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(57)【要約】
【課題】支持基板の再利用を可能とすることにより製造
コストの削減及び製造効率の向上を図った配線基板製造
方法及び半導体装置製造方法を提供することを目的とす
る。
【解決手段】支持基板10-1を用意する第１の工程と、該
支持基板10-1の第１の主面上にビルドアップ配線構造体
90-1を形成する第２の工程と、該ビルドアップ配線構造
体90-1を前記支持基板10-1から分離し、配線基板100-1
を得る第３の工程とを有し、前記支持基板10-1として、
基板本体に貫通電極20-1が形成され、前記支持基板10-1
の、前記第１の主面と反対側の第２の主面に、前記貫通
電極20-1と接続された引き出し配線32-1が形成された構
造のものを用い、前記第２の工程では、前記支持基板10
-1に形成された貫通電極20-1を給電配線として前記配線
層を形成し、前記第３の工程では、前記ビルドアップ配
線構造体90-1を前記支持基板10-1から剥離することによ
り前記配線基板100-1を得る。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持基板を用意する第１の工程と、
　該支持基板の第１の主面上に配線層と絶縁層を交互に形成してビルドアップ配線構造体
を形成する第２の工程と、
　形成された該ビルドアップ配線構造体を前記支持基板から分離することにより配線基板
を得る第３の工程とを有する配線基板製造方法であって、
　前記支持基板として、基板本体に貫通電極が形成され、
　前記支持基板の、前記第１の主面と反対側の第２の主面に、前記貫通電極と接続された
引き出し配線が形成された構造のものを用い、
　前記第２の工程では、前記支持基板に形成された貫通電極を給電配線として前記配線層
を形成し、
　前記第３の工程では、前記ビルドアップ配線構造体を前記支持基板から剥離することに
より前記配線基板を得ることを特徴とする配線基板製造方法。
【請求項２】
　前記基板本体は、有機材料又は無機材料よりなることを特徴とする請求項１に記載の配
線基板製造方法。
【請求項３】
　前記支持基板は、熱膨張率が１ｐｐｍ／℃以上、１０ｐｐｍ／℃以下であることを特徴
とする請求項１又は２に記載の配線基板製造方法。
【請求項４】
　前記支持基板は、第１の主面に半導体チップ搭載部を形成するための凹部又は凸部を有
す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配線基板製造方法。
【請求項５】
　前記第２の工程における前記配線層の形成と同時に、前記配線基板を補強する補強層を
形成す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配線基板製造方法。
【請求項６】
　前記第１の工程では、
　前記貫通電極の前記支持基板の第１の主面上に露出した部位に、前記第３の工程におい
て前記ビルドアップ配線構造体と前記支持基板との剥離を促進させる剥離促進部材を配設
する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配線基板製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の配線基板製造方法を用いて配線基板を製造する
工程と、
　製造された前記配線基板に半導体チップを実装する工程とを有することを特徴とする半
導体装置製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、支持基板を用いて製造される配線基板製造方法及び半導体装置製造方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップが実装されるビルドアップ配線基板を製造する方法として、銅（Ｃ
ｕ）等の金属板を用いた支持基板の上で、配線層を含む絶縁層を積層してなるビルドアッ
プ配線構造体を形成し、その後、上記支持基板から配線層を含む絶縁層を分離することで
ビルドアップ配線基板を得る方法がある（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　上記の方法では、ビルドアップ配線構造体が製造された後、Ｃｕ等の金属板を用いた支
持基板を、ビルドアップ配線構造体に対して選択的に除去する。具体的には、塩化第二鉄
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水溶液、塩化第二銅水溶液又は過硫酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチング
を用いて、上記支持基板をエッチングにより除去していた。
【特許文献１】特開２０００－３２３６１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、銅（Ｃｕ）等の金属板を用いた支持基板のエッチングによる除去には時
間がかかる。また、上記支持基板は、エッチングにより溶けてしまうため使い回しができ
ず、ビルドアップ配線基板を量産するためには、また多数の支持基板を用意しなければな
らないという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、支持基板の再利用を可能とすることに
より製造コストの削減及び製造効率の向上を図った配線基板製造方法及び半導体装置製造
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題は、本発明の第１の観点からは、支持基板を用意する第１の工程と、該支持
基板の第１の主面上に配線層と絶縁層を交互に形成してビルドアップ配線構造体を形成す
る第２の工程と、形成された該ビルドアップ配線構造体を前記支持基板から分離すること
により配線基板を得る第３の工程とを有する配線基板製造方法であって、前記支持基板と
して、基板本体に貫通電極が形成され、前記支持基板の、前記第１の主面と反対側の第２
の主面に、前記貫通電極と接続された引き出し配線が形成された構造のものを用い、前記
第２の工程では、前記支持基板に形成された貫通電極を給電配線として前記配線層を形成
し、前記第３の工程では、前記ビルドアップ配線構造体を前記支持基板から剥離すること
により前記配線基板を得ることを特徴とする配線基板製造方法により解決することができ
る。
【０００７】
　また上記課題は、本発明のさらに他の観点からは、本発明の第１の観点より製造された
前記配線基板に半導体チップを実装する工程とを有することを特徴とする半導体装置製造
方法により解決することができる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、支持基板の再利用が可能となるため、製造コストの削減及び製造効率
の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について図面と共に説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の第１実施形態に用いられる支持基板の製造方法を説明するための断面
図である。また、図２は、本発明の第１実施形態である配線基板の製造方法を示している
。
【００１１】
　本実施形態に係る配線基板製造方法は、図１に示す支持基板を用い、この支持基板上に
配線層及び絶縁層を積層形成することにより配線基板を製造する。図２に示す配線基板の
製造方法の説明に先立ち、説明の便宜上、先ず図１を用いて配線基板の製造に用いる支持
基板の製造方法について説明するものとする。
【００１２】
　図１において支持基板を製造するには、先ず図１（Ａ）に示すように、シリコンウェハ
であるシリコン基板１０を用意する。
【００１３】
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　次に、図１（Ｂ）に示すように、例えばＢＧ（バックグライダー）等によってシリコン
ウェハの面を研削することにより、好適には約２００μｍの厚みに薄型化したシリコン基
板１０を得る。この時のシリコン基板１０の厚さは、後述する配線基板の製造において補
強板として機能しうる機械的強度を有する厚さに設定されている。
【００１４】
　次に、図１（Ｂ）に示すように、シリコン基板１０上に、開口部が設けられたマスク１
１を配置し、この開口部を通してシリコン基板１０をＲＩＥ（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｉｏｎ
　Ｅｔｃｈｉｎｇ）にてエッチングを行う。
【００１５】
　これにより、図１（Ｃ）に示すように、シリコン基板１０を垂直に貫通する複数のスル
ーホール１２が形成される。スルーホール１２は、後述する貫通電極を設けるために形成
されるが、必ずしもシリコン基板１０を垂直に貫通する必要はない。なお、図１（Ｃ）は
、スルーホール１２の形成後、マスク１１を除去した状態を示している。
【００１６】
　また、スルーホール１２は、後述する貫通電極上に設けられるパッドが、平坦に形成さ
れるように、シリコン基板１０の表面を貫通する孔部分の形状が傾くことなく、水平方向
になるよう形成されることが好ましい。なお、スルーホール１２の直径は、例えば５０～
７０μｍとする。その後、マスク１１を除去する。
【００１７】
　次に、図１（Ｄ）に示すように、シリコン基板１２を熱酸化することにより、シリコン
基板１０の全面及びスルーホール１２の内面にシリコン酸化層である絶縁層１３を形成す
る。
【００１８】
　次に、このシリコン基板１０の全面及びスルーホール１２の内面に触媒処理を行った後
、無電解メッキによりシード層を形成する。続いて、シード層が形成されたシリコン基板
１０にレジストを配設すると共に、このレジストにスルーホール１２及び後述する配線層
３２－１の形成位置に対応した開口部を形成する。
【００１９】
　次に、図１（Ｅ）に示すように、シード層を給電層としてＣｕの電解メッキを行い、ス
ルーホール１２の内部及びシリコン基板１０の配線層３２－１を形成する位置にＣｕメッ
キ層１４を析出させる。続いて、レジスト除去を行うと共に不用なシード層をエッチング
により除去する。
【００２０】
　次に、図１（Ｆ）に示すように、スルーホール１２のＣｕメッキ層１４に対して、ニッ
ケル（Ｎｉ）及び金（Ａｕ）メッキ処理を行い、Ｃｕメッキ層１４上にパッド３０を形成
する。これにより、スルーホール１２のＣｕメッキ層１４上にパッド３０を有した貫通電
極２０－１が形成される。なお、パッド３０は、後述する半導体チップ１２０のデザイン
に対応させてレイアウトされる。例えば、パッド３０とパッド３０の間のピッチは、約１
１０～１８０μｍである。
【００２１】
　また、シリコン基板１０の下面のＣｕメッキ層１４に対して、ニッケル（Ｎｉ）及び金
（Ａｕ）メッキ処理を行い、配線層３２－１を形成する。配線層３２－１は、シリコン基
板１０に形成された貫通電極２０－１と接続された引き出し配線（再配線）であり、後述
するシリコン基板１０上のビルドアップ配線構造体の配線層を形成するための給電配線と
して用いられる。
【００２２】
　以上の処理により、支持基板であるシリコン基板１０－１が製造される。
【００２３】
　なお、上記した例では支持基板の材料としてシリコンを用いた例を示したが、支持基板
の材料はこれに限定されるものではなく、例えばガラス基板等の他の無機質材料や、樹脂
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等の有機材料等を用いることも可能であり、熱膨張率が１ｐｐｍ／℃以上、１０ｐｐｍ／
℃以下であることが望ましい。
【００２４】
　次に、図２により本発明の第１実施形態に係る配線基板の製造方法について説明する。
【００２５】
　まず、図２（Ａ）に示すように、上記した支持基板であるシリコン基板１０－１を用意
し、シリコン基板１０－１のパッド３０上に例えばインジウム（Ｉｎ）等の低融点金属を
用いて電極４０を形成する。
【００２６】
　電極４０を形成するには、シリコン基板１０－１の上面に、例えばドライフィルム等を
利用して、レジスト膜を形成する。次に、このレジスト膜に対してパターニング処理を行
い、シリコン基板１０－１に形成したパッド３０上に、開口部を形成する。なお、ドライ
フィルム状のレジスト膜に対して予め開口部を形成しておき、この開口部が形成されたレ
ジスト膜をシリコン基板１０－１に配設しても良い。
【００２７】
　次に、電解メッキ又は無電解メッキにより、パッド３０上に電極４０を形成する。電極
４０は、インジウムに限定されることはなく、後述する処理において溶融して剥離される
、低融点金属で形成されることが望ましい。また、電極４０は、例えば熱、光等のエネル
ギーを供給することにより、剥離されやすい性質をもつ導電性金属等の部材を用いて形成
することも可能である。なお、電極４０は、シリコン基板１０－１のパッド３０と後述す
るシリコン基板１０－１上に形成されるビルドアップ配線構造体の配線層を剥離する機能
を有する。
【００２８】
　次に、図２（Ｂ）に示すように、シリコン基板１０－１上面に電極４０を被覆する剥離
層５０を形成する。剥離層５０は、シリコン基板１０－１と剥離層５０上に形成される後
述の樹脂等の絶縁膜とに貼着し、熱を供給すると、シリコン基板１０－１と樹脂等の絶縁
膜の両方に対して分離しやすい特性を持つ熱硬化性の接着シートを用いる。なお、剥離層
５０には、有機材料、熱発泡材等、又は例えば酸化膜等の無機系の材料を用いることもで
きる。
【００２９】
　次に、シリコン基板１０－１に形成された剥離層５０上に、ビルドアップ配線構造体を
形成する。まず、ビルドアップ配線構造体となる第１絶縁層６０をシリコン基板１０－１
の剥離層５０上に形成する。第１絶縁層６０の材料としては、例えばエポキシ系樹脂、ポ
リイミド系樹脂等の樹脂材が使用される。
【００３０】
　第１絶縁層６０の形成方法の一例としては、シリコン基板１０－１の上面に形成された
剥離層５０に樹脂フィルムをラミネートした後に、樹脂フィルムをプレス（押圧）しなが
ら約１３０～１５０度の温度で熱処理して硬化させることにより第１絶縁層６０を得るこ
とができる。
【００３１】
　上記のように剥離層５０上に、第１絶縁層６０が形成されると、積層された各層５０，
６０の電極４０の形成位置と対応する位置にレーザ加工法等を用いて孔を形成する。これ
により、剥離層５０及び第１絶縁層６０に、電極４０を露出させる貫通孔が形成される。
【００３２】
　続いて、シリコン基板１０－１上に形成された電極４０に接続されるビルドアップ配線
構造体となる第１配線層７０を形成する。この第１配線層７０は、例えば銅（Ｃｕ）によ
り形成される。この第１配線層７０を形成するには、第１絶縁層６０の上に、無電解メッ
キ（例えばＣｕ等）層を形成した後、第１配線層７０に対応する開口部を備えたレジスト
膜を形成する。
【００３３】
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　次に、シリコン基板１０－１に形成された貫通電極２０－１から給電する電解メッキに
より、レジスト開口部内にＣｕを析出させる。その後、レジスト膜を除去して露出した無
電解メッキ（例えばＣｕ等）層をエッチングにより除去することにより、第１配線層７０
を得ることができる。この第１配線層７０が第１の接続端子Ｃ１となる。
【００３４】
　次に、図２（Ｃ）に示すように、上記と同様な工程を繰り返すことにより、シリコン基
板１０上に第１配線層７０を被覆する第２絶縁層６２を形成し、その後に第１配線層７０
上の第２絶縁層６２の部分に第１ビアホール６２Ｘを形成する。更に、第１ビアホール６
２Ｘを介して第１配線層７０に接続される第２配線層７２をシリコン基板１０－１の第２
絶縁層６２上に形成する。
【００３５】
　なお、配線層７０，７２の形成方法としては、セミアディティブ法の他にサブトラクテ
ィブ法等の各種の配線形成方法を採用することができる。また、第１配線層７０の材質と
しては、銅（Ｃｕ）の他にも、例えば金（Ａｕ）、Ｔｉ／Ｐｔ（チタン／プラチナ）等の
合金等を用いることも可能である。
【００３６】
　次に、図２（Ｄ）に示すように、シリコン基板１０－１上に形成したビルドアップ配線
構造体９０－１の第２配線層７２上には、開口部６４Ｘが設けられたソルダーレジスト膜
６４が形成される。これにより、ソルダーレジスト膜６４の開口部６４Ｘ内に露出する第
２配線層７２が第２の接続端子Ｃ２となる。
【００３７】
　次に、図２（Ｅ）に示すように、シリコン基板１０－１の第２配線層７２上に、必要に
応じてニッケル（Ｎｉ）８０、金（Ａｕ）８２等の金属膜をメッキで形成する。
【００３８】
　このようにして、シリコン基板１０－１の第１配線層７０（第１の接続端子Ｃ１）の上
に所要のビルドアップ配線構造体９０－１が形成される。
【００３９】
　上記した例では、２層のビルドアップ配線層（第１配線層７０及び第２配線層７２）を
形成したが、ｎ層（ｎは１以上の整数）のビルドアップ配線層を形成しても良い。
【００４０】
　次に、図２（Ｆ）に示すように、シリコン基板１０－１からビルドアップ配線構造体９
０－１を剥離する。シリコン基板１０－１からビルドアップ配線構造体９０－１を剥離す
るにあたり、熱処理を行う。
【００４１】
　上記したように、電極４０に例えばインジウム（Ｉｎ）を用いた場合には、インジウム
の融点である１５６℃を越える約１７０℃にて加熱することにより溶融させる。これによ
り、シリコン基板１０－１に形成された電極４０は溶融され、電極４０を介して接続され
ていたパッド３０と第１配線層７０とを剥離することができる。また、剥離層５０を加熱
し、熱硬化性樹脂よりなる剥離層５０を熱硬化させて接着性を低下させる。これにより、
剥離層５０を介して接着されていたシリコン基板１０－１とビルドアップ配線構造体９０
－１の第１絶縁層６０とを容易に剥離することができる。
【００４２】
　これにより、ビルドアップ配線構造体９０－１をシリコン基板１０－１から分離した配
線基板１００－１を形成することができる。形成された配線基板１００－１は、支持基板
であるシリコン基板１０－１が、シリコンから形成されているため平坦性が高い。したが
って、この平坦性の高いシリコン基板１０－１上に形成された配線基板１００－１も位置
精度が非常に高い配線基板を形成することができる。
【００４３】
　次に、図２（Ｇ）に示すように、配線基板１００－１の第１配線層７０上に、半導体チ
ップ１２０のバンプ１１０をフリップチップ接続する。また、半導体チップ１２０の下側
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の隙間にアンダーフィル樹脂１２２を充填することもできる。このようにして配線基板１
００－１上に半導体チップ１２０を実装することで、半導体装置１Ａを完成させることが
できる。
【００４４】
　上記方法によれば、ビルドアップ配線構造体９０－１を剥離した後のシリコン基板１０
－１は、従来と異なりエッチングにより除去されないため、ビルドアップ配線基板を製造
するにあたり、同一のシリコン基板１０－１を用いて更にビルドアップ配線構造体９０－
１を再度形成することができる。このように、シリコン基板１０－１を何度も使い回し、
支持基板として再利用することが可能である。これにより、製造効率が良く、また安価に
ビルドアップ配線基板を製造することが可能となる。
【００４５】
　また、上記方法によれば、シリコン基板１０－１には貫通電極２０－１が設けられてい
るため、ビルドアップ配線構造体９０－１の配線層等を形成するための給電を、シリコン
基板１０－１の裏面に設けた配線層３２－１から行うことができる。また、給電配線をシ
リコン基板１０－１の裏面上に形成した配線層３２－１に集中化させることにより、シリ
コン基板１０－１の表面には、給電のための配線を設ける必要なくなる。これにより、支
持基板上に形成される配線基板高密度化に伴う、給電のための複雑な配線設計を行う必要
がなくなるため、給電配線の形成を単純化することが可能となる。
【００４６】
　更に、上記方法により形成された半導体装置１Ａは、支持基板であるシリコン基板１０
－１上で形成された配線基板１００－１に実装される。半導体チップ１２０とシリコン基
板１０－１は同一の材料であるため、熱膨張率に差がない。したがって、シリコン基板１
０－１上で形成された配線基板１００－１に半導体チップ１２０を実装するにあたって、
熱膨張率の差に伴う熱応力により生じる問題を解決し、反り、歪み等が生じにくくなる。
【００４７】
　ここで、図３は、シリコン基板１０－１を平面から見た図である。図３（Ａ）は、シリ
コン基板１０－１の、ビルドアップ配線構造体９０－１を形成する側の面である。シリコ
ン基板１０－１は、複数の領域１０－１ａに区分けされ、各領域１０－１ａの表面にはパ
ッド３０が露出されている。領域１０－１ａは、１個の半導体チップ１２０を搭載する配
線基板の外形に対応しており、領域１０－１ａのパッド３０は、半導体チップ１２０のデ
ザインによりレイアウトされる。この領域１０－１ａに形成された配線基板が最終的に個
片化されて半導体チップ１２０を搭載する配線基板（パッケージ）になる。
【００４８】
　また、図３（Ｂ）は、シリコン基板１０－１の配線層３２－１を形成する側の面である
。シリコン基板１０－１の裏面にはシリコン基板１０－１の貫通電極２０－１に接続する
配線層３２－１が形成されている。配線層３２－１は、図３（Ｂ）に示すように、個々の
領域１０－１ａに共通の給電パターンで形成され、各給電パターンは連結されている。上
記したように、シリコン基板１０－１は、ビルドアップ配線構造体９０－１の配線層を形
成するための給電配線をシリコン基板１０－１の裏面に集中化して形成しているため、給
電のための複雑な配線設計を必要とせず、給電配線を単純化することができる。
【００４９】
　次に、本発明の第２実施形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図４は第２
実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【００５０】
　本実施形態は、第１実施形態で用いた支持基板であるシリコン基板１０－１に凸領域を
設け、凸領域を有するシリコン基板に配線基板を形成する製造方法である。
【００５１】
　図４（Ａ）に示すように、シリコン基板１０－２は、半導体チップ１２０を配置する領
域となる凸領域１３０を有する。凸領域１３０は、複数の貫通電極２０－１を有している
。シリコン基板１０－２に凸領域１３０を形成するには、シリコンウェハであるシリコン
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基板１０を用意し、シリコン基板１０にドライエッチング等を行うことにより凸領域１３
０を形成する。
【００５２】
　また、図４（Ａ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－２の
凸領域１３０に貫通電極２０－１を設け、シリコン基板１０－２の貫通電極２０－１の上
端にはパッド３０を形成し、シリコン基板１０－２の下面には配線層３２－１を形成する
。
【００５３】
　このようにして、図４（Ａ）に示す凸領域１３０を有した、支持基板としてのシリコン
基板１０－２を形成する。
【００５４】
　次に、図４（Ａ）に示すように、上記第１実施形態と同様の方法を用いて、パッド３０
上に例えばインジウム（Ｉｎ）等の低融点金属を用いて電極４０を形成する。電極４０に
は、熱、光等のエネルギーを供給することにより剥離されやすい性質をもつ導電性金属等
の部材を用いて形成することも可能である。
【００５５】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、シリコン基板１０－２を支持基板として、上記と同様
の方法を用いて、シリコン基板１０－２に剥離層５０を形成し、更に、ビルドアップ配線
構造体９０－２を形成する。
【００５６】
　次に、図４（Ｃ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－２か
らビルドアップ配線構造体９０－２を剥離する。このようにして、配線基板１００－２を
形成する。図４（Ｃ）に示すように、配線基板１００－２には、半導体チップ１２０を配
置するための凹領域１４０が樹脂層により形成されることになる。凹領域１４０は、配線
基板１００－２のキャビティ構造となる。
【００５７】
　次に、図４（Ｄ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、配線基板１００－２に、
半導体チップ１２０のバンプ１１０をフリップチップ接続する。また、半導体チップ１２
０の下側の隙間にアンダーフィル樹脂１２２を充填することもできる。このようにして配
線基板１００－２上に半導体チップ１２０を実装し、半導体装置２Ａを完成させることが
できる。
【００５８】
　上記の方法で形成された、配線基板１００－２は、凹領域１４０となるキャビティ構造
を有する。これにより、配線基板１００に実装される半導体チップ１２０は、配線基板１
００－２に形成された凹領域１４０内に配置される。したがって、半導体チップ１２０を
複数個、配線基板１００－２の凹領域１４０に実装する場合に、位置決めがしやすくなる
。
【００５９】
　次に、本発明の第３実施形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図５は第３
実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【００６０】
　本実施形態は、第２実施形態で用いた支持基板であるシリコン基板１０－２の平坦領域
部分にも貫通電極を形成する製造方法である。
【００６１】
　図５（Ａ）に示すように、シリコン基板１０－３は、平坦領域１５０に貫通電極２０－
２を有する。平坦領域１５０は、半導体チップ１２０を配置する位置の外周部にあたり、
平坦領域１５０に形成された貫通電極２０－２は、後述する補強層（スティフナー）を形
成するために設けられる。平坦領域１５０に貫通電極２０－２を形成する方法は、上記し
た貫通電極２０－１を形成する方法と同様の方法を用いる。
【００６２】
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　また、図５（Ａ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－３の
平坦領域１５０に貫通電極２０－２を設け、シリコン基板１０－３の上面の貫通電極２０
－２の上端にはパッド３０を形成し、シリコン基板１０－３の下面には配線層３２－２を
形成する。
【００６３】
　このようにして、図５（Ａ）に示すシリコン基板１０－３の平坦領域１５０に貫通電極
２０－２及びシリコン基板１０－３の下面には配線層３２－２を有した、支持基板として
のシリコン基板１０－３を形成する。
【００６４】
　更に、図５（Ａ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－３の
平坦領域１５０に形成された貫通電極２０－２の上端にパッド３０に例えばインジウム（
Ｉｎ）等の低融点金属を用いて電極４０を形成する。上記と同様に、電極４０には、熱、
光等のエネルギーを供給することにより剥離されやすい性質をもつ導電性金属等の部材を
用いて形成することも可能である。
【００６５】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、シリコン基板１０－３を支持基板として、上記と同様
の方法を用いて、シリコン基板１０－３に剥離層５０を形成する。更に、上記と同様の方
法を用いて、ビルドアップ配線構造体９０－３を形成しながら、貫通電極２０－２を給電
に用いて補強層１６０－１を形成する。補強層１６０－１は、貫通電極２０－２を給電に
用いてＣｕ等からなる電解メッキにより形成される。また、補強層１６０－１は、半導体
チップ１２０が配置される位置の外周部に、平面からみると、枠形状になるよう形成され
る。補強層１６０－１を設けることにより、後述するようにシリコン基板１０－３からビ
ルドアップ配線構造体を剥離して形成される配線基板に対して、配線基板の反りやうねり
等を矯正し、補強する役割を担う。
【００６６】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－３か
らビルドアップ配線構造体９０－３を剥離する。このようにして、配線基板１００－３を
形成する。
【００６７】
　次に、図５（Ｄ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、配線基板１００－３に、
半導体チップ１２０のバンプ１１０をフリップチップ接続する。また半導体チップ１２０
の下側の隙間にアンダーフィル樹脂１２２を充填することもできる。このようにして配線
基板１００－３上に半導体チップを実装し、半導体装置３Ａを完成させることができる。
【００６８】
　上記の方法で製造された、配線基板１００－３は、半導体チップ１２０の搭載部の外周
部にあたる配線基板１００－３内に補強層１６０－１を有する。これにより、配線基板１
００－３は、配線基板１００－３自体の反りやうねりが矯正され平坦化されるため、半導
体チップ１２０の実装に対する信頼性をさらに向上させることができる。
【００６９】
　次に、本発明の第４実施形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図６は第４
実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【００７０】
　本実施形態は、第１実施形態で用いた支持基板であるシリコン基板１０－１上に予め金
属枠を設け、金属枠の中で配線基板を形成する製造方法である。
【００７１】
　図６（Ａ）に示すように、第１実施形態で用いたシリコン基板１０－１を用意する。次
に、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－１のパッド３０上に電極４０を形成
し、更に、剥離層５０を形成する。次に、シリコン基板１０－１上の、パッド３０上に形
成された電極４０の周辺に、例えば銅（Ｃｕ）、Ｆｅ（鉄）、ステンレス等の金属枠から
なる補強層１６０－２をメッキ法により設ける。補強層１６０－２は、予め形成した例え
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ばセラミック枠等を設けることもできる。
【００７２】
　次に、図６（Ｂ）に示すように、シリコン基板１０－１上の補強層１６０－２内に、上
記と同様の方法を用いて、ビルドアップ配線構造体９０－４を形成する。補強層１６０－
２は、半導体チップが配置される位置の外周部に、平面からみると、枠形状になるよう形
成される。補強層１６０－２を設けることにより、後述するようにシリコン基板１０－１
からビルドアップ配線構造体９０－４を剥離して形成される配線基板に対して、配線基板
の反りやうねり等を矯正し、補強する役割を持つ。
【００７３】
　次に、図６（Ｃ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、シリコン基板１０－１か
らビルドアップ配線構造体９０－４を剥離する。このようにして、配線基板１００－４を
形成する。
【００７４】
　次に、図６（Ｄ）に示すように、上記と同様の方法を用いて、配線基板１００－４に、
半導体チップ１２０のバンプ１１０をフリップチップ接続する。また半導体チップ１２０
の下側の隙間にアンダーフィル樹脂１２２を充填することもできる。このようにして配線
基板１００－４上に半導体チップを実装し、半導体装置４Ａを完成させることができる。
【００７５】
　上記の方法で製造された、配線基板１００－４は、配線基板１００－４の外周部に補強
層１６０－２を有する。これにより、配線基板１００－４は、配線基板１００－４自体の
反りやうねりが矯正され平坦化されるため、半導体チップ１２０の実装に対する信頼性を
向上させることができる。
【００７６】
　上記したように、本発明によれば、ビルドアップ配線基板の製造に用いる支持基板は、
エッチング等により除去されないため、何度も使いまわすことができる。また、本発明に
よれば、支持基板は貫通電極を有しているため、貫通電極をビルドアップ配線構造体の配
線形成のための給電配線とすることができる。更に、支持基板は、支持基板の裏面に貫通
電極に接続された配線層を集中化させているため、支持基板の表面に配線のための複雑な
設計をする必要がない。したがって、この支持基板の再利用を可能とすることにより製造
コストの削減及び製造効率の向上を図った配線基板製造方法及び半導体装置製造方法を提
供することが可能となる。
【００７７】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は上記した特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲において、
種々の変形、変更が可能なものである。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１実施形態に用いられる支持基板の製造方法を説明するための断面図
である。
【図２】第１実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【図３】シリコン基板を平面から見た図である
【図４】第２実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【図５】第３実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【図６】第４実施形態に係る配線基板の製造方法を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７９】
１Ａ，２Ａ，３Ａ，４Ａ　半導体装置
１０　シリコン基板
３０　パッド
３２　配線層
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４０　電極
５０　剥離層
６０　第１絶縁層
７０　第１配線層
９０　ビルドアップ配線構造体
１００　配線基板
１１０　バンプ
１２０　半導体チップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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