配線屑のパターン配線の

一部が、スパイラル形状又はミアンダー形状を有するインダクターを構成してもよい。

回路某板に内藏若しくは表面実装により搭載する受動素子の体積を減らすことが可

能で、且つ優れた電気特性を得ることが出来る。

０193 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記回路某板の内部に、 e 、C 、

Co C S S から選択される少なくとも つの元素を含れ金属屑からなる中間

配線屑を有してもよい。中間配線屑によって回路某板の強度を高めることが出来る。

また、中間配線屑をグランド屑として用いることによって、優れた電気特性を得ること

が出来る。更に、中間配線屑によって回路某板の放熱性を高めることが出来る。

０194 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記回路某板は、内部に複数種類の

絶縁樹脂屑を含んでもよい。絶縁樹脂屑を分けることにより、硬い樹脂と柔らかな樹

脂、耐熱温度の高い樹脂と低い樹脂、コストの高い樹脂と低い樹脂などの細み合わ

せで使用することが可能となり、製品信頼性の向上と同時に、低コスト化を実現するこ

とが可能となる。

０195 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記第 及び第2配線屑の少なくとも一

方が複数の導体屑を含み、前記第 及び第2配線屑の各パターン配線を接続する導

体ビアによって接続される導体屑の組合せが複数種類であってもよい。また、前記第

2配線屑が複数の導体屑を含み、導体ビアによって前記第 配線屑に接続される第

2配線屑の導体屑が、前記機能素子の電極端子よりも遠い側の導体屑であってもよ

い。更に、前記第 及び第2配線屑の少なくとも一方が3屑以上の導体屑を含み、各

導体屑は、直近の導体屑以外の導体屑に、導体ビアを介して接続されてもよい。回

路設計の自由度を高めることが出来る。



０196 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記回路某板が、更に電子部品を内藏

してもよい。本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記回路某板が、該回路某

板の厚み方向及び某板面方向の少なくとも一方の方向に並ぶ複数の前記機能素子

を収容してもよい。これら機能素子間の配線長を短縮でき、高速電気特性に優れた

回路某板を実現できる。また、機能素子として、無線系の素子とロジック、メモり等の

素子とを細み合わせることにより多機能な回路某板を実現できる。機能素子は表面

に露出していないため、搬送時の作業性を高めることが出来る。

０197 前記回路某板が、該回路某板の厚み方向及び某板面方向の少なくとも一方の方

向に並ぶ複数の前記機能素子を収容する場合、好ましくは、前記回路某板の厚み

方向に並んで隣接する2つの前記機能素子は、双方の電極端子が互いに対向して

配置される。例えば S のフリップチップ接続を行った際に、 S と双方の機能素子

の電極端子との配線距離が同じであり、接続信頼性を高めることが出来る。また、こ

の場合、前記隣接する2つの機能素子の電極端子の相互間、及び、該隣接する2つ

の機能素子の電極端子の表面とそれぞれ同一平面内にある表面を持つ2つの配線

屑の相互間が、S 、 C 、 z 、 bからなる群から選択される 種類以上の元

素を含む導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストで接続されてもよい。

０198 本発明の第 の視点に係る回路某板では、前記機能素子の電極端子が、S

C z bからなる群から選択される 種類以上の元素を含む導電性ぺ一ス

ト又は無鉛はんだぺ一ストを介して、前記回路某板の配線屑に接続されてもよい。

０199 本発明の回路某板の好ましい態様では、前記第2配線屑の表面に開口を有するソ

ルダーレジスト屑が形成されている。他の機能素子の実装に際して、無鉛はんだのリ

フローやはんだボールの溶融によるショートを防ぐことが出来る。

０2００ 本発明に係る回路某板の製造方法によれば、第 配線屑の形成と、機能素子の搭

載と、導体配線屑の形成とを継続して処理することを可能にするためコストを低減で

きる。支持某板の上に第 配線屑と絶縁樹脂屑を形成し、その上に機能素子を搭載

することで、機能素子が脆い場合においても、搭裁時の加圧により文持某板が変形

せずに機能素子が曲がらず、機能素子自体が破損しない。支持某板を除去して某

板裏面の第 配線屑を露出させるため、第 配線屑の表面を絶縁樹脂屑の表面と同



じ位置か、低い高さ位置に形成することが出来て、ソルダーレジスト屑を形成せずに

絶縁樹脂屑の表面がソルダーレジストの役割を果たすことが出来る。支持某板の上

に形成された導体配線屑の高さは均一となり、半導体等の実装時に高い接続信頼

性を得ることが出来る。

０2０1 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記機能素子を覆ぅ工程が

e 、C 、 C 、S 、S からなる群から選択される 種類以上の元素から

なる金属屑を同時に覆ぅ工程を含んでもよい。

０2０2 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法の好適な態様では、前記導体配

線屑を形成する工程に先立って、前記電極端子の表面を含む全面に、 、W、C 、

P C S からなる群から選択される つ以上の元素を含むシー

ド屑を形成する工程を有し、前記導体配線屑を形成する工程に後続して、前記シー

ド屑をパターニングする工程を有する。

０2０3 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法の好適な態様では、前記第 配線

屑を形成する工程に先立って、前記支持某板上に離型屑を形成する工程を更に含

む。支持某板を除去し易くすることが出来る。

０2０4 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記支持某板が、銅、欽、

ニッケル、クロム、アルミ、チタン、シリコン、空素、酸素、炭素からなる群から選択され

０2０5 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法の好適な態様では、前記導体配

線屑を形成する工程が、第 及び第2導体屑を順次に形成する工程を含み、前記支

持某板を除去する工程に後続して、前記第 導体屑を除去して前記第2導体屑を露

出する工程を更に有する。第2導体屑の表面を絶縁樹脂屑の表面よりも低い高さィ立

置に、っまり第2導体屑が絶縁樹脂屑よりも低く窪んだ形状に形成することが出来る

０2０6 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記第 導体屑を除去する

工程に後続して、前記素子内藏某板を別の支持某板に内藏する工程と、該別の某

板上に別の導体配線屑を形成する工程とを更に有してもよい。電気検査により良品

と判定された回路某板のみを別の支持某板に内藏することで、製品の歩留まりを高



めることが可能となり、製造コストを下げることが可能となる。

０2０7 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記導体配線屑に、S 、

、C z bからなる群から選択される 種類以上の元素を含むはんだを用い

て電子部品の端子を接続する工程を更に有してもよい。

０2０8 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記の支持某板を除去す

る工程に先立って、前記導体配線屑から支持某板に達するビアホールを形成するエ

程と、該ビアホールの内部をめっきする工程とを更に有してもよい。

０2０9 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記導体配線屑を形成す

る工程に先立って、前記絶縁樹脂屑の表面から支持某板に達するビアホールを形

成する工程と、該ビアホールの内部をめっきする工程とを更に有する構成が採用でき

る。

０2 1０ 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記めっきされたビアホー

ル内に、 (ェアロゾル・デポジション)法により導体を充填する工程を更に有する

構成が採用できる。例えば、 法により、機能素子の内藏された部分の側面に位置

するビアホール内部に導体粒子を結合させ、導体ビアを形成する。この場合には、絶

縁樹脂屑により機能素子を内藏後、レーザーによってビアホールを開口させ、デスミ

ア処理によるビア底部の絶縁樹脂残掩の除去後、開口部上部のビア内径の大きい

側より、 法によってC 等の金属微粒子を真空雰囲気で成膜する。ここ

で、 法は、めっきと比較して短時間で厚く成膜が可能である。このため、製造時間

を大幅に短縮でき、且つビアの内径が 、さい第 配線屑側では、ビアの導体内部で

結品粒の 、さい微細金属組織が形成され、また、ビアの内径が大きい第2配線側で

は、結品粒が第 配線屑側と比較して大きく形成することが可能となる。これにより、

製品の信頼性を高めることが可能となる。

０2 11 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記絶縁樹脂屑の上部を

除去する工程に先立って、前記絶縁樹脂屑にビアホールを形成する工程と、前記ビ

アホールの底部、側面、及び前記絶縁樹脂屑の表面にシード屑を形成する工程と、

前記ビアホールの内部をめっきして導体ビアを形成する工程と、前記機能素子の電

極端子と共に、前記導体ビアの上面を研削する工程とを更に有する構成が採用でき



る。例えば、第 配線屑の最外層の各パターン配線間を絶縁する第1絶縁屑と、機能

素子の電極端子間を絶縁する第2絶縁屑との間を貫通し、機能素子の側面に位置

するビアホールを、第2絶縁屑が形成される前の絶縁樹脂屑にレーザーを照射して

形成する。その後、ビアホールの底部、側面及び絶縁樹脂屑の表面にシード屑を形

成した後に、全面をレジスト形成せずにめっきすることで、某板表面及びビアホール

の内部をC でめっきして導体ビアを形成する。続いて、内藏された機能素子の電極

端子と同時に導体ビアの上面を研削する。その後、導体ビアの上面と機能素子の電

極端子とを、シード屑を形成した後に接続する。これにより、導体ビアの底部、側面及

び上面にシード屑が形成されることになる。その結果、機能素子を某板に埋め込ん

だことを一因として生じる某板厚み方向への応力に対して、導体ビアは樹脂界面や

上部配線との間に強い密着性を保つことができるので、優れた製品信頼性を得ること

が可能になる。なお、ビアは、フイルドビアと呼ばれる、めっき金属が充填されたもの

であってもよいが、これに限られず、コンフオーマルビアと呼ばれるビアの底部と側面

のみ金属めっきし、中心部をめっき後に樹脂埋めしたものであってもよい。ところで、

通常の機能素子と同じ又はそれ以上の厚さの絶縁樹脂屑にレーザービアを形成し

た場合には、アスペクト比 (高さノ内径 ) が大きくなる。この状態で、パターンめっきの

ためのレジストを塗布して露光現像を行うと、ビアの底部に存在するめっきレジスト残

掩を取り除くのが非常に困難であり、ビアの底部のめっき状態は信頼性の低いもので

あった。これに対して、本発明の製造方法では、ビアホール内部をめっきするために

全面めっきして、レジストを使用していないので、信頼性を高めることができる。

０2 12 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記導体ビアを形成するエ

程では、全面めっき、印刷、 法のいずれかを用いる構成が採用できる。

０2 13 本発明の第 の視点に係る回路某板の製造方法では、前記機能素子を搭載する

工程に先立って、前記第 配線屑上に導体ポストを形成する工程を更に有し、前記

機能素子を覆う工程に後続して、前記導体ポストを覆う前記絶縁樹脂屑の部分にビ

アホールを形成する工程と、該ビアホール内に前記導体ポストと接続するビアプラグ

を形成する工程とを有する構成が採用できる。例えば、機能素子搭載前の支持某板

上にめっきされた第 配線屑上に、機能素子の側面に導体ビアが形成されるべき箇



所に対して、マッシュルーム状のめっきポスト(導体ポスト) を形成した後、機能素子を

搭載して、絶縁樹脂屑へ内藏し、絶縁樹脂屑の内部にある導体ポストの上部に対し

て、レーザーを照射してビアホールを開口する。その後、無電解めっきに続いて電解

めっきをしてもよレ七、又は、支持某板からの給電によりビアホール内部にめっきを積

み上げることで、導体ポストと接続するビアプラグを形成し、その結果、第 配線屑と

第2配線屑とを接続する導体ビアを形成する。この場合には、導体ポストを形成して

おくことで、後のビアホールを開口するためにレーザーを照射する際、絶縁樹脂屑に

埋藏された導体ポストの部分が、第 配線屑よりも俘き出て見える。このため、位置精

度の認識性に優れ、製品の歩留まりを高めることが出来る。また、導体ポストに傘部

分が形成されていることで、上述したよぅに強度に優れ、信頼性が高くなる。

０2 14 本発明の第2の視点に係る回路某板の製造方法では、前記2つの機能素子某板

の少なくとも一方が、前記支持某板の除去前の機能素子某板であり、前記接続工程

に後続して、除去していない支持某板を除去してもよい。また、前記導電性ぺ一スト

又は無鉛はんだぺ一ストが、S 、 C 、 z 、 bからなる群から選択される

種類以上の元素を含んでもよい。

０2 15 本発明の第3の視点に係る回路某板の製造方法では、前記導電性ぺ一スト又は無

鉛はんだぺ一ストが、S 、 C z bからなる群から選択される 種類以

上の元素を含んでもよい。

０2 16 本発明に係る回路某板の製造方法では、前記第 配線屑及び前記導体配線屑の

少なくとも一方を、開口を有するソルダーレジスト屑で覆ってもよい。

０2 17 本発明での機能素子には、S G a s aO3 bO3、水品等に配線形成し

た半導体、S Wフィルター、又は、薄膜機能素子等や、コンデンザー、抵抗、インダ

クターなどのチップ部品、ブリント某板、フレキシブル某板等に配線形成をしたものが

好適に使用されるがそれらに限定されない。支持某板にはシリコン、ガラス、アルミナ

、ガラスセラミックス、空化チタン、空化アルミ等のセラミックス、銅、ステンレス、欽、ニ

ッケル等の金属、厚いボリイミド等の有機樹脂が好適に用いられるがそれらに限定さ

れない。

０2 18 本発明で使用されるビア形状は、めっき法により金、銀、銅、ニッケル等の導体金属



を使用する場合、レーザーにより絶縁樹脂屑にヒア開口部を設けた後、英被を使用

してヒア内部の樹脂残俺除去のためのテスミア処理を行い、 、W、C 、P 、C

、 S によるシート屑を無電解めっきや丞若怯により投け、続いてヒア

内部は底部と側面にのみめっきにすることによるコンフオーマルヒアや、ヒア開口部

内部全体にめっき企属を充填させるフィルトヒアなとか好適に使用されるかそれらに

限定されない。ヒア開口部の開ロ方怯は、 C 2レーザー等か好適に

使用されるか、それらに限定されない。電極端子の絶縁樹脂屑から表面へ露出させ

る方怯は、機能素子内藏時に離型屑を予め電極端子上部に設置して、樹脂のキュ
ア後に離型屑を剥かすか、又は機能素子を絶縁樹脂屑に内藏した形て樹脂をキュ
アし、研削によって内部の電極端子を某板表面へ露出させることか可能てある。また

、絶縁樹脂屑を感光性とすることて、露光現像によりヒア開口部を開口することかて

きる。

０2 19 本発明て表面に露出している導体配線屑部分は、銅、ニノケル、企、銀、S

はんた等、たとえは導体配線屑を銅めっきにより形成した場合てあっても、無電解め

っき、電解めっき、印刷処理とリフロー等を施すことて、好適に形成することかてきる

か、導体配線層表面の材質はこれらに限定されない。

０22０ 本発明ての機能素子に形成された電極端子は、銅、ニノケル、企、銀等からなる円

柱状のボストと呼はれるものや、S はんた等のホール上のものや、 や銅等

からなるスタオハンプ等か好適に使用されるかそれらに限定されない。

０22 1 また、本発明による回路某板の最表面には、表面に露出させる導体配線屑部分を

制限し、配線の酸化を防く 目的や、はんたを使用した実装時に導体電極配線間てシ

ョートか発生するのを防くため、必要な箇所のみ開口を設けたソルターレシスト屑を

好適に形成することか可能てある。更に、その開口により露出した導体配線屑に銅、

ニノケル、企、銀、S はんた等、無電解めっき、電解めっき、印刷処理等を施

すことて、酸化防止や、はんた濡れ性に優れた導体配線屑の形成か可能となる。

０222 なお、本発明による回路某板か、タイシンクにより個片化の後、別の回路某板、機

能素子へ実装された電子部品や、この回路某板を更に内藏した某板も本発明の請

大範囲内となる。



０223 本発明を特別に示し且つ例示的な実施形態を参照して説明したが、本発明は、そ

の実施形態及びその変形に限定されるものではない。当業者に明らかなよぅに、本

発明は、添付のクレームに規定される本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、種

々の変更が可能である

０224 本出願は、2００7年3月3０日出願に係る日本特許出願2００7 ０8 3号、及び、2

００8年 月9 日出願に係る日本特許出願2００8 59号を某礎とし且つその優先

権を主張するものであり、引用によってその開示の内容の全てを本出願の明細菩中

に加入する。



請求の範囲

っ以上の機能素子と、該機能素子を内藏する配線某板と、前記機能素子を挟ん

で前記回路某板の表裏の各表面部分に形成され、各 屑以上の導体屑を含む第

及び第2配線屑とを備え、

前記第 配線屑の最外層の各パターン配線の表面が露出し、且っ、該最外層の各

パターン配線間を絶縁する第 絶縁屑の表面が、前記最外層の各パターン配線の

表面よりも突出しており、

前記第2配線屑の各パターン配線と前記機能素子の電極端子とが接続され、該電

極端子間を絶縁する第2絶縁屑の少なくとも一部の表面と、該少なくとも一部の表面

に隣接する電極端子の表面とがほぼ同一平面内にあることを特徴とする回路某板。

2 前記第2配線屑の各パターン配線と前記電極端子の表面とが、シード屑を介して

接続されている、請求項 に記載の回路某板。

3 前記シード屑が、 、W、C 、P C S 、 からなる群から選択さ

れる っ以上の元素からなる、請求項2に記載の回路某板。

4 前記第2絶縁屑と前記第2配線屑との間の少なくとも一部には、第3絶縁屑が介在

する、請求項 ～3の何れか一に記載の回路某板。

5 前記第 配線屑のパターン配線と前記第2配線屑のパターン配線とを接続する導

体ビアが、前記第2配線屑に隣接する部分で前記第 配線屑に隣接する部分よりも

大きな断面積を有する、請求項 ～4の何れか一に記載の回路某板。

6 前記シード屑が、前記第 配線屑と前記第2配線屑とを接続する導体ビアの側部表

面を覆ぅと共に、前記導体ビアと前記第 配線屑との間に形成されている、請求項2

又は3に記載の回路某板。

7 前記シード屑が、前記導体ビアと前記第2配線屑との間に形成されている、請求項

6に記載の回路某板。

8 前記導体ビアの前記第2配線屑に隣接する表面の中央部分には、樹脂屑が埋め

込まれている、請求項6 は7に記載の回路某板。

9 前記導体ビアが、直径がほぼ一様な部分と、該一様な部分よりも直径が大きな大径

部分とを含む導体ポストと、該導体ポスト上に形成されたビアプラグとを有し、



前記シード屑が、前記ビアプラグと前記第2配線屑との間に形成されている、請求

項7 は8に記載の回路某板。

０ 前記導体ビアは、前記第 配線屑に隣接する部分が前記第2配線屑に隣接する部

分よりも 、さな結品粒を有する、請求項5～9の何れか一に記載の回路某板。

前記第2配線屑のパターン配線の一部が、C A

、 、 、 、Oからなる群から選択される つ又は2つ以上の元素を含む抵抗屑

を構成する、請求項 ～０の何れか一に記載の回路某板。

2 前記第2配線屑のパターン配線の一部が、 、S 、 a Ca z 、

a、S 、Z 、 b f b 、 、Oからなる群から選択される つ又は2つ以上

の元素を含む誘電体屑を有するキャパシタを構成する、請求項 ～ の何れか一に

記載の回路某板。

3 前記第2配線屑のパターン配線の一部が、スパイラル形状又はミアンダー形状を有

するインダクターを構成する、請求項 ～2の何れか一に記載の回路某板。

4 前記回路某板の内部に、 e 、C 、Co C S S から選択される少なく

とも つの元素を含れ金属屑からなる中間配線屑を有する、請求項 ～3の何れか

一に記載の回路某板。

5 前記回路某板は、内部に複数種類の絶縁樹脂屑を含む、請求項 ～4の何れか

一に記載の回路某板。

6 前記第 及び第2配線屑の少なくとも一方が複数の導体屑を含み、前記第 及び第

2配線屑の各パターン配線を接続する導体ビアによって接続される導体屑の組合せ

が複数種類である、請求項 ～5の何れか一に記載の回路某板。

7 前記第2配線屑が複数の導体屑を含み、導体ビアによって前記第 配線屑に接続

される第2配線屑の導体屑が、前記機能素子の電極端子よりも遠い側の導体屑であ

る、請求項 ～5の何れか一に記載の回路某板。

8 前記第 及び第2配線屑の少なくとも一方が3屑以上の導体屑を含み、各導体屑は

、直近の導体屑以外の導体屑に、導体ビアを介して接続される、請求項 ～5の何

れか一に記載の回路某板。

9 前記回路某板が、更に電子部品を内藏する、請求項 ～8の何れか一に記載の



回路某板。

2０ 前記回路某板が、該回路某板の厚み方向及び某板面方向の少なくとも一方の方

向に並ぶ複数の前記機能素子を収容する、請求項 ～9の何れか一に記載の回路

某板。

2 前記回路某板の厚み方向に並んで隣接する2つの前記機能素子は、双方の電極

端子が互いに対向して配置される、請求項2０に記載の回路某板。

22 前記隣接する2つの機能素子の電極端子の相互間、及び、該隣接する2つの機能

素子の電極端子にそれぞれ接続される2つの配線屑の相互間がそれぞれ、S

C 、 z 、 bからなる群から選択される 種類以上の元素を含む導電性ぺ一ス

ト又は無鉛はんだぺ一ストで接続される、請求項2 に記載の回路某板。

23 前記機能素子の電極端子が、S 、 C z bからなる群から選択される

種類以上の元素を含む導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストを介して、前記回

路某板の配線屑に接続されている、請求項 ～22の何れか一に記載の回路某板。

24 請求項 ～23の何れか一に記載の回路某板と配線某板とを厚み方向に重ね合わ

せ、双方の配線屑をS 、 C z 、 bからなる群から選択される 種類以上

の元素を含む導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストで接続して成ることを特徴とす

る回路某板。

25 前記第2配線屑の表面に開口を有するソルダーレジスト屑が形成されている、請求

項 ～24の何れか一に記載の回路某板。

26 請求項 ～25の何れか一に記載の回路某板を有することを特徴とする電子機器。

27 支持某板上に、少なくとも 屑の第 配線屑を形成する工程と、該第 配線屑上に

機能素子を搭載する工程と、絶縁樹脂屑によって前記機能素子を覆ぅ工程と、該絶

縁樹脂屑の表面が前記機能素子の電極端子の表面と同一平面となるよぅに、前記絶

縁樹脂屑の上部を除去する工程と、前記電極端子に接続する導体配線屑である第2

配線屑を絶縁樹脂屑上に形成する工程と、前記支持某板を除去する工程とを有する

ことを特徴とする回路某板の製造方法。

28 前記機能素子を覆ぅ工程が、 C 、C C S S からなる群から選

択される 種類以上の元素からなる金属屑を同時に覆ぅ工程を含む、請求項27に記



載の回路某板の製造方法。

29 前記導体配線屑を形成する工程に先立って、前記電極端子の表面を含む全面に

、W、C 、P C S からなる群から選択される つ以上の元

素を含むシード屑を形成する工程を有し、前記導体配線屑を形成する工程に後続し

て、前記シード屑をパターニングする工程を有する、請求項27又は28に記載の回路

某板の製造方法。

3０ 前記第 配線屑を形成する工程に先立って、前記支持某板上に離型屑を形成する

工程を更に含む、請求項27～29の何れか一に記載の回路某板の製造方法。

3 前記支持某板が、銅、鉄、ニッケル、クロム、アルミ、チタン、シリコン、空素、酸素、

炭素からなる群から選択される つ又は2つ以上の元素を含む、請求項2 7～3０の何

れか一に記載の回路某板の製造方法。

32 前記導体配線屑を形成する工程が、第 及び第2導体屑を順次に形成する工程を

含み、前記支持某板を除去する工程に後続して、前記第 導体屑を除去して前記第

2導体屑を露出する工程を更に有する、請求項27～3 の何れか一に記載の回路某

板の製造方法。

33 前記第 導体屑を除去する工程に後続して、前記素子内藏某板を別の支持某板

に内藏する工程と、該別の某板上に別の導体配線屑を形成する工程とを更に有する

、請求項32に記載の回路某板の製造方法。

34 前記導体配線屑に A からなる群から選択される 種類以

上の元素を含むはんだを用いて電子部品の端子を接続する工程を更に有する、請

求項27～33の何れか一に記載の回路某板の製造方法。

35 前記の支持某板を除去する工程に先立って、前記導体配線屑から支持某板に達

するビアホールを形成する工程と、該ビアホールの内部をめっきする工程とを更に有

する、請求項27～34の何れか一に記載の回路某板の製造方法。

36 前記導体配線屑を形成する工程に先立って、前記絶縁樹脂屑の表面から支持某

板に達するビアホールを形成する工程と、該ビアホールの内部をめっきする工程とを

更に有する、請求項2 7～34の何れか一に記載の回路某板の製造方法。

37 前記めっきされたビアホール内に、 (ェアロゾル・デポジション)法により導体を



充填する工程を更に有する、請求項36に記載の回路某板の製造方法。

38 前記絶縁樹脂屑の上部を除去する工程に先立って、前記絶縁樹脂屑にビアホー

ルを形成する工程と、前記ビアホールの底部、側面、及び前記絶縁樹脂屑の表面に

シード屑を形成する工程と、前記ビアホールの内部をめっきして導体ビアを形成する

工程と、前記機能素子の電極端子と共に、前記導体ビアの上面を研削する工程とを

更に有する、請求項27～34の何れか一に記載の回路某板の製造方法。

39 前記導体ビアを形成する工程では、全面めっき、印刷、 法のいずれかを用いる

、請求項38に記載の回路某板の製造方法。

4０ 前記機能素子を搭載する工程に先立って、前記第 配線屑上に導体ポストを形成

する工程を更に有し、

前記機能素子を覆ぅ工程に後続して、前記導体ポストを覆ぅ前記絶縁樹脂屑の部

分にビアホールを形成する工程と、該ビアホール内に前記導体ポストと接続するビア

プラグを形成する工程とを有する、請求項27～34の何れか一に記載の回路某板の

製造方法。

4 請求項27～4０の何れか一に記載の方法によって製造した2つの回路某板を対向

させ、導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストをビアホール内に充填した接着屑を介して

、双方の回路某板を接続する工程を更に有する、回路某板の製造方法。

42 前記2つの機能素子某板の少なくとも一方が、前記支持某板の除去前の機能素子

某板であり、前記接続工程に後続して、除去していない支持某板を除去する、請求

項4 に記載の回路某板の製造方法。

43 請求項27～4０の何れか一に記載の機能性素子某板と、配線某板とを対向させ、

導電性ぺ一スト又ははんだぺ一ストをビアホール内に充填した接着屑を介して、双方

の回路某板を接続する工程を更に有する、回路某板の製造方法。

44 前記導電性ぺ一スト又は無鉛はんだぺ一ストが 朴 c からな

る群から選択される 種類以上の元素を含む、請求項4 ～4 3の何れか一に記載の

回路某板の製造方法。

45 前記第 配線屑及び前記導体配線屑の少なくとも一方を、開口を有するソルダーレ
、ジスト屑で覆ぅ、請求項27～44の何れか一に記載の回路某板の製造方法。
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