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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚さの異なる複数の電子部品を内蔵した多層プリント配線板であって、電子部品を実装
した第１の配線板と電子部品を実装した第２の配線板が、当該実装した電子部品側を互に
向き合わせて、かつ層間絶縁層を介して積層されていると共に、当該第１の配線板（９ａ
）と第２の配線板（９ｂ）の少なくとも何れか一方（９ｂ）に、層間絶縁層（１２）より
も厚い電子部品（１１ｂ）が実装され、かつ他方の配線板（９ａ）に、当該層間絶縁層（
１２）よりも厚い電子部品（１１ｂ）の収納用開口部（１０）が設けられていると共に、
当該層間絶縁層（１２）に、当該層間絶縁層（１２）よりも厚い電子部品（１１ｂ）及び
当該層間絶縁層（１２）よりも薄い電子部品（１１ａ）の収納用開口部（１２ａ）が設け
られていることを特徴とする部品内蔵多層プリント配線板。
【請求項２】
　前記記載の電子部品を実装した第１と第２の配線板において、電子部品の実装形態が異
なることを特徴とする請求項１記載の部品内蔵多層プリント配線板。
【請求項３】
　前記記載の配線板の電子部品が内蔵された反対側で、内蔵部品が実装されているパッド
を介してビアホールを設け、導電接続していることを特徴とする請求項１又は２記載の部
品内蔵多層プリント配線板。
【請求項４】
　前記記載の導電接続が、金属フィラーを含有する樹脂ペーストであることを特徴とする
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請求項３記載の部品内蔵多層プリント配線板。
【請求項５】
　前記記載の導電接続が、金属めっきを付与してなることを特徴とする請求項３記載の電
子部品内蔵多層プリント配線板。
【請求項６】
　前記記載のビアホールに、金属めっきが充填されていることを特徴とする請求項３～５
の何れか１項記載の部品内蔵多層プリント配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品を内蔵した多層プリント配線板、更に詳細には層間絶縁層内のスペ
ースを有効的に利用して、厚さの異なる電子部品を層間絶縁層内に封止せしめた電子部品
内蔵多層プリント配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近では、電子機器の高機能化に伴い、プリント配線板も多層化され軽薄短小化が進ん
でいる。その中で、プリント配線板の表面に実装されていた電子部品をプリント配線板内
に内蔵することによって、層間絶縁層のスペースを活用するプリント配線板が提案される
ようになってきている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　また、同じ層間絶縁層内に色々な厚さの電子部品を実装し、プリント配線板内に内蔵し
ている基板も提案されている（例えば特許文献２参照）。
【０００４】
　従来のようにプリント配線板の表面の配線回路で部品同士の接続を行うと配線の長さが
長くなり、配線の持つインピーダンスの影響で信号が減衰又は伝播遅延して電子部品に誤
動作をきたす等の問題が発生する。また、この現象は電子部品の動作周波数の積として影
響度が増大する事が知られている。
【特許文献１】特開２００１－１１９１４７号
【特許文献２】特開２００２－３４４１４６号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　厚さの異なる電子部品を内蔵する場合、最も厚い電子部品の高さに層間絶縁層の厚みを
合わせるため、同一基板上に厚さの異なる電子部品が実装されると、その他の電子部品の
厚さが低い場合、層間絶縁層が存在し無駄なスペースとなり、基板全体が厚くなってしま
うため小型化出来ないという問題が発生している。
【０００６】
　また、電子部品の実装形態の異なる部品を実装する場合、同じ配線上で、同一工程にお
いて実装することができないという問題も発生していた。
【０００７】
　更に、表面に電子部品を実装し、表面の配線回路で電子部品同士を接続すると、配線回
路の長さによっては、配線のインピーダンスによって信号の減衰や伝播遅延が発生して電
子部品が誤動作する等の問題が発生する。
【０００８】
　表層に余分な配線回路を引き回すため、軽薄短小化の妨げにもなっている。
【０００９】
　従って、本発明は、上記の如き従来の問題を解消し得る電子部品内蔵多層プリント配線
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】
【００１０】
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　本発明は、厚さの異なる複数の電子部品を内蔵した多層プリント配線板であって、電子
部品を実装した第１の配線板と電子部品を実装した第２の配線板が、当該実装した電子部
品側を互に向き合わせて、かつ層間絶縁層を介して積層されていると共に、当該第１の配
線板（９ａ）と第２の配線板（９ｂ）の少なくとも何れか一方（９ｂ）に、層間絶縁層（
１２）よりも厚い電子部品（１１ｂ）が実装され、かつ他方の配線板（９ａ）に、当該層
間絶縁層（１２）よりも厚い電子部品（１１ｂ）の収納用開口部（１０）が設けられてい
ると共に、当該層間絶縁層（１２）に、当該層間絶縁層（１２）よりも厚い電子部品（１
１ｂ）及び当該層間絶縁層（１２）よりも薄い電子部品（１１ａ）の収納用開口部（１２
ａ）が設けられていることを特徴とする部品内蔵多層プリント配線板によって上記目的を
達成しているものである。
【００１１】
　斯かる構成とすることにより、層間絶縁層のスペースを有効活用することが出来、表面
に実装する部品点数を削減することが可能となると共に、層間絶縁層の厚みを最も厚い電
子部品の高さに合わせる必要がないため、基板全体をより薄く小型化することが可能とな
る。しかも、電子部品を実装した第１と第２の配線板において、電子部品の実装形態が異
なる場合にも対応できるので、実装工程での効率化と歩留りの改善が可能となる。
【００１６】
　また、本発明は、前記部品内蔵プリント配線板において、配線板の電子部品が内蔵され
た反対側で、内蔵部品が実装されているパッドの裏側にビアホールを設けるか、あるいは
パッドからランドを引き出しビアホールと配線を用いて、導電接続していることを特徴と
する。ここに、導電接続は、金属フィラーを含有する樹脂ペーストあるいは金属めっきを
付与してなるものが特に有利である。また、前記ビアホールには金属めっきが充填されて
いるものが特に良い結果を与える。
【００１７】
　斯かる構成、すなわち内蔵された電子部品とプリント配線板の外層に接続された電子部
品とを接続するのにビアホールを利用して接続することによって、配線の距離が短くなり
、インピーダンスを低減し、信号の減衰や伝播遅延による電子部品の誤動作を抑制するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明においては、厚さの異なる複数の電子部品が、層間絶縁層を有効に利用して内蔵
せしめられているので、基板全体を薄く小型化することができる。
【００１９】
　また、本発明においては、第１の配線基板と第２の配線基板に電子部品が互に向き合う
形で多層プリント配線板が構成されているため、各配線基板は、統一された実装工程で電
子部品を実装し得るので、実装効率が上がり、生産性を向上せしめることができる。
【００２０】
　また、本発明においては、ビアホールを利用して内蔵された電子部品と外層の電子部品
とを接続することによって、配線の距離が短くなり、インピーダンスを低減し、信号の減
衰や伝播遅延による電子部品の誤動作を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の第一の実施形態を、図２（ｄ）に示した多層プリント配線板Ｐ１を用いて簡単
に説明する。
【００２２】
　多層プリント配線板Ｐ１は、絶縁基材１の表裏に形成された配線パターン７（電極８を
含む）と、当該表裏の配線パターン７を接続するめっき５で充填されたＢＶＨ６と、後に
多層に積層する際に用いられる層間絶縁層１２の厚さよりも厚い（背の高い）電子部品１
１ｂを収納するための収納用開口部１０と、電極８に実装された多層に積層する際の層間
絶縁層１２の厚さよりも薄い（背の低い）電子部品１１ａとからなる第一プリント配線板
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９ａと、当該第一プリント配線板９ａにおける収納用開口部１０を有さないで、且つ電極
に実装された当該層間絶縁層１２の厚さよりも厚い（背の高い）電子部品１１ｂとからな
る第二プリント配線板９ｂと、当該第一プリント配線板９ａと第二プリント配線板９ｂと
を、それぞれ電子部品１１ａ、１１ｂ側が向き合うようにして積層接着する層間絶縁層１
２と、当該第一プリント配線板９ａと第二プリント配線板９ｂの配線パターン間を接続す
るためのスルーホール１３と、外層に形成されたソルダーレジスト１４とからなる。
【００２３】
　前記、電子部品は、半導体集積回路等の能動部品、抵抗、コンデンサ、コイルなどの受
動部品などが挙げられる。
【００２４】
　電子部品の実装方法としては、金－はんだ工法や異方性導電フィルム（ＡＣＦ）工法及
びスタッドバンプボンディング（ＳＢＢ）工法などのバンプによる接続方法やはんだペー
ストによる加熱溶融接続、導電性ペーストや導電性フィルムによる接続などが挙げられる
。
【００２５】
　層間絶縁層は、一般に使用されているプリプレグ（ガラス繊維にエポキシ樹脂を含浸さ
せたもの）やボンディングシートなどの層間接着層を用いても構わない。
【００２６】
　厚い（背の高い）電子部品を内蔵する場合、複数の接着シートを積層する場合があるが
、プリント配線板の強度等を考慮すると少なくとも１枚以上のガラス繊維を含むプリプレ
グを使用する方が好ましい。
【００２７】
　続いて、当該多層プリント配線板Ｐ１の製造工程について簡単に説明する。
【００２８】
　まず、図１（ａ）に示したように、絶縁基材１の表裏に金属箔２を備えた両面金属箔張
積層板３を用意し、一方の金属箔２の所望の位置にレーザを照射することによって、他方
の金属箔２に達する非貫通孔４を穿孔する（図１（ｂ）参照）。当該レーザ加工は、上記
のように、直接金属箔２にレーザを照射する他に、予めレーザを照射する部位の金属箔２
をエッチング除去してから、レーザ加工を行ってもよい。
【００２９】
　次に、非貫通孔４のデスミア処理を行った後、図示しない無電解めっきで表裏の金属箔
２を接続し、次いで、フィルドビア形成用のめっき液を用いて電解めっきを行い、当該非
貫通孔４を含んだ両面金属箔張積層板３の全面にめっき５を析出させる（図１（ｃ）参照
）。
【００３０】
　次に、レーザを照射した面の反対側の面のみ回路形成を行うことによって、めっき５が
充填されたＢＶＨ６と片側に配線パターン７（電極８を含む）が形成された、図１（ｄ）
の両面プリント配線板９を得る。
【００３１】
　次に、上記工程によって得られる両面プリント配線板９を２枚用意し、一方を、後に２
枚の両面プリント配線板９を積層する際に用いられる層間絶縁層１２の厚さよりも薄い電
子部品１１ａの実装用（以降、これを第一プリント配線板９ａと呼ぶことにする）とし、
他方を、当該層間絶縁層１２の厚さよりも厚い電子部品１１ｂの実装用（以降、これを第
二プリント配線板９ｂと呼ぶことにする）として、当該第一プリント配線板９ａにおける
、電子部品１１ｂの実装位置に対応する部位に、当該電子部品１１ｂの収納用開口部１０
を形成する（図２（ａ）参照）。
【００３２】
　次に、図２（ａ）、（ｂ）に示したように、それぞれ電子部品１１ａ、１１ｂを電極８
上に実装することによって、第一プリント配線板９ａ及び第二プリント配線板９ｂを得る
。
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【００３３】
　次に、当該電子部品１１ａ、１１ｂの実装位置に対応する部位に開口部１２ａが形成さ
れた層間絶縁層１２を用意し、第一プリント配線板９ａ及び第二プリント配線板９ｂの電
子部品１１ａ、１１ｂが実装された側を向き合わせて配置するとともに当該層間絶縁層１
２を両プリント配線板９ａ、９ｂ間に配置して積層する（図２（ｃ）参照）。
【００３４】
　次に、第一プリント配線板９ａ及び第二プリント配線板９ｂの積層後に、収納用開口部
１０から突出した層間絶縁層１２の樹脂を研磨除去し、次いで、表裏面を貫通するスルー
ホール１３をドリル加工、めっき処理等の常法により形成する。次いで、外層の配線パタ
ーン７を形成した後、所望の形状にソルダーレジスト１４を形成することによって、図２
（ｄ）に示した電子部品内蔵多層プリント配線板Ｐ１を得る。
【００３５】
　本発明の第二の実施形態を、図３（ｄ）に示した多層プリント配線板Ｐ２を用いて簡単
に説明する。
【００３６】
　多層プリント配線板Ｐ２は、絶縁基材１の表裏に形成された配線パターン７（電極８を
含む）と、当該表裏の配線パターン７を接続するめっき５で充填されたＢＶＨ６と、後に
多層に積層する際に用いられる層間絶縁層１２の厚さよりも薄い（背の低い）電子部品１
１ａと、電極８に実装された多層に積層する際の層間絶縁層１２の厚さの１／２以下で更
に薄い（背の低い）電子部品１１ｃとからなる第三プリント配線板９ｃと、同じ構造の第
四プリント配線板９ｄにおいて電子部品１１ｃと１１ｄ同士が丁度向き合う位置となる様
に積層接着する層間絶縁層１２と、当該第三プリント配線板９ｃと第四プリント配線板９
ｄの配線パターン間を接続するためのスルーホール１３と、外層に形成されたソルダーレ
ジスト１４とからなる。
【００３７】
　前記、電子部品は、半導体集積回路等の能動部品、抵抗、コンデンサ、コイルなどの受
動部品などが挙げられる。
【００３８】
　電子部品の実装方法としては、金－はんだ工法や異方性導電フィルム（ＡＣＦ）工法及
びスタッドバンプボンディング（ＳＢＢ）工法などのバンプによる接続方法やはんだペー
ストによる加熱溶融接続、導電性ペーストや導電性フィルムによる接続などが挙げられる
。
【００３９】
　層間絶縁層は、一般に使用されているプリプレグ（ガラス繊維にエポキシ樹脂を含浸さ
せたもの）やボンディングシートなどの層間接着層を用いても構わない。
【００４０】
　電子部品を内蔵する場合、背の高さに合わせて複数の接着シートを積層する場合がある
が、プリント配線板の強度等を考慮すると少なくとも１枚以上のガラス繊維を含むプリプ
レグを使用する方が好ましい。
【００４１】
　続いて、当該多層プリント配線板Ｐ２の製造工程について簡単に説明する。
【００４２】
　まず、図１（ａ）に示したように、絶縁基材１の表裏に金属箔２を備えた両面金属箔張
積層板３を用意し、一方の金属箔２の所望の位置にレーザを照射することによって、他方
の金属箔２に達する非貫通孔４を穿孔する（図１（ｂ）参照）。当該レーザ加工は、上記
のように、直接金属箔２にレーザを照射する他に、予めレーザを照射する部位の金属箔２
をエッチング除去してから、レーザ加工を行ってもよい。
【００４３】
　次に、非貫通孔４のデスミア処理を行った後、図示しない無電解めっきで表裏の金属箔
２を接続し、次いで、フィルドビア形成用のめっき液を用いて電解めっきを行い、当該非
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貫通孔４を含んだ両面金属箔張積層板３の全面にめっき５を析出させる（図１（ｃ）参照
）。
【００４４】
　次に、レーザを照射した面の反対側の面のみ回路形成を行うことによって、めっき５が
充填されたＢＶＨ６と片側に配線パターン７（電極８を含む）が形成された、図１（ｄ）
の両面プリント配線板９を得る。
【００４５】
　次に、上記工程によって得られる両面プリント配線板９を２枚用意し、各々、後に２枚
の両面プリント配線板９を積層する際に用いられる層間絶縁層１２の厚さよりも薄い電子
部品１１ａと、層間絶縁層１２の厚さの１／２以下の厚さの更に薄い電子部品１１ｃの実
装用（以降、これを第三プリント配線板９ｃ及び第四プリント配線板９ｄと呼ぶことにす
る）とする。（図３（ａ）、（ｂ）参照）。
【００４６】
　次に、図３（ｃ）、（ｄ）に示したように、それぞれの電子部品１１ｃ、１１ｄを電極
８上に実装することによって、第三プリント配線板９ｃ及び第四プリント配線板９ｄを得
る。ここで、第三プリント配線板９ｃと第四プリント配線板９ｄにそれぞれ実装した電子
部品１１ｃと１１ｄの位置は積層後に丁度向き合う位置となるようにしてある。
【００４７】
　次に、当該電子部品１１ｃ、１１ｄの実装位置に対応する部位に開口部１２ａが形成さ
れた層間絶縁層１２を用意し、第三プリント配線板９ｃ及び第四プリント配線板９ｄの電
子部品１１ｃ、１１ｄが実装された側を向き合わせ、且つ電子部品１１ｃが丁度向き合う
位置として配置するとともに当該層間絶縁層１２を両プリント配線板９ｃ、９ｄ間に配置
して積層する（図３（ｃ）参照）。
【００４８】
　次に、第三プリント配線板９ｃ及び第四プリント配線板９ｄの積層後に、表裏面を貫通
するスルーホール１３をドリル加工、めっき処理等の常法により形成する。次いで、外層
の配線パターン７を形成した後、所望の形状にソルダーレジスト１４を形成することによ
って、図３（ｄ）に示した電子部品内蔵多層プリント配線板Ｐ２を得る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明で用いる両面プリント配線板の製造工程例を示す断面説明図。
【図２】本発明の部品内蔵多層プリント配線板の製造工程例を示す断面説明図。
【図３】本発明の他の部品内蔵多層プリント配線板の製造工程例を示す断面説明図。
【符号の説明】
【００５０】
　１：絶縁基材
　２：金属箔
　３：両面銅張積層板
　４：非貫通孔
　５：めっき
　６：ＢＶＨ
　７：配線パターン
　８：電極
　９：両面プリント配線板
　９ａ：電子部品を実装した第一の両面プリント配線板
　９ｂ：電子部品を実装した第二の両面プリント配線板
　９ｃ：電子部品を実装した第三の両面プリント配線板
　９ｄ：電子部品を実装した第四の両面プリント配線板
　１０：電子部品収納用開口部
　１１ａ：層間絶縁層よりも薄い電子部品
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　１１ｂ：層間絶縁層よりも厚い電子部品
　１１ｃ：層間絶縁層の１／２以下の厚みの薄い電子部品
　１２：層間絶縁層
　１２ａ：層間絶縁層開口部
　１３：スルーホール
　１４：ソルダーレジスト
　Ｐ１：電子部品内蔵多層プリント配線板
　Ｐ２：電子部品内蔵多層プリント配線板

【図１】 【図２】
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【図３】



(9) JP 4287733 B2 2009.7.1

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100117156
            弁理士　村田　正樹
(74)代理人  100111028
            弁理士　山本　博人
(72)発明者  高橋　哲也
            群馬県伊勢崎市長沼町１７４４－１　日本シイエムケイ株式会社内

    審査官  黒石　孝志

(56)参考文献  実開平５－１２７２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００３－２４３７９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平２－１６４０９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１０９５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１９７８４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２９００５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平４－１８１７９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平４－４４２９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平３－１９０１８８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｋ　　３／４６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

