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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導体パターンと、
　複数の誘電層と複数の導体層とが交互に積層されたコンデンサ本体と、前記コンデンサ
本体に形成された１組の電極とを備え、前記導体パターンにバイアホールを介して接続さ
れたコンデンサと、
　内部に前記コンデンサが配置された基板と、
　を備え、
　前記コンデンサは、その中央部が両端部よりも、前記導体パターンに対して突き出るよ
うに又は引っ込むように湾曲した湾曲面を有し、
　前記バイアホールが前記コンデンサの前記湾曲面に接続されることにより、前記バイア
ホールと前記コンデンサとの接続界面は、前記バイアホールと前記導体パターンとの接続
界面に対して傾斜している、
　ことを特徴とする電子部品内蔵配線板。
【請求項２】
　前記コンデンサの電極の同一面に、複数の前記バイアホールが接続されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電子部品内蔵配線板。
【請求項３】
　前記導体パターンは、前記基板に設けられている、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の電子部品内蔵配線板。
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【請求項４】
　前記バイアホールが接続される前記湾曲面は、凹面である、
　ことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電子部品内蔵配線板。
【請求項５】
　前記コンデンサを固定するための接着剤層を更に備え、
　前記バイアホールは、前記接着剤層に形成されている、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の電子部品内蔵配線板。
【請求項６】
　前記コンデンサの前記湾曲面とは反対側の面にはバイアホールが接続されていない、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の電子部品内蔵配線板。
【請求項７】
　前記導体パターンは、めっき被膜からなる、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の電子部品内蔵配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば抵抗やキャパシタ等の電子部品を内蔵する電子部品内蔵配線板に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に、電子部品内蔵配線板及びその製造方法が開示されている。この製造方法
では、作業者が、基板内部に電子部品を埋め込み、基板の導体パターンと電子部品の端子
電極（電極パッド）とをバイアホールを介して電気的に接続することで、電子部品内蔵配
線板を製造する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３２８８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、こうした電子部品内蔵配線板及びその製造方法によると、例えばプラス
チックからなる基板に、例えばセラミックと金属との複合体からなる電子部品（例えばチ
ップコンデンサ等）を内蔵させる場合に、それら基板と電子部品との間の熱膨張係数の差
により熱ストレス（応力）が発生することが懸念される。そして、そうした熱ストレスが
配線の接続部（接続界面）にかかると、ついには破断等に至り、基板と電子部品との間で
導通不良になることも考えられる。さらに、電子部品の小型化や薄型化が進むことで、上
記バイアホールも小径化され、今後、こうした問題がより深刻なものとなることも予想さ
れる。その一方で、基板に内蔵される部品の点数は増加する傾向にある。このため、バイ
アホールを形成する工程が煩雑化することは、なるべく避けたい。
【０００５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、簡素な構造又は簡易な手法により、
基板に生じる応力に起因した性能劣化を抑制することのできる電子部品内蔵配線板を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の電子部品内蔵配線板は、導体パターンと、複数の誘電層と複数の導体層とが交
互に積層されたコンデンサ本体と、前記コンデンサ本体に形成された１組の電極とを備え
、前記導体パターンにバイアホールを介して接続されたコンデンサと、内部に前記コンデ
ンサが配置された基板と、を備え、前記コンデンサは、その中央部が両端部よりも、前記
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導体パターンに対して突き出るように又は引っ込むように湾曲した湾曲面を有し、前記バ
イアホールが前記コンデンサの前記湾曲面に接続されることにより、前記バイアホールと
前記コンデンサとの接続界面は、前記バイアホールと前記導体パターンとの接続界面に対
して傾斜している。
【０００８】
　なお、「内部に前記コンデンサが配置」には、コンデンサの全体が基板内部に完全に埋
め込まれる場合のほか、基板に形成された凹部にコンデンサの一部のみが配置される場合
なども含む。要は、コンデンサの少なくとも一部が基板の内部に配置されれば足りる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、バイアホールと電子部品との接続界面において応力が緩和される。こ
のため、基板に生じる応力に起因した性能劣化を抑制することができる。しかも、簡素な
構造又は簡易な手法により、応力を緩和することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態１に係る電子部品内蔵配線板の断面図である。
【図２】電子部品内蔵配線板に内蔵される電子部品の断面図である。
【図３】電子部品の端子電極とバイアホールとの位置関係を示す図である。
【図４】電子部品内蔵配線板に内蔵される電子部品の拡大図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る電子部品内蔵配線板の製造方法の手順を示すフローチ
ャートである。
【図６】基板に生じる応力の方向とバイアホールの形状との関係を示す図である。
【図７】基板に生じる応力及びその分力の大きさを示す図である。
【図８Ａ】電子部品をキャリア上に配置する工程を説明するための図である。
【図８Ｂ】電子部品をキャリア上に配置する工程を説明するための図である。
【図８Ｃ】電子部品をキャリア上に配置する工程を説明するための図である。
【図８Ｄ】電子部品をキャリア上に配置する工程を説明するための図である。
【図９Ａ】基板に電子部品を内蔵させる（埋め込む）工程を説明するための図である。
【図９Ｂ】基板に電子部品を内蔵させる工程を説明するための図である。
【図９Ｃ】基板に電子部品を内蔵させる工程を説明するための図である。
【図１０Ａ】導体パターンを形成する工程を説明するための図である。
【図１０Ｂ】導体パターンを形成する工程を説明するための図である。
【図１０Ｃ】導体パターンを形成する工程を説明するための図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態２に係る電子部品内蔵配線板の断面図である。
【図１１Ｂ】電子部品内蔵配線板に内蔵される電子部品の拡大図である。
【図１２Ａ】基板を用意する工程を説明するための図である。
【図１２Ｂ】基板に電子部品を内蔵するためのスペースを形成する工程を説明するための
図である。
【図１２Ｃ】キャリア上に基板を載置する工程を説明するための図である。
【図１２Ｄ】電子部品をキャリア上に配置する工程を説明するための図である。
【図１３Ａ】基板に電子部品を内蔵させる（埋め込む）工程を説明するための図である。
【図１３Ｂ】基板に電子部品を内蔵させる工程を説明するための図である。
【図１３Ｃ】バイアホールを形成する工程を説明するための図である。
【図１４】バイアホールの別の配置例を示す図である。
【図１５Ａ】電子部品の別の配置例を示す図である。
【図１５Ｂ】電子部品の別の配置例を示す図である。
【図１５Ｃ】電子部品の別の配置例を示す図である。
【図１６Ａ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
【図１６Ｂ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
【図１６Ｃ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
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【図１７Ａ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
【図１７Ｂ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
【図１７Ｃ】電子部品の端子電極及びバイアホールの形態の別例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を具体化した実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００１４】
　（実施形態１）
　本実施形態の電子部品内蔵配線板１０は、図１に示すように、基板１００と、導体パタ
ーンとしての配線層１１０及び１２０と、電子部品２００と、を備える。
【００１５】
　基板１００は、例えば硬化したプリプレグからなる方形状の絶縁層１０１及び１０２か
ら構成される。プリプレグは、ガラス繊維等の補強材を含んでいることが好ましい。補強
材は、主材料（プリプレグ）よりも熱膨張率の小さい材料である。絶縁層１０１は、電子
部品２００の外形に対応した形状のスペース（空隙）Ｒ１１を有する。スペースＲ１１は
、基板１００の凹部となる。
　なお、基板１００の形状や材料等は、用途等に応じて変更可能である。例えばプリプレ
グとしては、ガラス繊維やアラミド繊維の基材に、エポキシ樹脂、ビスマレイミドトリア
ジン樹脂（ＢＴ樹脂）、イミド樹脂（ポリイミド）、アリル化フェニレンエーテル樹脂（
Ａ－ＰＰＥ樹脂）などの樹脂を含浸させたものも用いることができる。また、プリプレグ
に代えて、液状又はフィルム状の熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を用いることができる。熱
硬化性樹脂としては、例えばエポキシ樹脂、イミド樹脂（ポリイミド）、ＢＴ樹脂、アリ
ル化フェニレンエーテル樹脂、アラミド樹脂などを、用いることができる。また、熱可塑
性樹脂としては、例えば液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ＰＥＥＫ樹脂、ＰＴＦＥ樹脂（フッ素
樹脂）などを、用いることができる。これらは、絶縁性、誘電特性、耐熱性、機械的特性
の観点から必要に応じて選ぶことが望ましい。また、これらの樹脂は、添加剤として、硬
化剤、安定剤、フィラーなどを含有させることもできる。その他、プリプレグに代えて、
ＲＣＦ（Resin Coated copper Foil）等を用いてもよい。
【００１６】
　基板１００の下面（矢印Ｙ１側の面）には配線層１１０が、また基板１００の上面（矢
印Ｙ２側の面）には配線層１２０が、それぞれ形成されている。
【００１７】
　配線層１１０は、第１配線層１１１及び第２配線層１１２を有する。また、配線層１２
０は、第１配線層１２１及び第２配線層１２２から構成される。第１配線層１１１及び１
２１は、例えば銅箔からなる。第２配線層１１２及び１２２は、例えば銅のめっき皮膜か
らなる。配線層１１０及び１２０の厚さは、例えば２０～３０μｍである。なお、配線層
１１０及び１２０の材料や厚さ等は、用途等に応じて変更可能である。
【００１８】
　絶縁層１０１のスペースＲ１１には、絶縁層１０１と同程度の厚さを有する電子部品２
００が配置される。電子部品２００と基板１００との境界部には、電子部品２００を固定
するための接着剤２００ａと共に、絶縁層１０１及び１０２からしみ出した（流出した）
絶縁性の樹脂１０２ａが充填されている。樹脂１０２ａは、電子部品２００の周りを完全
に覆っている。これにより、電子部品２００が、樹脂１０２ａで保護されるとともに、所
定の位置に固定される。
【００１９】
　接着剤２００ａは、例えばＮＣＰ（非導電性液状ポリマー）等の絶縁材料からなる。絶
縁性の接着剤２００ａには、テーパ状のバイアホール２０１ａ及び２０２ａが形成されて
いる。詳しくは、第１配線層１１１及び接着剤２００ａには、電子部品２００に接続され
るテーパ状の貫通孔２１０ａ、２２０ａが形成される。バイアホール２０１ａ、２０２ａ
は、貫通孔２１０ａ、２２０ａの一部として形成される。また、貫通孔２１０ａ、２２０
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ａには、第２配線層１１２に連続する導体２１０ｂ、２２０ｂが充填される。したがって
、貫通孔２１０ａ、２２０ａの一部であるバイアホール２０１ａ、２０２ａにも、それぞ
れ導体２１０ｂ、２２０ｂが充填される。バイアホール２０１ａ、２０２ａに充填される
導体２１０ｂ、２２０ｂにより、電子部品２００と配線層１１０とが電気的に接続される
。なお、貫通孔２１０ａ、２２０ａの下側（矢印Ｙ１側）開口径ｄ１は、例えば６０μｍ
、貫通孔２１０ａ、２２０ａの上側（矢印Ｙ２側）開口径ｄ２は、例えば５０μｍである
。また、貫通孔２１０ａ及び２２０ａの形状は、テーパ状に限定されず、任意である。
【００２０】
　バイアホール２０１ａ及び２０２ａの径（例えば貫通孔２１０ａ、２２０ａの上側開口
径ｄ２）は、３０～９０μｍであることが好ましく、特に５０～６０μｍであることが、
より好ましい。バイアホール２０１ａ又は２０２ａの径が小さすぎると、接続信頼性が低
くなる。一方、バイアホール２０１ａ又は２０２ａの径が大きすぎると、電子部品２００
の端子電極２１０及び２２０（電極パッド）の所要面積が大きくなるため、電子部品２０
０を高密度に配置することが困難になる。この点、バイアホール２０１ａ及び２０２ａの
径が上記範囲内にあれば、これらの面で不利の少ない電子部品内蔵配線板１０となる。
【００２１】
　バイアホール２０１ａ及び２０２ａの深さｄ３は、１～１０μｍであることが好ましく
、特に５μｍであることが、より好ましい。バイアホール２０１ａ及び２０２ａの深さが
小さすぎると、均一に形成することが困難になる。一方、バイアホール２０１ａ及び２０
２ａの深さが大きすぎると、形成に時間がかかり、製造効率の面で不利になる。この点、
バイアホール２０１ａ及び２０２ａの深さが上記範囲内にあれば、これらの面で不利の少
ない電子部品内蔵配線板１０となる。
【００２２】
　バイアホール２０１ａ及び２０２ａのアスペクト比（深さ／径）は、０．０１～０．３
５であることが好ましく、特に０．１であることが、より好ましい。こうした比率によれ
ば、バイアホール２０１ａ又は２０２ａと接着剤２００ａとの接触面積が低減することで
、バイアホール２０１ａ又は２０２ａにかかる熱応力を緩和することができる。その一方
で、バイアホール２０１ａ又は２０２ａと端子電極２１０又は２２０との接合面積が増大
することにより、バイアホール２０１ａ又は２０２ａと端子電極２１０又は２２０との接
続信頼性が高い。
【００２３】
　電子部品２００は、例えばチップコンデンサである。詳しくは、例えば図２にその断面
構造を示すように、電子部品２００は、コンデンサ本体２０１と、Ｕ字状の端子電極２１
０及び２２０（電極パッド）と、を備える。コンデンサ本体２０１は、例えばセラミック
からなる複数の誘電層２３１～２３９と複数の導体層２１１～２１４及び２２１～２２４
とが交互に積層されて構成される。端子電極２１０及び２２０は、コンデンサ本体２０１
の両端部にそれぞれ形成されている。こうして、コンデンサ本体２０１の両端部、詳しく
は下面から、側面、そして上面にかけては、端子電極２１０及び２２０で覆われる。一方
、コンデンサ本体２０１の中央部は露出している。
【００２４】
　基板１００に内蔵された状態において、電子部品２００の端子電極２１０、２２０の下
面は、図１に示すように、それぞれバイアホール２０１ａ及び導体２１０ｂ、バイアホー
ル２０２ａ及び導体２２０ｂを介して、配線層１１０と接続される。ここで、第２配線層
１１２、並びに導体２１０ｂ及び２２０ｂは、例えば銅のめっき皮膜からなる。このため
、電子部品２００と配線層１１０との接続部分の信頼性は高い。また、電子部品２００の
端子電極２１０の表面にもめっき被膜を形成することで、更に、電子部品２００と配線層
１１０との接続部分の信頼性を向上させることができる。
【００２５】
　一方、コンデンサ本体２０１（図２）の中央部は、樹脂１０２ａで覆われる。このよう
に、コンデンサ本体２０１の比較的脆い部分であるセラミックが露出した部分（中央部）
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が樹脂１０２ａで覆われることで、その樹脂１０２ａでコンデンサ本体２０１が保護され
る。
【００２６】
　端子電極２１０及び２２０の厚さ（特に導体２１０ｂ及び２２０ｂが接続される下面側
の厚さｄ４）は、５～１５μｍであることが好ましく、特に１０μｍであることが、より
好ましい。端子電極２１０又は２２０は、薄くなるほど強度が小さくなる。したがって、
端子電極２１０又は２２０が薄すぎると、レーザ等により、バイアホール２０１ａ又は２
０２ａを形成する際に、その穴明け加工が端子電極２１０又は２２０で止まらず、端子電
極２１０又は２２０にも穴が明いてしまうことが懸念される。一方、端子電極２１０又は
２２０が厚すぎると、電子部品２００にクラック等が生じることが懸念される。また、電
子部品内蔵配線板１０が大型化するため、実装スペース等の点で不利になる。この点、端
子電極２１０及び２２０の厚さが上記範囲内にあれば、強度の面でも、クラック等の面で
も、不利の少ない電子部品内蔵配線板１０となる。
【００２７】
　配線層１１０の厚さｄ５は、２０～４０μｍであることが好ましく、特に３０μｍであ
ることが、より好ましい。配線層１１０が薄すぎると、電気抵抗が大きくなり、エネルギ
ー効率等の点で、好ましくない。一方、配線層１１０が厚すぎると、形成に時間がかかり
、製造効率の点で、好ましくない。特にめっきにより配線層１１０を形成する場合には、
めっき膜が均一になりにくくなったり、めっきレジストの形成及び除去が困難になったり
する不利もある。この点、配線層１１０の厚さが上記範囲内にあれば、エネルギー効率等
の面でも、製造効率の面でも、不利の少ない電子部品内蔵配線板１０となる。
【００２８】
　また、端子電極２１０又は２２０の厚さ（特に下面側の厚さｄ４）と配線層１１０の厚
さｄ５との比率は、端子電極２１０又は２２０の厚さが配線層１１０の厚さよりも小さく
なるように設定することが好ましく、特に端子電極２１０又は２２０の厚さが配線層１１
０の厚さの半分（１／２）以下になるように設定することが、より好ましい。こうした比
率によれば、端子電極２１０又は２２０を薄くすることで、電子部品２００のクラック等
を抑制することができる。またその一方で、配線層１１０を相対的に厚くすることにより
、端子電極２１０又は２２０が薄くなった分を補って、高い放熱性を維持することができ
る。
【００２９】
　バイアホール２０１ａ、２０２ａは、例えば図３に示すように、それぞれ電子部品２０
０の端子電極２１０、２２０の中央に配置される。
【００３０】
　図４に、電子部品２００を拡大して示す。電子部品２００は、例えば１ｍｍ角の外形を
有する。そして、電子部品２００の厚さｄ６は、例えば１００～１５０μｍである。また
、このようなチップサイズまで小型化が進むと、製造過程等で生じる電子部品２００の反
りの影響も無視できないものとなる。詳しくは、電子部品２００は、その中央部が両端部
よりも、第２配線層１１２に対して突き出るように、すなわち矢印Ｙ１の方向へ湾曲する
。バイアホール２０１ａ及び２０２ａは、電子部品２００の湾曲した下面（凸面）に接続
されている。樹脂１０２ａは、電子部品２００下面のわずかな空隙にも入り込む。なお、
電子部品２００の湾曲量ｄ７は、例えば５～１０μｍである。
【００３１】
　電子部品内蔵配線板１０を製造する場合には、例えば作業者が、図５に示す一連の処理
を実行する。
【００３２】
　作業者は、まず、ステップＳ１１で、電子部品内蔵配線板１０の応力を解析する。この
応力解析は、例えばシミュレータを用いて、有限要素法、境界要素法などに基づいて実行
する。
【００３３】
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　続けて、ステップＳ１２で、作業者は、ステップＳ１１での解析結果（応力の大きさ、
方向、又は分布等）に基づいて、バイアホール２０１ａ及び２０２ａの配置を決定する。
詳しくは、後の工程（ステップＳ１３）において電子部品２００の湾曲面の凸面（下面）
又は凹面（上面）のいずれに接続されるようにバイアホール２０１ａ及び２０２ａを形成
するかを選択する。
【００３４】
　例えばステップＳ１１の応力解析により、図６に示すように、電子部品内蔵配線板１０
の層方向（矢印Ｘ１及びＸ２が示す方向）に、電子部品２００を引っ張る方向の応力Ｆ１
及びＦ２が生じる旨の結果が得られた場合には、電子部品２００との接続界面２１０１ａ
、２２０１ａが、それぞれ応力Ｆ１、Ｆ２に対向する斜面（層方向に対して傾斜した面）
となるように、バイアホール２０１ａ、２０２ａを配置する。すなわち、電子部品２００
の下面（凸面）が接続界面２１０１ａ、２２０１ａとなるように、バイアホール２０１ａ
、２０２ａを配置する。
【００３５】
　こうすることで、バイアホール２０１ａ、２０２ａ内の導体２１０ｂ、２２０ｂは、そ
れぞれ接続界面２１０１ａ、２２０１ａで、応力Ｆ１、Ｆ２を受けることになる。すなわ
ち、例えば応力Ｆ１は、図７に示すように、接続界面２１０１ａの面方向Ｚ１のせん断応
力Ｆ１１と接続界面２１０１ａの法線方向Ｚ２の応力Ｆ１２とに分配される。これにより
、接続界面２１０１ａの面方向Ｚ１には、応力Ｆ１に基づくせん断応力Ｆ１１が加わるこ
とになる。せん断応力Ｆ１１は、応力Ｆ１の分力に相当するため、「Ｆ１１＜Ｆ１」とな
る。他方、応力Ｆ２についても同様であり、接続界面２２０１ａに加わる応力は、応力Ｆ
２よりも小さい応力（せん断応力）になる。
【００３６】
　したがって、例えば接続界面２１０１ａ、２２０１ａが層方向と平行である電子部品内
蔵配線板と比較すると、電子部品内蔵配線板１０は、温度変動や外力等により応力Ｆ１及
びＦ２が生じた際に接続界面２１０１ａ、２２０１ａの面方向Ｚ１に作用する応力が小さ
い。このため、電子部品２００とバイアホール２０１ａ、２０２ａとの接続界面２１０１
ａ、２２０１ａは、破断しにくい。これにより、電子部品内蔵配線板１０は、例えば温度
範囲－２５～１４０℃のヒートサイクルにおいて、バイアホール２０１ａ及び２０２ａの
接続信頼性に優れる。その結果、バイアホール２０１ａ及び２０２ａを小径化することが
できる。
【００３７】
　続けて、図５のステップＳ１３で、作業者は、例えば図８Ａ～図８Ｄ及び図９Ａ～図９
Ｃに示す工程等を経て、電子部品２００の埋め込みをする。
【００３８】
　詳しくは、作業者は、例えば図８Ａに示すように、片面に導体膜１１１１を有するキャ
リア１１１０を用意する。キャリア１１１０及び導体膜１１１１は、例えば銅からなる。
ただし、キャリア１１１０は、導体膜１１１１よりも厚い。
【００３９】
　続けて、作業者は、図８Ｂに示すように、例えばＵＶレーザ等により、導体膜１１１１
のみを貫通するような穴を明ける。これにより、開口部２０１ｂ、２０２ｂ、１１１１ａ
及び１１１１ｂが形成される。開口部２０１ｂ及び２０２ｂは、ステップＳ１２（配置決
定工程）により決められたバイアホール２０１ａ及び２０２ａの配置に形成する。開口部
１１１１ａ及び１１１１ｂは、アライメントターゲットとして用いる。
【００４０】
　続けて、作業者は、図８Ｃに示すように、例えばＮＣＰコーティング等により、少なく
とも開口部２０１ｂ及び２０２ｂを含むキャリア１１１０及び導体膜１１１１の中央部に
、接着剤２００ａを塗布する。これにより、開口部２０１ｂ及び２０２ｂに、接着剤２０
０ａが充填される。
【００４１】
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　続けて、作業者は、図８Ｄに示すように、開口部２０１ｂ及び２０２ｂの上に、電子部
品２００を実装する。具体的には、接着剤２００ａの上に電子部品２００を載置した後、
例えば加圧及び加熱により、その位置に電子部品２００を固定する。このとき、電子部品
２００を、その下で接着剤２００ａが均一な厚みとなり、気泡が内部に残留しないように
押圧する。こうすることが、後の工程でバイアホール２０１ａ及び２０２ａの接続信頼性
を確保する上で重要となる。
【００４２】
　続けて、例えば図９Ａに示すように、例えば銅からなるキャリア１１１０及び導体膜１
１１１の上に電子部品２００と並べて、例えばプリプレグからなる絶縁層１０１を、さら
にその上に、例えばプリプレグからなる絶縁層１０２、そして例えば銅からなる導体膜１
２１１及びキャリア１２１０を、それぞれ配置する。電子部品２００は、絶縁層１０１中
央のスペースＲ１１に配置される。
【００４３】
　続けて、作業者は、例えば図９Ｂに示すように、それらを加圧プレス（例えばホットプ
レス）する。これにより、絶縁層１０１及び１０２から樹脂１０２ａを押し出す。すなわ
ち、このプレスにより、絶縁層１０１及び１０２を構成する各プリプレグから、樹脂１０
２ａがしみ出して（流出して）、電子部品２００と絶縁層１０１との間（境界部）に充填
される。その後、例えば加熱処理等により、絶縁層１０１及び１０２を固化する。
【００４４】
　続けて、作業者は、例えば図９Ｃに示すように、キャリア１１１０及び１２１０を除去
する。これにより、導体膜１１１１及び１２１１、並びに開口部２０１ｂ及び２０２ｂに
充填された接着剤２００ａが露出する。
【００４５】
　こうして、基板１００内に電子部品２００が埋め込まれる。電子部品２００は、基板１
００の凹部（スペースＲ１１）に配置される。
【００４６】
　続けて、図５のステップＳ１４で、作業者は、例えば図１０Ａ～図１０Ｃに示す工程等
を経て、導体パターンを形成する。
【００４７】
　詳しくは、作業者は、例えば図１０Ａに示すように、ＣＯ２レーザクリーニング及びデ
スミアをする。これにより、導体膜１１１１表面の接着剤２００ａが除去される。
【００４８】
　続けて、作業者は、例えば図１０Ｂに示すように、例えばレーザ等により、導体膜１１
１１及び接着剤２００ａに、電子部品２００に達する貫通孔２１０ａ、２２０ａを形成す
る。これにより、バイアホール２０１ａ、２０２ａが、貫通孔２１０ａ、２２０ａの一部
として形成される。
【００４９】
　続けて、作業者は、例えば図１０Ｃに示すように、ＰＮめっき（例えば化学銅めっき及
び電気銅めっき）により、貫通孔２１０ａ及び２２０ａ、並びに開口部１１１１ａ及び１
１１１ｂを含めた導体膜１１１１及び１２１１の表面に、導体膜１１２１及び１２２１（
銅めっき皮膜）を形成する。
【００５０】
　続けて、作業者は、例えばハーフエッチにより、所定の厚さまで導体膜１１２１及び１
２２１を薄くした後、例えば所定のリソグラフィ工程（前処理、ラミネート、露光、現像
、エッチング、剥膜、内層検査等）を経ることにより、導体膜１１１１及び１１２１及び
１２１１及び１２２１を、先の図１に示したような形態にパターニングする。これにより
、第１配線層１１１及び第２配線層１１２（配線層１１０）、並びに第１配線層１２１及
び第２配線層１２２（配線層１２０）が形成される。このようなサブトラクティブ法によ
る導体パターン形成に代えて、絶縁層１０１及び１０２の上にめっきレジストを形成し、
パターンめっき（例えば化学銅めっき及び電気銅めっき）により配線層１１０及び１２０
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を形成する手法、いわゆるセミアディティブ（ＳＡＰ）法を用いることもできる。また、
導体パターン形成に先立って、絶縁層１０１及び１０２を貫通する開口を設けておいて、
配線層１１０及び１２０の形成と同時に、その開口部にめっきをして、スルーホールを設
けることもできる。
【００５１】
　また、作業者は、必要に応じて、例えば化学金めっき等により電極を形成し、さらに外
形加工、反り修正、通電検査、外観検査、及び最終検査をする。これにより、先の図１に
示した電子部品内蔵配線板１０が完成する。
【００５２】
　本実施形態の電子部品内蔵配線板１０及びその製造方法によれば、バイアホール２０１
ａ及び２０２ａを形成する工程を煩雑化せずに、基板１００に生じる応力に起因した電子
部品内蔵配線板１０の性能劣化を抑制することができる。
【００５３】
　本実施形態の製造方法では、図５のステップＳ１２で、基板１００の応力に基づいて、
バイアホール２０１ａ及び２０２ａの配置を決める。これにより、バイアホール２０１ａ
及び２０２ａの接続信頼性に優れる電子部品内蔵配線板１０を量産することができる。
【００５４】
　しかも、基板１００の応力に基づいて、電子部品２００の湾曲面の凸面又は凹面のいず
れに接続されるようにバイアホール２０１ａ及び２０２ａを形成するかを選択することで
、製造工程（特に配置決定工程）を複雑化せずに、容易に応力に対する耐性を高めること
ができる。
【００５５】
　（実施形態２）
　本実施形態の電子部品内蔵配線板２０は、図１１Ａに示すように、基板３００と、導体
パターンとしての配線層３１０及び３２０と、電子部品４００と、を備える。電子部品内
蔵配線板２０は、電子部品４００を内蔵する。電子部品４００は、所定の回路が集積され
たＩＣチップである。電子部品４００は、片面に複数の端子電極４００ａ（電極パッド）
を有する。ただしこれに限定されず、電子部品４００は、例えば両面に端子電極４００ａ
を有するものであってもよい。なお、ここでいうＩＣチップは、ウエハの状態で、再配線
や保護膜、端子の形成を行い、その後個片化した所謂ウエハ・レベルＣＳＰを含む。
【００５６】
　基板３００は、例えばエポキシ樹脂からなる。エポキシ樹脂は、ガラス繊維等の補強材
を含んでいることが好ましい。補強材は、主材料（エポキシ樹脂）よりも熱膨張率の小さ
い材料である。基板３００の厚さは、例えば０．１ｍｍである。なお、基板３００の形状
や、厚さ、材料等は、用途等に応じて変更可能である。
【００５７】
　基板３００は、スルーホール３０１ａを有する。スルーホール３０１ａの内壁には、導
体膜３０１ｂが形成される。さらに、基板３００は、電子部品４００の外形に対応した形
状のスペース（空隙）Ｒ２１を有する。
【００５８】
　基板３００の両面には、それぞれ配線層３００ａ、３００ｂが形成されている。配線層
３００ａと配線層３００ｂとは、スルーホール３０１ａに形成された導体膜３０１ｂによ
り、互いに電気的に接続される。
【００５９】
　基板３００の下面（矢印Ｙ１側の面）には、絶縁層４１０、配線層３１０が順に積層さ
れている。また、基板３００の上面（矢印Ｙ２側の面）には、絶縁層４２０、配線層３２
０が順に積層されている。絶縁層４１０及び４２０は、例えば硬化したプリプレグからな
る。また、配線層３１０及び３２０は、例えば銅のめっき皮膜からなる。
【００６０】
　電子部品４００は、スペースＲ２１に配置される。電子部品４００と基板３００との境
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界部には、絶縁層４２０が充填されている。
【００６１】
　絶縁層４１０は、電子部品４００の下面及び配線層３００ａを覆うように形成される。
ただし、所定の箇所に、配線層３００ａに接続されるテーパ状のバイアホール４１０ａが
形成される。バイアホール４１０ａには、導体４１０ｂが充填される。そして、導体４１
０ｂにより、配線層３００ａと配線層３１０とが電気的に接続される。
【００６２】
　一方、絶縁層４２０は、電子部品４００の上面、配線層３００ｂ、及び端子電極４００
ａを覆うように形成される。ただし、所定の箇所に、配線層３００ｂ、端子電極４００ａ
に接続されるテーパ状のバイアホール４２０ａが形成される。バイアホール４２０ａには
、導体４２０ｂが充填される。そして、導体４２０ｂにより、配線層３００ｂ及び端子電
極４００ａと配線層３２０とが電気的に接続される。ここで、配線層３２０及び導体４２
０ｂは、例えば銅のめっき皮膜からなる。このため、電子部品４００と配線層３２０との
接続部分の信頼性は高い。
【００６３】
　電子部品４００は、絶縁層４１０及び４２０により周りを完全に覆われている。これに
より、電子部品４００が、絶縁層４１０及び４２０で保護されるとともに、所定の位置に
固定される。
【００６４】
　電子部品４００も、薄膜化が進むほど、例えば図１１Ｂ（図４に対応する図）に示す態
様で、反り易くなる。本実施形態では、電子部品４００を圧縮する方向に応力が生じる場
合を想定して、電子部品４００の凹面に、バイアホール４２０ａを接続している。本実施
形態の電子部品４００は、その中央部が両端部よりも、配線層３２０に対して引っ込むよ
うに、すなわち矢印Ｙ１の方向へ湾曲する。
【００６５】
　電子部品内蔵配線板２０も、例えば作業者が、先の図５に示した一連の処理を実行する
ことで、製造することができる。具体的には、まず、作業者が、ステップＳ１１で、電子
部品内蔵配線板２０の応力を解析する。この応力解析は、例えばシミュレータを用いて、
有限要素法、境界要素法などに基づいて実行する。続けて、ステップＳ１２で、作業者は
、ステップＳ１１での解析結果（応力の大きさ、方向、又は分布等）に基づいて、バイア
ホール４２０ａ（特に端子電極４００ａに接続されるバイアホール４２０ａ）の配置を決
定する。
【００６６】
　続けて、ステップＳ１３で、作業者は、例えば図１２Ａ～図１２Ｄ及び図１３Ａ～図１
３Ｃに示す工程等を経て、電子部品４００の埋め込みをする。
【００６７】
　詳しくは、作業者は、例えば図１２Ａに示すように、スルーホール３０１ａ、導体膜３
０１ｂ、並びに配線層３００ａ及び３００ｂを有する基板３００を用意する。この基板３
００は、電子部品内蔵配線板２０のコアに相当する。
【００６８】
　続けて、作業者は、例えば図１２Ｂに示すように、例えばレーザ等により中抜き加工し
て、基板３００に、スペースＲ２１を形成する。
【００６９】
　続けて、作業者は、例えば図１２Ｃに示すように、例えばＰＥＴ（ポリ・エチレン・テ
レフタレート）からなるキャリア２１１０を、基板３００の片面に設ける。キャリア２１
１０は、例えばラミネートにより、基板３００と接着される。
【００７０】
　続けて、作業者は、図１２Ｄに示すように、例えば常温で、電子部品４００の端子電極
４００ａを上（キャリア２１１０とは反対側）に向けて、電子部品４００をキャリア２１
１０上（詳しくはスペースＲ２１）に載置する。
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【００７１】
　続けて、作業者は、図１３Ａに示すように、例えば真空ラミネートにより、電子部品４
００及び基板３００を覆うように、絶縁層４２０を形成する。これにより、端子電極４０
０ａが、絶縁層４２０で覆われる。さらに、絶縁層４２０は加熱により溶けて、スペース
Ｒ２１に充填される。これにより、電子部品４００が、所定の位置に固定される。
【００７２】
　続けて、作業者は、基板３００の下面（絶縁層４２０とは反対側の面）からキャリア２
１１０を引きはがし、除去する。そして、例えば図１３Ｂに示すように、その基板３００
の下面に、絶縁層４１０を形成する。これにより、電子部品４００が埋め込まれる。
【００７３】
　続けて、作業者は、図１３Ｃに示すように、絶縁層４１０、４２０に、例えばレーザ等
により、バイアホール４１０ａ、４２０ａを形成する。
【００７４】
　続けて、作業者は、図５のステップＳ１４で、例えばセミアディティブ法により、電子
部品４００に、導体パターン、すなわち配線層３１０及び３２０を形成する。詳しくは、
例えば電子部品４００の両面をパターニングされためっきレジストで被覆して、そのレジ
ストのない部分に選択的に電解めっきする。なお、セミアディティブ法に代えて、サブト
ラクティブ法により、配線層３１０及び３２０を形成してもよい。
【００７５】
　その後、作業者は、必要に応じて、例えば化学金めっき等により電極を形成し、さらに
外形加工、反り修正、通電検査、外観検査、及び最終検査をする。これにより、先の図１
１Ａに示した電子部品内蔵配線板２０が完成する。
【００７６】
　本実施形態の電子部品内蔵配線板２０及びその製造方法によっても、前述した実施形態
１の効果に準ずる効果が得られる。
【００７７】
　以上、本発明の実施形態に係る電子部品内蔵配線板及びその製造方法について説明した
が、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。
【００７８】
　また、上記各実施形態では、基板の応力に基づいて、湾曲面の凸面又は凹面のいずれに
接続されるようにバイアホールを形成するかを選択するようにした。しかしこれに限られ
ず、基板に生じる応力によっては、例えば図１４（図４に対応する図）に示すように、電
子部品２００の両面（凸面及び凹面）に、バイアホール２０１ａ及び２０２ａを接続して
もよい。電子部品４００についても同様である。
【００７９】
　電子部品２００は、例えば図１５Ａ～図１５Ｃ（図４に対応する図）に示すように、凸
面を上（矢印Ｙ２が示す方向）に向けて配置してもよい。この場合も、例えば図１５Ａ又
は図１５Ｂに示すように、バイアホール２０１ａ及び２０２ａを片面（上面又は下面）に
設けても、例えば図１５Ｃに示すように、バイアホール２０１ａ及び２０２ａを両面に設
けてもよい。電子部品４００についても同様である。
【００８０】
　電子部品の端子電極、並びにバイアホールの数及び形態は任意である。例えば上記実施
形態１では、１つの端子電極２１０、２２０に、それぞれ１つのバイアホール２０１ａ、
２０２ａを形成したが、例えば図１６Ａ（図３に対応する図）に示すように、１つの端子
電極２１０、２２０に、複数（例えば２つ）のバイアホール２０１ａ、２０２ａを形成し
てもよい。また、例えば図１６Ｂに示すように、端子電極２１０及び２２０、並びにバイ
アホール２０１ａ及び２０２ａを、コンデンサ本体２０１の４隅に配置してもよい。また
、例えば図１６Ｃに示すように、端子電極２１０及び２２０、並びにバイアホール２０１
ａ及び２０２ａを、コンデンサ本体２０１の対角に配置してもよい。実施形態２について
も同様である。
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【００８１】
　応力に対する耐性を効率良く高める上では、電子部品２００の少なくとも一方の端部の
、湾曲した両面又は片面に、バイアホール２０１ａ及び２０２ａを接続することが好まし
い。ただしこれに限定されず、例えば図１７Ａに示すように、コンデンサ本体２０１の中
央部に、端子電極２１０及びバイアホール２０１ａを配置してもよい。また、例えば図１
７Ｂに示すように、端子電極２１０及びバイアホール２０１ａを、コンデンサ本体２０１
の辺に対して斜めに配置してもよい。また、例えば図１７Ｃに示すように、コンデンサ本
体２０１の全面に、端子電極２１０を配置してもよい。
【００８２】
　電子部品２００の端子電極２１０及び２２０の形状は、Ｕ字形状に限定されず、電極対
でコンデンサ本体２０１を挟むものであってもよい。
【００８３】
　電子部品２００、４００は、任意である。例えばＩＣ回路等の能動部品のほか、コンデ
ンサ、抵抗、コイル等の受動部品など、任意の電子部品を採用することができる。
【００８４】
　上記実施形態において、各層の材質、サイズ、層数等は、任意に変更可能である。
【００８５】
　例えば製造コストの削減等には、先の図１又は図１１Ａに示したような簡素な構造の電
子部品内蔵配線板１０、２０が有利であるが、これに限定されず、例えば高機能化等を図
るべく、図１又は図１１Ａに示した構造が完成した後、さらに積層を続けて、より多層（
例えば８層など）の電子部品内蔵配線板としてもよい。
【００８６】
　上記実施形態の工程は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において任意に順序を変更する
ことができる。また、用途等に応じて、必要ない工程を割愛してもよい。
【００８７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、設計上の都合やその他の要因によって必
要となる様々な修正や組み合わせは、「請求項」に記載されている発明や「発明の実施の
形態」に記載されている具体例に対応する発明の範囲に含まれると理解されるべきである
。
【符号の説明】
【００８８】
　１０、２０　電子部品内蔵配線板
　１００、３００　基板
　１０１、１０２　絶縁層
　１０２ａ　樹脂
　１１０、１２０、３１０、３２０　配線層
　１１１、１２１　第１配線層（導体パターン）
　１１２、１２２　第２配線層（導体パターン）
　２００　電子部品（チップコンデンサ）
　２００ａ　接着剤
　２０１　コンデンサ本体
　２０１ａ、２０２ａ、４１０ａ、４２０ａ　バイアホール
　２１０、２２０、４００ａ　端子電極（電極パッド）
　２１０ａ、２２０ａ　貫通孔
　２１０ｂ、２２０ｂ、４１０ｂ、４２０ｂ　導体
　２１１～２１４、２２１～２２４　導体層
　２３１～２３９　誘電層
　４００　電子部品（ＩＣチップ）
　４１０、４２０　絶縁層
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