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(57)【要約】
　両面に実装される電子部品間の電気的接続を行う貫通
配線を容易に形成することが可能な配線板を提供する。
絶縁層１と、絶縁層１の上面の高さと略一致する高さの
端面を有する第１の端部及び絶縁層１の下面の高さと略
一致する高さの端面を有する第２の端部を有し、金属線
からなる貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂとを
備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を有する第１の端部及び前記絶縁層の
下面の高さと略一致する高さの端面を有する第２の端部を有し、金属線からなる貫通配線
　とを備えることを特徴とする配線板。
【請求項２】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を有する第１の端部及び前記絶縁層の
側面と略同一平面上にある端面を有する第２の端部を有し、金属線からなる貫通配線
　とを備えることを特徴とする配線板。
【請求項３】
　前記貫通配線が、前記絶縁層の厚さ方向に対して斜めに延伸することを特徴とする請求
項１又は２に記載の配線板。
【請求項４】
　前記貫通配線の前記第２の端部が、互いに等間隔に配置されていることを特徴とする請
求項１に記載の配線板。
【請求項５】
　前記第１の端部に接続された第１のパッド、及び前記第２の端部に接続された第２のパ
ッドの少なくとも一方を更に備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載
の配線板。
【請求項６】
　前記貫通配線が、前記絶縁層の厚さ方向に平行に延伸することを特徴とする請求項１又
は４に記載の配線板。
【請求項７】
　前記金属線が、スタッドバンプであることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に
記載の配線板。
【請求項８】
　前記貫通配線が、前記第１の端部から分岐して前記第２の端部とは異なる方向に延伸し
、前記絶縁層の下面の高さと略一致する高さの端面を有する第３の端部を更に有すること
を特徴とする請求項１又は２に記載の配線板。
【請求項９】
　支持基板の上面に、前記支持基板と両端が接するように曲線状の金属線を形成する工程
と、
　前記金属線の少なくとも一部を覆うように、前記支持基板の上面に絶縁層を形成する工
程と、
　前記金属線の一部を除去することにより前記金属線を分断し、前記絶縁層の上面の高さ
と略一致する高さの端面を有する第１の端部と、前記支持基板の上面に接する第２の端部
とをそれぞれ有する一対の貫通配線を形成する工程と、
　前記支持基板を除去する工程
　とを含むことを特徴とする配線板の製造方法。
【請求項１０】
　前記貫通配線を形成する工程は、前記絶縁層の厚さ方向に対して斜めに延伸するように
前記貫通配線を形成することを特徴とする請求項９に記載の配線板の製造方法。
【請求項１１】
　前記貫通配線を形成する工程は、前記貫通配線の前記第２の端部が、互いに等間隔とな
るように前記貫通配線を形成することを特徴とする請求項９又は１０に記載の配線板の製
造方法。
【請求項１２】
　前記支持基板を除去する工程の後に、前記絶縁層の一部及び貫通配線の一部を除去し、
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前記第２の端部を前記絶縁層の側面から露出させる工程を更に含むことを特徴とする請求
項９～１１のいずれか１項に記載の配線板の製造方法。
【請求項１３】
　支持基板の上面に、前記支持基板と両端が接するように曲線状の金属線を形成する工程
と、
　前記金属線の少なくとも一部を覆うように、前記支持基板の上面に絶縁層を形成する工
程と、
　前記金属線の一部を除去することにより前記金属線の最上部を露出させ、前記露出した
最上部を第１の端部とし、前記両端を第２及び第３の端部とする貫通配線を形成する工程
と、
　前記支持基板を除去する工程
　とを含むことを特徴とする配線板の製造方法。
【請求項１４】
　支持基板の上面に、前記支持基板の上面と接する第１の端部を有し、前記支持基板の上
面と異なる方向に延伸する金属線を形成する工程と、
　前記金属線の少なくとも一部を覆うように、前記支持基板の上面に絶縁層を形成する工
程と、
　前記金属線の一部を除去することにより、前記絶縁層の上面の高さと略一致する高さの
端面を有する第２の端部を有する貫通配線を形成する工程と、
　前記支持基板を除去する工程
　とを含むことを特徴とする配線板の製造方法。
【請求項１５】
　前記金属線を形成する工程は、スタッドバンプ法によりスタッドバンプを形成すること
を特徴とする請求項１４に記載の配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品を実装するための配線板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の小型化、高機能化に伴って、機器に組み込まれる電子部品（デバイス）も小
型化、高集積化が進んでいる。
【０００３】
　配線板（基板）の両面にそれぞれ実装された電子部品間で電気的接続を行う場合におい
て、実装する電子部品が異種である場合には、電子部品毎に必要な電極の配置が異なるた
め、電極の配置に応じた表面配線が必要となる。
【０００４】
　しかしながら、表面配線同士の短絡や電気信号の干渉を避けるために、表面配線間に所
定の間隔を設ける必要があり、配線板表面における表面配線の占有面積が増大し、電子部
品の配置の制約が厳しくなるという問題がある。また、表面配線が長いと、信号遅延が発
生したり、高周波特性が劣化したりする問題がある。
【０００５】
　また、配線板の両面にそれぞれ実装された電子部品間で電気的接続を行う他の手法とし
て、配線板の一方の面の端子ピッチを他方の面の端子ピッチよりも拡げるため、ガラス等
の基材にレーザー等により斜めの微細孔を設け、微細孔内に導電性物質を充填して、斜め
の貫通配線を形成した貫通配線基板（インターポーザ）が知られている（例えば、特許文
献１参照。）。
【０００６】
　しかしながら、この方法では、レーザー等により基材に微細孔を設ける必要があるため
、貫通配線を形成するのは困難であった。



(4) JP WO2012/067177 A1 2012.5.24

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３０３３６０号公報
【発明の概要】
【０００８】
　本発明の目的は、両面に実装される電子部品間の電気的接続を行う貫通配線を容易に形
成することが可能な配線板及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、絶縁層と、絶縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を有
する第１の端部及び絶縁層の下面の高さと略一致する高さの端面を有する第２の端部を有
し、金属線からなる貫通配線とを備える配線板が提供される。
【００１０】
　本発明の他の態様によれば、絶縁層と、絶縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を
有する第１の端部及び絶縁層の側面と略同一平面上にある端面を有する第２の端部を有し
、金属線からなる貫通配線とを備える配線板が提供される。
【００１１】
　本発明の更に他の態様によれば、支持基板の上面に、支持基板と両端が接するように曲
線状の金属線を形成する工程と、金属線の少なくとも一部を覆うように、支持基板の上面
に絶縁層を形成する工程と、金属線の一部を除去することにより金属線を分断し、前記絶
縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を有する第１の端部と、前記支持基板の上面に
接する第２の端部とをそれぞれ有する一対の貫通配線を形成する工程と、支持基板を除去
する工程とを含む配線板の製造方法が提供される。
【００１２】
　本発明の更に他の態様によれば、支持基板の上面に、支持基板と両端が接するように曲
線状の金属線を形成する工程と、金属線の少なくとも一部を覆うように、支持基板の上面
に絶縁層を形成する工程と、金属線の一部を除去することにより金属線の最上部を露出さ
せ、露出した最上部を第１の端部とし、両端を第２及び第３の端部とする貫通配線を形成
する工程と、支持基板を除去する工程とを含む配線板の製造方法が提供される。
【００１３】
　本発明の更に他の態様によれば、支持基板の上面に、支持基板の上面と接する第１の端
部を有し、支持基板の上面と異なる方向に延伸する金属線を形成する工程と、金属線の少
なくとも一部を覆うように、支持基板の上面に絶縁層を形成する工程と、金属線の一部を
除去することにより、絶縁層の上面の高さと略一致する高さの端面を有する第２の端部を
有する貫通配線を形成する工程と、支持基板を除去する工程とを含む配線板の製造方法が
提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る配線板の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る配線板の一部を拡大した断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る配線板の貫通配線のレイアウトの一例を示す斜視図で
ある。
【図４】本発明の実施の形態に係る配線板に電子部品を実装した電子装置の一例を示す断
面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための工程断面図
である。
【図６】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための図５に引き
続く工程断面図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための断面図であ
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る。
【図８】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法におけるワイヤボンディングのレイ
アウトの一例を説明するための上面図である。
【図９】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための図６に引き
続く工程断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための図９に引
き続く工程断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための図１０に
引き続く工程断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態の第１の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための工程断面図である。
【図１３】本発明の実施の形態の第２の変形例に係る配線板の一例を示す断面図である。
【図１４】本発明の実施の形態の第２の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための工程断面図である。
【図１５】本発明の実施の形態の第３の変形例に係る配線板の一例を示す断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態の第４の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための工程断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態の第４の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための図１６に引き続く工程断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態の第４の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための図１７に引き続く工程断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態の第５の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための工程断面図である。
【図２０】本発明の実施の形態の第５の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための図１９に引き続く工程断面図である。
【図２１】本発明の実施の形態の第５の変形例に係る配線板の製造方法の一例を説明する
ための図２０に引き続く工程断面図である。
【図２２】本発明のその他の実施の形態に係る配線板の一例を示す断面図である。
【図２３】本発明のその他の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を説明するための
工程断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なもの
であり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率等は現実のものとは異なることに留
意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌して判断すべきも
のである。又、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれてい
ることはもちろんである。
【００１６】
　また、以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置や方法
を例示するものであって、この発明の技術的思想は、構成部品の材質、形状、構造、配置
等を下記のものに特定するものでない。この発明の技術的思想は、請求の範囲において、
種々の変更を加えることができる。
【００１７】
（配線板の構造）
　本発明の実施の形態に係る配線板は、図１に示すように、絶縁層１と、絶縁層１の上面
の高さと略一致する高さの端面を有する第１の端部（上端）及び絶縁層１の下面の高さと
略一致する高さの端面を有する第２の端部（下端）を有し、金属線からなる貫通配線１１
ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂと、貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂの上端に接続
された上面側パッド２ａ～２ｌと、貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂの下端に接
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続された下面側パッド３ａ～３ｌとを備える。
【００１８】
　本発明の実施の形態において、「金属線」とは、ボンディングワイヤ、針金又はスタッ
ドバンプ等の、絶縁層１により周囲を覆われる前に予め線状となっている金属部材を意味
する。
【００１９】
　絶縁層１は、例えば５０μｍ～１ｍｍ程度の厚さを有する。絶縁層１の材料としては、
エポキシ系樹脂や無機材料等が使用可能であり、絶縁性の材料であれば特に限定されない
。
【００２０】
　貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂは、例えば２０μｍ～１００μｍ程度の線径
を有する。貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂとしては、例えば金（Ａｕ）又は銅
（Ｃｕ）等の材料からなるボンディングワイヤが使用可能である。
【００２１】
　貫通配線１１ａ～１６ａは、絶縁層１の厚さ方向に対して平行に延伸する。一方、貫通
配線１１ｂ～１６ｂは、絶縁層１の厚さ方向に対して斜めに延伸する。このように貫通配
線１１ｂ～１６ｂを斜めに延伸させることにより、多層にせずに単層の配線板で電子部品
間を接続することができる。貫通配線１１ｂ～１６ｂの下端の間隔は、外周に向かうにつ
れて広がっていても良いし、貫通配線１１ｂ～１６ｂの下端が等間隔に配置されていても
良い。ボールグリッドアレイを想定した場合、その格子は等間隔に位置するのが通常であ
るので、貫通配線１１ｂ～１６ｂの下端を等間隔に配置することにより、効率よく実装す
ることができる。
【００２２】
　貫通配線１１ａ，１１ｂの対は、一本のボンディングワイヤを分断することにより形成
されている。図２に示すように、貫通配線１１ａは、下面側パッド３ａに接続された第１
の接合部１１１と、第１の接合部１１１上のボール部１１２と、ボール部１１２上の第１
の配線部１１３を有する。第１の接合部１１１、ボール部１１２及び第１の配線部１１３
は一体に形成されている。一方、貫通配線１１ｂは、下面側パッド３ｂに接続された第２
の接合部１１４と、第２の接合部１１４上の第２の配線部１１５を有する。第２の接合部
１１４及び第２の配線部１１５は一体に形成されている。
【００２３】
　図１に示した貫通配線１２ａ，１２ｂの対、貫通配線１３ａ，１３ｂの対、貫通配線１
４ａ，１４ｂの対、貫通配線１５ａ，１５ｂの対及び貫通配線１６ａ，１６ｂの対のそれ
ぞれも、貫通配線１１ａ，１１ｂの対と同様に、一本のボンディングワイヤを分断するこ
とにより形成されている。
【００２４】
　図３に、絶縁層１ｘ内に配置された複数の貫通配線１１ｘのレイアウトの一例を示す。
貫通配線１１ｘの上端は等間隔に配置されている。貫通配線１１ｘの下端は、外周に向か
って広がるように配置されている。
【００２５】
　図１に示した上面側パッド２ａ～２ｌ及び下面側パッド３ａ～３ｌの材料としては、銅
（Ｃｕ）等が使用可能である。上面側パッド２ａ～２ｌ及び下面側パッド３ａ～３ｌは、
貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂの上端及び下端の断面積よりも大きい断面積を
それぞれ有する。図１に示した配線板の上面及び下面に電子部品を実装したときに、上面
側パッド２ａ～２ｌ及び下面側パッド３ａ～３ｌを介して、端子位置の異なる電子部品を
電気的に接続することができる。上面側パッド２ａ～２ｌのピッチは例えば５０μｍ程度
であり、下面側パッド３ａ～３ｌのピッチは例えば１５０μｍ程度である。上面側パッド
２ａ～２ｌ及び下面側パッド３ａ～３ｌのピッチは、絶縁層１の厚さと貫通配線１１ａ～
１６ａ，１１ｂ～１６ｂのレイアウトにより適宜調整することが可能である。
【００２６】
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　本発明の実施の形態に係る配線板は、図４に示すような電子装置に適用可能である。電
子装置は、配線板１０と、配線板１０の上面にフリップチップ実装された電子部品２０と
、配線板１０の下面にフリップチップ実装された電子部品３０を備える。
【００２７】
　電子部品２０は例えばＩＣチップであり、基体２１と、基体２１の下面に配置され、配
線板１０の上面側パッド２ａ～２ｌに複数のバンプ７１を介してそれぞれ接続された複数
の電極２２を有する。電子部品２０の複数の電極２２及び配線板１０の上面側パッド２ａ
～２ｌの表面の一部が、ソルダーレジスト７３，７４でそれぞれ覆われている。そして、
電子部品２０の複数の電極２２及び配線板１０の上面側パッド２ａ～２ｌの露出した一部
が、複数のバンプ７１にそれぞれ接続されている。電子部品２０と配線板１０の間は、ア
ンダーフィル７５により封止されている。
【００２８】
　電子部品３０は例えばマザーボードであり、基体３１と、基体３１の上面に配置され、
配線板１０の下面側パッド３ａ～３ｌに複数のバンプ７２を介してそれぞれ接続された複
数の電極３２を有する。配線板１０の下面側パッド３ａ～３ｌ及び電子部品３０の複数の
電極３２の表面の一部が、ソルダーレジスト７６，７７でそれぞれ覆われている。そして
、配線板１０の下面側パッド３ａ～３ｌ及び電子部品３０の複数の電極３２の露出した一
部が複数のバンプ７２にそれぞれ接続されている。電子部品３０と配線板１０の間は、ア
ンダーフィル７８により封止されている。
【００２９】
　電子部品２０の電極２２と電子部品３０の電極３２とは配置位置・間隔が異なっている
。なお、図４では電子部品２０，３０間に単層の配線板１０を介在させた電子装置を説明
したが、電子部品の電極の配置位置・間隔に応じて、電子部品間に配線板を複数層積層さ
せることも可能である。
【００３０】
　このように、本発明の実施の形態に係る配線板１０によれば、電極２２，３２が高密度
かつ異なるレイアウトで配置された電子部品２０，３０に対して、多層配線構造にするこ
となく、配線板１０の両面に実装される電子部品２０，３０の電極２２，３２同士を自由
に接続することが可能となる。
【００３１】
　更に、ボンディングワイヤからなる貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂを用いる
ので、レーザー等により微細孔を形成した後、めっきや印刷等により微細孔に充填した導
電性物質からなる貫通配線と比較して、気泡が入ることなく確実に導通できるので、接続
信頼性を向上させることができる。
【００３２】
（配線板の製造方法）
　次に、本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法の一例を、図５～図１１を用いて説
明する。なお、以下に示す製造方法は一例であり特に限定されるものではない。本発明の
実施の形態に係る配線板は種々の製造方法により製造することが可能である。
【００３３】
　（イ）図５に示すように、ステンレス等の金属板やシリコン基板等の剛性を有する５０
μ～１ｍｍ程度の板状の支持基板４を用意する。本発明の実施の形態では、１ｍｍ厚のス
テンレス板を用いる。支持基板４の材料としては、後の工程でワイヤボンディングができ
るものであれば特に限定されない。また、支持基板４の上面にスパッタリング等により銅
（Ｃｕ）、金（Ａｕ）又はニッケル（Ｎｉ）等の金属層が堆積されたものを用意しても良
い。
【００３４】
　（ロ）次に、図６に示すように、超音波熱圧着方式等のワイヤボンディングにより、支
持基板４上に両端が接するように、曲線状の銅（Ｃｕ）又は金（Ａｕ）等からなるボンデ
ィングワイヤ１１～１６を例えば線径２０μｍ程度、最小パッドピッチ５０μｍ程度で形
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成する。本発明の実施の形態において、「曲線状」とは、ループ状の滑らかな曲線を含む
他、複数の直線部分が折れ曲がった形状も含む。例えば、ボンディングワイヤ１１を形成
するときは、図７に示すように、まず図示を省略したキャピラリを用いて金ボールを形成
し、支持基板４上で金ボールをキャピラリを用いて押さえつけ、支持基板４と接合する第
１の接合部１１１及びボール部１１２を形成する。引き続き、キャピラリを移動させ、ル
ープ状の第１の配線部１１３及び第２の配線部１１５を形成する。そして、支持基板４上
でキャピラリを用いて押さえつけ、支持基板４と接合する第２の接合部１１４を形成する
。その後、金線を切断して１サイクルが終了する。図８に、支持基板４ｘ上に複数のボン
ディングワイヤ１１ｙを形成したレイアウトの一例を示す。複数のボンディングワイヤ１
１ｙは、相対的に長いものほど上層を通過するように形成されている。
【００３５】
　（ハ）図９に示すように、支持基板４の上面に、ボンディングワイヤ１１～１６全体を
覆うように、例えば厚さ１００μｍ程度の半硬化状態のエポキシ系樹脂フィルムを１００
℃でラミネートし、１８０℃、３０分でキュアをすることにより絶縁層１を形成する。絶
縁層１を形成する方法としては、ポリイミドワニス等を印刷する手法、ゾルゲル法による
ガラス層を形成する方法、セラミックス基板用の半硬化状態のグリーンシートをラミネー
トし１０００℃程度で焼結する方法等も使用可能である。絶縁層１の材料としては、無機
材料でもよく、絶縁性の材料であれば特に限定されない。
【００３６】
　（ニ）図１０に示すように、ボンディングワイヤ１１～１６の上部及び絶縁層１の上部
を研磨等により所定の厚さまで除去し、ボンディングワイヤ１１～１６のそれぞれを２本
に分断する。この結果、絶縁層１の上面の高さと略一致する高さの端面を有する上端を有
する貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂが形成される。貫通配線１１ａ～１６ａは
、絶縁層１の厚さ方向に平行に延伸する。貫通配線１１ｂ～１６ｂは、絶縁層１の厚さ方
向に対して斜めに延伸する。貫通配線１１ｂ～１６ｂは、下端の間隔が外周に向けて広が
るように形成しても良いし、下端が等間隔になるように形成しても良い。
【００３７】
　（ホ）支持基板４を図１１に示すように除去する。この結果、貫通配線１１ａ～１６ａ
，１１ｂ～１６ｂの下端が露出する。その後、図１に示すように、銅（Ｃｕ）めっき等に
より、貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂの表面上に上面側パッド２ａ～２ｌ及び
下面側パッド３ａ～３ｌをそれぞれ形成し、配線板が完成する。更に、必要に応じて、上
面側パッド２ａ～２ｌ及び下面側パッド３ａ～３ｌの上面又は下面の少なくともいずれか
に、ニッケル（Ｎｉ）めっき又は金（Ａｕ）めっき等を施すことも可能である。また、図
４に示すように配線板１０の両面に電子部品２０，３０をフリップチップ実装することに
より電子装置を製造することができる。
【００３８】
　本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法によれば、ワイヤボンディングにより形成
したボンディングワイヤ１１～１６からなる貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂを
形成するので、レーザー等により基材に微細孔を設け、めっきや印刷等により微細孔に導
電性物質を充填する方法と比較して、低コストで容易に貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ
～１６ｂを形成することが可能となる。
【００３９】
　更に、レーザー等により基材に微細孔を設け、めっきや印刷等により微細孔に導電性物
質を充填する方法では、導電性物質を充填する時に気泡が入り込む場合があるのに対して
、本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法によれば、予め形成されたボンディングワ
イヤ１１～１６を用いるので、確実に導通でき、接続信頼性の高い貫通配線１１ａ～１６
ａ，１１ｂ～１６ｂを形成することが可能となる。
【００４０】
　更に、絶縁層１を形成する前に、予めボンディングワイヤ１１～１６を形成するので、
貫通配線１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂを所望の線径及び形状で均質に形成することが
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できる。
【００４１】
（第１の変形例）
　本発明の実施の形態の第１の変形例として、配線板の製造方法の他の一例を説明する。
【００４２】
　本発明の実施の形態の第１の変形例に係る配線板の製造方法では、図６に示したボンデ
ィングワイヤ１１～１６を形成する工程の後、図１２に示すように、支持基板４の上面に
、ボンディングワイヤ１１～１６の上部を露出するように絶縁層１を所定の厚さで形成す
る点が、本発明の実施の形態に係る配線板の製造方法と異なる。
【００４３】
　その後、ボンディングワイヤ１１～１６を研磨等により絶縁層１の上面の高さまで除去
する。この結果、図１０に示した構造と同様の構造が得られる。後の工程は、本発明の実
施の形態に係る製造工程と実質的に同様であるので、重複した説明を省略する。
【００４４】
　本発明の実施の形態の第１の変形例によれば、本発明の実施の形態に係る配線板の製造
方法と比較して、絶縁層１の一部を除去する工程を省略することができ、容易に貫通配線
１１ａ～１６ａ，１１ｂ～１６ｂを形成することが可能となる。更に、絶縁層１を所定の
除去しない高さで形成するので、絶縁層１の材料を節約することができる。
【００４５】
（第２の変形例）
　本発明の実施の形態の第２の変形例に係る配線板は、図１３に示すように、絶縁層１の
上面の高さと略一致する高さの端面を有する第１の端部（上端）と、上端から分岐して互
いに異なる方向に延伸し、絶縁層１の下面の高さと略一致する高さの端面を有する第２及
び第３の端部（下端）とをそれぞれ有する曲線状の貫通配線１１，１４を備える点が、本
発明の実施の形態に係る配線板と異なる。
【００４６】
　貫通配線１１，１４の上端は、楕円形状である。絶縁層１の上面には、貫通配線１１，
１４に接続された上面側パッド２ｍ，２ｎが配置されている。他の構成は、本発明の実施
の形態に係る配線板と実質的に同様であるので、重複した説明を省略する。
【００４７】
　本発明の実施の形態の第２の変形例に係る配線板は、電子部品間を分岐して配線する場
合に、多層配線構造にすることなく分岐して配線することができる点で有効である。
【００４８】
　本発明の実施の形態の第２の変形例に係る配線板の製造方法は、図１４に示すように、
ボンディングワイヤ１１，１４の最上部を露出するように絶縁層１を所定の高さで形成し
た後、研磨等によりボンディングワイヤ１１～１６の上部を絶縁層１の高さまで除去すれ
ば良い。或いは、ボンディングワイヤ１１～１６の全体を覆うように絶縁層１を形成した
後、ボンディングワイヤ１１，１４を２本に分断しない高さまで絶縁層１の一部及びボン
ディングワイヤ１１～１６の一部の双方を除去しても良い。
【００４９】
（第３の変形例）
　本発明の実施の形態の第３の変形例に係る配線板は、図１５に示すように、貫通配線１
３ｂ，１６ｂが、絶縁層１の側面と略同一平面上にある端面を有する端部を有する点が、
本発明の実施の形態に係る配線板と異なる。絶縁層１の側面には、貫通配線１３ｂ，１６
ｂの端部に接続する側面側パッド３ｍ，３ｎが配置されている。
【００５０】
　本発明の実施の形態の第３の変形例に係る配線板の製造方法は、図１０に示した支持基
板４を図１１に示すように除去した後、研磨等により絶縁層１及び貫通配線１１ａ～１６
ａ，１１ｂ～１６ｂの外周の一部を除去し、貫通配線１３ｂ，１６ｂを絶縁層１の側面か
ら露出させる。その後、めっき等により貫通配線１３ｂ，１６ｂに接続した側面側パッド



(10) JP WO2012/067177 A1 2012.5.24

10

20

30

40

50

３ｍ，３ｎを形成すれば良い。
【００５１】
（第４の変形例）
　本発明の実施の形態の第４の変形例として、ワイヤボンディングをする代わりに、スタ
ッドバンプ法を用いる配線板の製造方法の一例を説明する。
【００５２】
　本発明の実施の形態の第４の変形例に係る配線板の製造方法では、図５に示すように支
持基板４を用意した後、図１６に示すように、スタッドバンプ法により、支持基板４上に
突起４１ａ～４１ｌが形成されたスタッドバンプ４２ａ～４２ｌを形成する。突起４１ａ
～４１ｌ及びスタッドバンプ４２ａ～４２ｌにより、支持基板４の上面に対して異なる方
向に延伸する金属線が構成される。
【００５３】
　引き続き、図１７に示すように、支持基板４の上面に、突起４１ａ～４１ｌの一部を覆
うように所定の高さで絶縁層１を形成する。その後、図１８に示すように、研磨等により
、突起４１ａ～４１ｌの一部を絶縁層１の上面の高さまで除去する。或いは、図１７及び
図１８の手順の代わりに、突起４１ａ～４１ｌの全体を覆うように絶縁層１を形成した後
、突起４１ａ～４１ｌの一部及び絶縁層１の一部の双方を除去しても良い。
【００５４】
　本発明の実施の形態の第４の変形例に係る配線板の製造方法によれば、ワイヤボンディ
ングをする代わりに、スタッドバンプ法を用いた場合でも容易に配線板を製造可能となる
。この場合、一本の金属線を分断して一対の貫通配線を形成する場合と比較して、奇数本
の貫通配線を形成することができ、且つ、貫通配線を個別に配置することができるので配
置の自由度が高くなる。
【００５５】
（第５の変形例）
　本発明の実施の形態の第５の変形例として、ワイヤボンディングの代わりに、予め作製
した金属線を用いた配線板の製造方法の一例を説明する。
【００５６】
　本発明の実施の形態の第５の変形例に係る配線板の製造方法では、図５に示すように支
持基板４を用意した後、図１９に示すように、支持基板４にエッチング等により貫通孔５
１ａ～５１ｌを形成する。
【００５７】
　図２０に示すように、予め作製された金（Ａｕ）、銅（Ｃｕ）又はアルミニウム（Ａｌ
）等からなる金属線６１～６６を曲げて貫通孔５１ａ～５１ｌに挿入し、固定した後、図
２１に示すように支持基板４の上面に金属線６１～６６の一部を露出するように絶縁層１
を形成する。
【００５８】
　その後、研磨等により、金属線６１～６６の一部を絶縁層１の上面の高さまで除去する
。或いは、金属線６１～６６の全体を覆うように絶縁層１を形成した後、金属線６１～６
６の一部及び絶縁層１の一部の双方を除去しても良い。その後、支持基板４を除去すると
ともに、研磨等により絶縁層１の下面から突出している金属線６１～６６の一部を除去す
る。
【００５９】
　本発明の実施の形態の第５の変形例に係る配線板の製造方法によれば、ワイヤボンディ
ングの代わりに、予め作製した金属線６１～６６を用いた場合でも容易に配線板を製造可
能となる。
【００６０】
（その他の実施の形態）
　上記のように、本発明は実施の形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及
び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には
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様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００６１】
　既に述べた実施の形態の説明においては、超音波熱圧着方式のワイヤボンディングを説
明したが、熱圧着方式又は超音波方式等のワイヤボンディングを使用しても良い。超音波
方式では、例えばアルミニウム線を用いて室温にて接合を行うことが可能である。
【００６２】
　本発明の実施の形態に係る配線板としては、絶縁層１の厚さ方向に対して外周に向けて
下端が広がるように斜めに延伸する貫通配線１１ｂ～１６ｂを有するインターポーザを一
例として説明したが、絶縁層１の厚さ方向に平行な貫通配線のみを有する配線板にも適用
可能である。
【００６３】
　また、絶縁層１の厚さ方向に平行に延伸する貫通配線１１ａ～１６ａと、絶縁層１の厚
さ方向に対して斜めに延伸する貫通配線１１ｂ～１６ｂを説明したが、ボンディングワイ
ヤのレイアウトを調整することにより、絶縁層１の厚さ方向に対して斜めに延伸する貫通
配線のみを有する配線板にも適用可能である。例えば、図２２に示すように、貫通配線１
１ｂ～１６ｂと同様に、貫通配線１１ａ～１６ａが絶縁層１の厚さ方向に対して斜めに延
伸していても良い。図２２に示した配線板は、図２３に示すように、ボンディングワイヤ
１１～１６の図２２に示した貫通配線１１ａ～１６ａとなる部分を予め斜めに形成するこ
とにより製造可能である。
【００６４】
　このように、本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論で
ある。したがって、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な請求の範囲に係る発明特
定事項によってのみ定められるものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図９】
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【図１１】

【図１２】
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【図１３】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】
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