
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、かつ、前記第１の面の複数の半導体チップが
金型の１つのキャビティ内に収容される状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型における上型と、前記第１の基板における前記第１の面との間にフィルム
を介在させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部
材を成型する工程、
（ｄ）前記フィルムを用いて前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を有し
、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され
た第１の領域と、その外側の第２の領域とが配置されており、前記第２の領域には、補強
パターンが設けられて

いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記補強パターンのうち、所定の補強パ
ターンは、前記第１、第２の面に沿って伸縮可能なパターン構造とされていることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
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おり、前記補強パターンは前記半導体装置形成領域毎に分割して配
置されて



【請求項３】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンは、互いに分離
された複数の第１のパターンで構成されており、前記補強パターンの幅方向に隣接する第
１のパターンは、前記補強パターンの長手方向に沿って互いにずれて配置されていること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンはタイル状のパ
ターンからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記第１の基板の第１、第２の面には、
配線用の導体パターンと、それが配置された領域以外の領域に配置されたダミー用の導体
パターンとが設けられていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記ダミー用の導体パターンを分割して
配置したことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
請求項１記載の半導体装置の製造方法において、前記第１の基板の第１、第２の面を被覆
する絶縁膜を、配線用の導体パターンの無い領域にも設けたことを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項８】

前記第１の面、第２の面またはその両方の面における半導体装置形成領域の中央にダミー
用の導体パターンを配置したことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
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２

５

（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、かつ、前記第１の面の複数の半導体チップが
金型の１つのキャビティ内に収容される状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型における上型と、前記第１の基板における前記第１の面との間にフィルム
を介在させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部
材を成型する工程、
（ｄ）前記フィルムを用いて前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を有し
、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され
た第１の領域と、その外側の第２の領域とが配置されており、前記第２の領域には、補強
パターンが設けられており、
前記第１の基板の第１、第２の面には、配線用の導体パターンと、それが配置された領域
以外の領域に配置されたダミー用の導体パターンとが設けられており、

（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、かつ、前記第１の面の複数の半導体チップが
金型の１つのキャビティ内に収容される状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型における上型と、前記第１の基板における前記第１の面との間にフィルム
を介在させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部
材を成型する工程、
（ｄ）前記フィルムを用いて前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を有し
、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され
た第１の領域と、その外側の第２の領域とが配置されており、前記第２の領域には、補強



前記第１の基板の複数の半導体装置形成領域の各々に前記第１、第２の面間を貫通するホ
ールを設け、前記第１の面における前記ホールの周囲に絶縁膜の一部を除去することで形
成したダム領域を設けたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記第１の基板の前記第２の面を、前記金型における下型に真空吸着させた状態で
、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部材を成型する工程、
（ｄ）前記第１の基板および前記封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を
有し、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され
た第１領域と、その外側の第２領域とが配置されており、前記第２領域には、補強パター
ンが設けられて

いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記補強パターンのうち、所定の補強
パターンは、前記第１、第２の面に沿って伸縮可能なパターン構造とされていることを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンは、互いに分
離された複数の第１のパターンで構成されており、前記補強パターンの幅方向に隣接する
第１のパターンは、前記補強パターンの長手方向に沿って互いにずれて配置されているこ
とを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンはタイル状の
パターンからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記第１の基板の前記第２の面を、前記金型における下型に真空吸着させた状態で
、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部材を成型する工程、
（ｄ）前記第１の基板および前記封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を
有し、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、配線用の導体パターンと、それが配置された
領域以外の領域に配置されたダミー用の導体パターンとが設けられて

いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記ダミー用の導体パターンを分割し
て配置したことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
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パターンが設けられており、

おり、前記補強パターンは前記半導体装置形成領域毎に分割して配置され
て

１０

１１

１１

おり、前記第１の面
、第２の面またはその両方の面における複数の半導体装置形成領域の各々の中央にダミー
用の導体パターンが配置されて

１４

（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記第１の基板の前記第２の面を、前記金型における下型に真空吸着させた状態で
、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部材を成型する工程、
（ｄ）前記第１の基板および前記封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を



前記第１の基板の複数の半導体装置形成領域の各々に前記第１、第２の面間を貫通するホ
ールを設け、前記第１の面における前記ホールの周囲に絶縁膜の一部を除去することで形
成したダム領域を設けたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数のチップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２の面が
金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型のキャビティ内に封止樹脂を注入することにより、前記複数の半導体チッ
プを一括して封止する封止部材を成型する工程、
（ｄ）前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および前記封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を
有し、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され
た第１領域と、その外側の第２領域とが配置されており、前記第２領域には、複数個に分
割された補強パターンが配置されて

いることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記補強パターンのうち、所定の補強
パターンは、前記第１、第２の面に沿って伸縮可能なパターン構造とされていることを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンは、互いに分
離された複数の第１のパターンで構成されており、前記補強パターンの幅方向に隣接する
第１のパターンは、前記補強パターンの長手方向に沿って互いにずれて配置されているこ
とを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記所定の補強パターンはタイル状の
パターンからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２１】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記第１の基板の前記第１、第２の面
を被覆する絶縁膜を、配線用の導体パターンの無い領域にも設けたことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２２】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記（ｄ）工程後、前記（ｅ）工程の
前に、前記第１の基板の前記第２の面における複数の半導体装置形成領域の複数の配線用
の導体パターンの各々に複数のバンプを一括して接合する工程を有することを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項２３】
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有し、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、配線用の導体パターンと、それが配置された
領域以外の領域に配置されたダミー用の導体パターンとが設けられており、

おり、前記補強パターンは前記半導体装置形成領域毎
に分割して配置されて

１７

１８

１８

１７

１７

（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数のチップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２の面が
金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型のキャビティ内に封止樹脂を注入することにより、前記複数の半導体チッ
プを一括して封止する封止部材を成型する工程、
（ｄ）前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および前記封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を
有し、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、複数の半導体装置形成領域の一群が配置され



前記第１の基板の複数の半導体装置形成領域の各々に前記第１、第２の面間を貫通するホ
ールを設け、前記第１の面における前記ホールの周囲に絶縁膜の一部を除去することで形
成したダム領域を設けたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２４】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型における上型と、前記第１の基板における前記第１の面との間にフィルム
を介在させ、前記フィルムを前記上型に真空吸着させ、かつ、前記第１の基板の第２の面
を、前記金型における下型に真空吸着させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して
樹脂封止することにより封止部材を成形する工程、
（ｄ）前記フィルムを用いて前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を有し
、
前記第１の基板の前記第１、第２の面には、配線用の導体パターンと、それが配置された
領域以外の領域に配置されたダミー用の導体パターンとが設けられて

ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２５】
請求項 記載の半導体装置の製造方法において、前記ダミー用の導体パターンを分割し
て配置したことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２６】
（ａ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の配線と、前記主面および裏面の複
数の半導体装置形成領域とを有する基板を準備する工程と、
（ｂ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の電極とをそれぞれ有する複数の半
導体チップを準備する工程と、
（ｃ）前記複数の半導体チップを、前記基板主面の複数の半導体装置形成領域上に搭載す
る工程と、
（ｄ）前記（ｃ）工程の後に、前記複数の半導体チップの複数の電極と、前記基板の複数
の配線とを、ワイヤを介して電気的に接続する工程と、
（ｅ）上型と、下型と、上型に形成されたキャビティとを有する金型を準備する工程と、
（ｆ）前記（ｄ）工程の後に、前記基板裏面が前記下型に面し、前記複数の半導体チップ
が前記キャビティ内に配置されるように、前記複数の半導体チップが搭載された基板を前
記金型内に配置する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後に、前記基板裏面を前記下型に真空吸着した状態で、前記キャ
ビティに樹脂を注入して、前記複数の半導体チップを一括で封止する封止体を形成する工
程と、
（ｈ）前記基板と前記封止体を、それぞれの半導体装置に切断する工程とを有し、
前記基板はダミー用導体パターンを有し、
前記複数の半導体チップは、前記ダミー用導体パターン上に平面的に重なるように配置さ
れていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２７】
請求項 記載の半導体装置の製造方法であって、前記封止体を形成する工程において、
前記基板主面と前記上型との間に、フィルムを介在させ、かつ前記フィルムを前記上型に
真空吸着させた状態で、前記封止体を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２８】
請求項 記載の半導体装置の製造方法であって、前記ダミー用導体パターンは、前記基
板主面上に形成された第１のダミー用導体パターンと、前記基板裏面上に形成された第２
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た第１領域と、その外側の第２領域とが配置されており、前記第２領域には、複数個に分
割された補強パターンが配置されており、

おり、
前記第１の面、第２の面またはその両方の面における複数の半導体装置形成領域の各々の
中央にダミー用の導体パターンを配置した

２４

２６

２７



のダミー用導体パターンとを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２９】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１のダミー用導体パターンは
、前記第２のダミー用導体パターンと平面的に重なるように配置されていることを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項３０】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記複数の半導体チップは、それぞ
れ対応する第１のダミー用導体パターンと、第２のダミー用導体パターンに平面的に重な
るように配置されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３１】
（ａ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の配線と、前記主面および裏面の複
数の半導体装置形成領域とを有する基板を準備する工程と、
（ｂ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の電極とをそれぞれ有する複数の半
導体チップを準備する工程と、
（ｃ）前記複数の半導体チップを、前記基板主面の複数の半導体装置形成領域上に搭載す
る工程と、
（ｄ）前記（ｃ）工程の後に、前記複数の半導体チップの複数の電極と、前記基板の複数
の配線とを、ワイヤを介して電気的に接続する工程と、
（ｅ）上型と、下型と、上型に形成されたキャビティとを有する金型を準備する工程と、
（ｆ）前記（ｄ）工程の後に、前記基板裏面が前記下型に面し、前記複数の半導体チップ
が前記キャビティ内に配置されるように、前記複数の半導体チップが搭載された基板を前
記金型内に配置する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後に、前記基板裏面を前記下型に真空吸着した状態で、前記キャ
ビティに樹脂を注入して、前記複数の半導体チップを一括で封止する封止体を形成する工
程と、
（ｈ）前記基板と前記封止体を、それぞれの半導体装置に切断する工程とを有し、
前記基板は、前記複数の半導体チップとは電気的に絶縁された複数の導体パターンを有し
、
前記複数の半導体チップは、前記導体パターン上に平面的に重なるように配置されている
ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３２】
請求項 記載の半導体装置の製造方法であって、前記封止体を形成する工程において、
前記基板主面と前記上型との間に、フィルムを介在させ、かつ前記フィルムを前記上型に
真空吸着させた状態で、前記封止体を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３３】
請求項 記載の半導体装置の製造方法であって、前記導体パターンは、前記基板主面上
に形成された第１の導体パターンと、前記基板裏面上に形成された第２の導体パターンと
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３４】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の導体パターンは、前記第
２の導体パターンと平面的に重なるように配置されていることを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項３５】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記複数の半導体チップは、それぞ
れ対応する第１の導体パターンと、第２の導体パターンに平面的に重なるように配置され
ていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３６】
（ａ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の配線と、前記主面および裏面の複
数の半導体装置形成領域とを有する基板を準備する工程と、
（ｂ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の電極とをそれぞれ有する複数の半
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３１

３２
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導体チップを準備する工程と、
（ｃ）前記複数の半導体チップを、前記基板主面の複数の半導体装置形成領域上に搭載す
る工程と、
（ｄ）前記（ｃ）工程の後に、前記複数の半導体チップの複数の電極と、前記基板の複数
の配線とを、ワイヤを介して電気的に接続する工程と、
（ｅ）上型と、下型と、上型に形成されたキャビティとを有する金型を準備する工程と、
（ｆ）前記（ｄ）工程の後に、前記基板裏面が前記下型に面し、前記複数の半導体チップ
が前記キャビティ内に配置されるように、前記複数の半導体チップが搭載された基板を前
記金型内に配置する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後に、前記基板裏面を前記下型に真空吸着した状態で、前記キャ
ビティに樹脂を注入して、前記複数の半導体チップを一括で封止する封止体を形成する工
程と、
（ｈ）前記基板と前記封止体を、それぞれの半導体装置に切断する工程とを有し、
前記基板は、前記複数の半導体装置形成領域の外に、複数の補強パターンを有

、

【請求項３７】
（ａ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の配線と、前記主面および裏面の複
数の半導体装置形成領域とを有する基板を準備する工程と、
（ｂ）主面と、裏面と、前記主面上に形成された複数の電極とをそれぞれ有する複数の半
導体チップを準備する工程と、
（ｃ）前記複数の半導体チップを、前記基板主面の複数の半導体装置形成領域上に搭載す
る工程と、
（ｄ）前記（ｃ）工程の後に、前記複数の半導体チップの複数の電極と、前記基板の複数
の配線とを、ワイヤを介して電気的に接続する工程と、
（ｅ）上型と、下型と、上型に形成されたキャビティとを有する金型を準備する工程と、
（ｆ）前記（ｄ）工程の後に、前記基板裏面が前記下型に面し、前記複数の半導体チップ
が前記キャビティ内に配置されるように、前記複数の半導体チップが搭載された基板を前
記金型内に配置する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後に、前記基板裏面を前記下型に真空吸着した状態で、前記キャ
ビティに樹脂を注入して、前記複数の半導体チップを一括で封止する封止体を形成する工
程と、
（ｈ）前記基板と前記封止体を、それぞれの半導体装置に切断する工程とを有し、
前記基板は、前記複数の半導体装置形成領域の外に、前記複数の半導体チップとは電気的
に絶縁された複数の導体パターンを有
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し、
前記封止体を形成する工程において、前記基板主面と前記上型との間に、フィルムを介在
させ、かつ前記フィルムを前記上型に真空吸着させた状態で、前記封止体を形成し、
前記補強パターンは、前記基板主面上に形成された第１の補強パターンと、前記基板裏面
上に形成された第２の補強パターンとを有し、
前記第１の補強パターンは、前記第２の補強パターンと平面的に重なるように配置されて
おり、
前記基板は、複数のダミー用導体パターンを有し
前記複数の半導体チップは、前記ダミー用導体パターンに平面的に重なるように配置され
ていることを特徴とする半導体装置の製造方法。

し、
前記封止体を形成する工程において、前記基板主面と前記上型との間に、フィルムを介在
させ、かつ前記フィルムを前記上型に真空吸着させた状態で、前記封止体を形成し、
前記導体パターンは、前記基板主面上に形成された第１の導体パターンと、前記基板裏面
上に形成された第２の導体パターンとを有し、
前記第１の導体パターンは、前記第２の導体パターンと平面的に重なるように配置されて
おり、
前記基板は、前記半導体装置形成領域上に形成され、前記複数の半導体チップとは電気的
に絶縁された第３の導体パターンを有し、



ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３８】
（ａ）第１の基板の第１の面に複数の半導体チップを実装する工程、
（ｂ）前記複数の半導体チップが実装された第１の基板を、前記第１の面に対向する第２
の面が金型の下型に向くようにした状態で、かつ、前記第１の面の複数の半導体チップが
金型の１つのキャビティ内に収容される状態で、前記金型内にセットする工程、
（ｃ）前記金型における上型と、前記第１の基板における前記第１の面との間にフィルム
を介在させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部
材を成型する工程、
（ｄ）前記フィルムを用いて前記金型から前記封止部材を離形する工程、
（ｅ）前記第１の基板および封止部材を切断して個々の半導体装置を切り出す工程を有し
、
前記第１の基板は、前記複数の半導体チップに電気的に接続された複数の配線用導体パタ
ーンと、前記複数の配線用導体パターンとは分離された複数のダミー用導体パターンとを
有し、

前記封止部材を成型する工程において、前記フィルムを前記上型に真空吸着することを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３９】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記封止部材を成型する工程におい
て、前記第１の基板の第２の面を、前記下型に真空吸着することを特徴とする半導体装置
の製造方法。
【請求項４０】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の基板は、前記第１の面上
に露出する第１の配線層を有し、前記第１の配線層は、前記配線用導体パターンと前記ダ
ミー用導体パターンを有し、前記配線用導体パターンは、ワイヤを介して前記半導体チッ
プと電気的に接続していることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４１】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の基板は、前記第１の面上
に、前記配線用導体パターンの一部を覆う絶縁膜を有していることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項４２】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の基板は、前記第２の面上
に露出する第２の配線層を有し、前記第２の配線層は、前記配線用導体パターンと前記ダ
ミー用導体パターンを有し、前記配線用導体パターン上に、半田バンプ電極を形成する工
程を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４３】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の基板は、前記第２の面上
に、前記配線用導体パターンの一部を覆う絶縁膜を有していることを特徴とする半導体装
置の製造方法。
【請求項４４】
請求項 に記載の半導体装置の製造方法であって、前記第１の基板は、それぞれ前記配
線用導体パターンとは分離された、第１のダミー用導体パターンと、前記第１のダミー用
導体パターンと対向する第２のダミー用導体パターンとを有することを特徴とする半導体
装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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前記複数の半導体チップは、前記第３の導体パターンに平面的に重なるように配置されて
い

前記半導体チップを実装する工程において、前記複数の半導体チップのそれぞれを、対応
するダミー用導体パターン上に配置し、

３８

３８

４０

３８

４２

３８



本発明は、半導体装置の製造方法および半導体雄値技術に関し、特に小型パッケージ構造
を有する半導体装置に適用して有効な技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
パッケージの外形寸法が半導体チップのそれとほぼ同等あるいは僅かに大きいＣＳＰ（Ｃ
ｈｉｐ　Ｓｉｚｅ　Ｐａｃｋａｇｅ）等は、ベアチップ実装に相当する高密度実装が可能
であると共に、製造コストも比較的安価であることから、携帯情報機器、デジタルカメラ
、ノート型パソコン等のような小型軽量電子機器分野での需要が急増している。
【０００３】
上記ＣＳＰには、種々のパッケージ形態があるが、一般的には、半導体チップを搭載した
パッケージ基板の一面に半田バンプを取り付け、この半田バンプをプリント配線基板の表
面にリフロー半田付けするボールグリッドアレイ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ；Ｂ
ＧＡ）構造が採用されている。特に、多ピンで薄型のＣＳＰの場合は、半導体チップを搭
載するパッケージ基板をポリイミド等のような絶縁テープで構成したＴＣＰ（Ｔａｐｅ　
Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋａｇｅ）型のＢＧＡ（テープＢＧＡ）が主流となっている。な
お、絶縁テープをパッケージ基板とするＴＣＰについては、例えば特開平７－３２１２４
８号公報などに開示がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記絶縁テープをパッケージ基板とするＣＳＰ技術においては、以下の課題が
あることを本発明者は見出した。
【０００５】
すなわち、第１は、高信頼性が要求される製品への適用が難しいという問題である。これ
は、上記絶縁テープをパッケージ基板とするＣＳＰ構造では、パッケージ基板の材料がポ
リイミド等と言うこともあり、実装後の温度サイクル性を顧客要求よりも低くせざるを得
ず、さらなる信頼性の向上を図ることができないこと等からである。
【０００６】
また、第２は、半導体装置の製造コストが高いという問題である。これは、パッケージ基
板材料であるポリイミドテープの価格が高いこと、また、上記絶縁テープをパッケージ基
板とするＣＳＰの製造では、個々の半導体チップを封止する形態であるため、単位面積当
たりの製品取得数が少ないために更に基準単価が高額となっていること等からである。
【０００７】
また、本発明者らは、本発明に基づいて、モールドの観点で公知例を調査した。その結果
、例えば特開平１０－２５６２８６号公報には、金型からの離形をスムーズに行うために
、金型の内面にコーティング層を形成し、モールド部を離形する技術が開示されている。
また、例えば特開平１０－２４４５５６号公報には、モールド金型からの樹脂パッケージ
を容易に取り出すために、金型内面に離形フィルムを密着させた状態で樹脂パッケージを
成形する技術が開示されている。また、例えば特開平１１－１６９３０号公報には、シー
トを用いてモールドする際に、シートを真空引きしてシートしわを防止する技術が開示さ
れている。また、例えば特開２０００－１２５７８号公報には、基板上にチップを多数搭
載し、トランスファーモールドする技術が開示されている。さらに例えば特開２０００－
１３８２４６号公報には、汎用性のあるモールド金型で、複数のブロック毎にエジェクタ
ーピンが取り付けられている。
【０００８】
本発明の目的は、半導体装置の信頼性を向上させることのできる技術を提供することにあ
る。
【０００９】
また、本発明の目的は、半導体装置のコストを低減することのできる技術を提供すること
にある。
【００１０】
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本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から
明らかになるであろう。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のとお
りである。
【００１２】
すなわち、本発明は、複数の半導体チップを第１の面に実装した第１の基板を金型内にセ
ットし、前記金型の上型と前記第１の基板の第１の面との間にフィルムを介在させ、前記
フィルムを前記上型に真空吸着させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封
止することにより封止部材を成型した後、前記フィルムを用いて前記金型から離形された
前記第１の基板および封止部材を切断して複数の半導体装置を得るものである。
【００１３】
また、本発明は、複数の半導体チップを第１の面に実装した第１の基板を金型内にセット
し、前記第１の基板において前記第１の面の裏側の第２の面を、前記金型の下型に真空吸
着させた状態で、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部材を
成型した後、前記金型から離形された前記第１の基板および封止部材を切断して複数の半
導体装置を得るものである。
【００１４】
また、本発明は、熱応力に対して強い構造を有する第１の基板の第１の主面に実装された
複数の半導体チップを一括封止することで成形された封止部材を金型から離形した後、前
記金型から離形された前記第１の基板および封止部材を切断して複数の半導体装置を得る
ものである。
【００１５】
また、本発明は、前記第１の基板は、これを実装する第２の基板と同一系の絶縁材料を主
体として構成されているものである。
【００１６】
また、本発明は、前記第１の基板は、これを実装する第２の基板と熱膨張係数が等しくな
るような絶縁材料を主体として構成されているものである。
【００１７】
また、本発明は、前記第１、第２の基板がガラス・エポキシ樹脂系の絶縁材料を主体とし
て構成されているものである。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本願発明を詳細に説明する前に、本願における用語の意味を説明すると次の通りである。
【００１９】
温度サイクル試験：被測定半導体装置を高温および低温に繰り返してさらし、寸法および
他の物理的性質の変化を生じさせて動作特性および物理的損傷の耐久性を決定するために
行われる試験を言う。
【００２０】
短冊基板（第１の基板）の主面（チップ実装面：第１の面）および裏面（パッケージ実装
面：第２の面）を、便宜上、以下の領域に分類する。半導体装置が形成される領域を「半
導体装置形成領域」と言い、その半導体装置形成領域の一群が配置された全領域を「製品
領域（第１の領域）」と言い、製品領域の外周の領域を「周辺領域（第２の領域）」と言
う。
【００２１】
以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実施
の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なもの
ではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００２２】
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また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及
する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き
、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。
【００２３】
さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明
示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須
のものではないことは言うまでもない。
【００２４】
同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、
特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えられる場合等を除き、実質的
にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値およ
び範囲についても同様である。
【００２５】
また、本実施の形態を説明するための全図において同一機能を有するものは同一の符号を
付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００２６】
また、本実施の形態で用いる図の中には、平面図であっても図面を見易くするためにハッ
チングを付すものもある。
【００２７】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２８】
（実施の形態１）
図１は本発明の一実施の形態である半導体装置の斜視図、図２は図１のＡ１－Ａ１線の断
面図を示している。
【００２９】
本実施の形態の半導体装置１は、例えばＦＢＧＡ（Ｆｉｎｅ　Ｐｉｔｃｈ　Ｂａｌｌ　Ｇ
ｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）構造を有している。この半導体装置１のパッケージ基板２は、例え
ば平面四角形の薄板からなり、基板本体３と、その主面（チップ実装面）および裏面（パ
ッケージ実装面）に形成された導体パターン４およびソルダレジスト（Ｓｏｌｄｅｒ　ｒ
ｅｓｉｓｔ）５と、パッケージ基板２の主面および裏面間を貫通するベントホール６と、
パッケージ基板２の裏面側の導体パターン４に接合されたバンプ電極７とを有している。
【００３０】
本実施の形態においては、上記基板本体３の材料として、例えば耐熱性の高いＦＲ－５相
当のガラス・エポキシ樹脂の単層板を採用している。このように基板本体３の材料を安価
なガラス・エポキシ樹脂の単層板としたことにより、半導体装置１の製造原価を最小限に
抑えることができる。すなわち、半導体装置１のコストを低減できる。
【００３１】
また、基板本体３の材料を、半導体装置１を実装する基板として一般的に使用されている
プリント配線基板と同一のガラス・エポキシ樹脂としたことにより、パッケージ基板２と
上記プリント配線基板との熱膨張係数差に起因して半導体装置１のバンプ電極７に加わる
ストレスを緩和することができる。これにより、半導体装置１を実装した後の信頼性を向
上させることができる。
【００３２】
また、基板本体３をポリイミドテープ等で構成した場合に比べて、温度サイクル試験にお
ける温度サイクル性を２倍程度またはそれ以上に向上させることができるので、携帯機器
や民生用途向けだけでなく、産業機器や自動車用途向け等のような高い信頼性が要求され
る製品に半導体装置１を適用することができる。
【００３３】
ただし、基板本体３の材料は、これに限定されるものではなく種々変更可能であり、例え
ばＢＴレジンまたはアラミド不織布材等のような有機系の絶縁材料を用いても良い。これ
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らいずれの材料を用いても上記ガラス・エポキシ樹脂を用いた場合と同様の効果が得られ
る他、基板本体３の材料としてＢＴレジンを選択した場合には、熱伝導性が高いので、放
熱性を向上させることができる。
【００３４】
上記パッケージ基板２の導体パターン４は、例えば単純な２層構造で構成されている。こ
れにより、半導体装置１の製造原価を最小限に抑えることができ、半導体装置１のコスト
を低減できる。また、本実施の形態においては、上記導体パターン４が、配線用およびダ
ミー用の２種類のパターンを有している。また、本実施の形態においては、配線用の導体
パターン４には、一般的なラインパターンと、その他に、バンプ電極７、ボンディングワ
イヤまたはスルーホール等が接合される幅広のパターンとを含むものとする。パッケージ
基板２の主面および裏面の配線用の導体パターン４は、パッケージ基板２の主面および裏
面間を貫通するスルーホールを通じて互いに電気的に接続されている。このような配線用
およびダミー用の導体パターン４は、上記基板本体３の主面（チップ実装面）および裏面
（パッケージ実装面）に貼り付けられた電解銅箔（または圧延銅箔）等のような導体膜を
エッチングすることで形成されており、その表面にはニッケル（Ｎｉ）、金（Ａｕ）メッ
キ等が施されている。ダミー用の導体パターン４を設けたのは、パッケージ基板２の主面
および裏面の導体パターン４の密度を高めるためである。なお、これについては後述する
。
【００３５】
上記パッケージ基板２の主面および裏面はソルダレジスト（絶縁膜）５で被覆されている
。ソルダレジスト５の一部は除去されており、上記導体パターン４の一部が露出されてい
る。このソルダレジスト５は、ソルダマスク（ｓｏｌｄｅｒ　ｍａｓｋ）またはストップ
オフ（ｓｔｏｐ－ｏｆｆ）とも呼ばれ、パッケージ基板２の主面および裏面の特定領域に
施された耐熱性被覆材料であり、半田付け作業の際にこの部分に半田が付かないようにす
るレジストである。ソルダレジスト５の主要機能は、半田付けの時、半田付け不要な導体
パターン４が溶融半田と接触することを防ぎ、半田付け部以外の導体パターン４を保護す
る保護膜としての機能であるが、その他に、導体間の半田ブリッジの防止、汚染や湿気か
らの保護、損傷防止、耐環境性、マイグレーション防止、回路間の絶縁の維持および回路
と他の部品（半導体チップ（以下、単にチップという）やプリント配線基板等）との短絡
防止の機能を有している。したがって、ソルダレジスト５は、これらの機能を有する絶縁
材料で構成されている。本実施の形態では、ソルダレジスト５の材料として、熱膨張係数
を考慮して、例えばエポキシ系樹脂およびアクリル系樹脂を用いた。また、本実施の形態
では、このソルダレジスト５の被覆状態（被覆面積や厚さ等）がパッケージ基板２の主面
と裏面とでほぼ均一になるようになっている。なお、これについては後術する。
【００３６】
また、パッケージ基板２には、その主面と裏面とを貫通するベントホール６が設けられて
いる。このベントホール６は、チップ８をパッケージ基板２に固着するための接着剤９中
のボイドや水分等を、半導体装置１の組立工程（後工程）における熱処理前または熱処理
中に外部に逃がすための孔である。なお、このベントホール６についても後述する。
【００３７】
パッケージ基板２の裏面における配線用の導体パターン４には、バンプ電極７が接合され
ている。バンプ電極７は、半導体装置１を実装用の基板上に実装し、かつ、半導体装置１
と実装基板の配線とを電気的に接続するための突起電極である。このバンプ電極７は、例
えば鉛（Ｐｂ）／錫（Ｓｎ）合金からなり、その直径は、例えば０．３～０．５ｍｍ程度
である。なお、バンプ電極７の材料として、例えば錫（Ｓｎ）－銀（Ａｇ）系の鉛フリー
半田を用いることもできる。
【００３８】
このようなパッケージ基板２の総厚（基板本体３、導体パターン４およびソルダレジスト
５の厚さの総和）は、極めて薄く、例えば０．２ｍｍ以下となっている。これにより、半
導体装置１の薄型設計が可能となっている。したがって、このような半導体装置１を搭載
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する電子装置または情報処理装置等の小型、薄型および軽量設計が可能となる。
【００３９】
パッケージ基板２の主面中央には、チップ８がその主面（素子形成面）を上に向けた状態
で実装されている。このチップ８は、例えば銀（Ａｇ）入りペーストまたは銀無しの絶縁
ペースト等のような接着剤９によってパッケージ基板２の主面に固着されている。このチ
ップ８の主面には、例えばマイクロプロセッサ、ＡＳＩＣまたはメモリ等のような集積回
路が形成されている。チップ８の主面の集積回路は、チップ８の最上の配線層に設けられ
たボンディングパッド（外部端子）と電気的に接続されている。そして、そのボンディン
グパッドは、ボンディングワイヤ１０を介してパッケージ基板２の主面の配線用の導体パ
ターン４と電気的に接続されている。ボンディングワイヤ１０は、例えば直径２５μｍ程
度の金（Ａｕ）細線からなり、パッケージ基板２の主面に形成された配線用の導体パター
ン４においてソルダレジスト５から露出された領域に接触されて接合されている。ただし
、チップ８の実装形態はボンディングワイヤ１０で接続されるものに限定されるものでは
なく、例えばチップ８をその主面に設けられたバンプ電極を介してパッケージ基板２の主
面上に実装し、パッケージ基板２の配線と電気的に接続する、いわゆるフェイスダウンボ
ンディング実装形態としても良い。
【００４０】
このようなチップ８およびボンディングワイヤ１０は、パッケージ基板２の主面に被覆さ
れた封止部材１１によって封止されている。封止部材１１は、例えばエポキシ樹脂および
低分子系樹脂からなり、その側面は、パッケージ基板２の主面に対してほぼ垂直になるよ
うに形成されている。このような半導体装置１の全高（実装基板の実装面から半導体装置
１の上面までの高さ）ｈ１は、例えば１．２～１．４ｍｍ程度である。
【００４１】
次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法で用いる短冊基板について説明する。図３お
よび図４は、その短冊基板１２を示している。図３（ａ）は、短冊基板１２の主面（チッ
プ実装面）の平面図、（ｂ）はその裏面（パッケージ搭載面）の平面図を示している。ま
た、図４は、図３のＡ２－Ａ２線の断面図を示している。なお、図３は平面図であるが、
メッキ用の配線にハッチングを付す。
【００４２】
短冊基板１２は、例えば縦×横＝４０～６６ｍｍ×１５１ｍｍ程度、厚さが０．２ｍｍ以
下の平面略長方形状の薄板からなる。この短冊基板１２は、上記パッケージ基板２の母体
であり、上記基板本体３、導体パターン４およびソルダレジスト５を有している。この短
冊基板１２の主面および裏面には、例えばその幅方向に沿って２列、長手方向に沿って９
列、合計２×９＝１８個の半導体装置形成領域ＤＡが配置されている。短冊基板１２の主
面の各半導体装置形成領域ＤＡの破線は、上記チップ８が実装される領域を示している。
また、各半導体装置形成領域ＤＡの隣接境界線は後述の切断線でもある。
【００４３】
短冊基板１２の主面および裏面において四辺の近傍の周辺領域には、半導体装置形成領域
ＤＡの一群（製品領域）を取り囲むように、補強パターン１３（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ
）が設けられている。補強パターン１３は、短冊基板１２の搬送時等の機械的強度を確保
し、かつ、半導体装置１の製造時の熱処理に起因する反りや歪み等を抑制するための部材
である。このような補強パターン１３を設けることにより、極めて薄い短冊基板１２であ
ってもその機械的強度を確保できるので、短冊基板１２を安心して搬送することができる
。また、半導体装置１の製造時の熱処理に起因する反りや歪み等を抑制できるので、その
平坦性を確保することができる。このため、後述の封止工程の際に良好な封止が可能とな
り、半導体装置１の歩留まりを向上させることができる。
【００４４】
補強パターン１３は、機械的強度を確保する観点のみからは短冊基板１２の外周に沿って
連続的に延在させて形成した方が良いが、ここでは、補強パターン１３（補強パターン１
３ｂを除く）が、短冊基板１２の主面および裏面の両方において、半導体装置形成領域Ｄ
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Ａ毎に区分けされて配置されている。これは、半導体装置１の製造時における熱処理に際
しては、短冊基板１２の材料（基板本体３、導体パターン４およびソルダレジスト５）の
熱膨張係数の違い等に起因して短冊基板１２の反りや捻れ等が生じるが、その熱応力は、
半導体装置領域ＤＡの隣接間に相対的に強くかかるので、それを分散、開放することで短
冊基板１２の全体的な平坦性を確保するためである。また、補強パターン１３を区分けし
てないとすると、半導体装置形成領域ＤＡの隣接間における補強パターン１３部分に残像
歪みが生じてしまう場合があるので、それを回避するためでもある。さらに、半導体装置
形成領域ＤＡ毎に補強パターン１３を設けることにより、上記短冊基板１２の全体的な平
坦性の確保に加えて、さらに実質的に半導体装置となる各半導体装置領域ＤＡ毎の平坦性
を確保できるので、樹脂封止を良好に行うことができ、半導体装置１の歩留りの向上を図
ることができるからである。また、短冊基板１２の切断ライン上に補強パターン１３ａが
存在しないことから、短冊基板１２の切断時に補強パターン１３ａの導体異物（ばり）等
の発生を防止でき、その異物に起因する短絡不良等を防止できる。
【００４５】
この補強パターン１３は、例えば銅箔からなり、上記導体パターン４と同様に同工程時に
形成されている。補強パターン１３のうち、補強パターン１３ａは、ベタパターンではな
く、例えばタイル状に形成されている。図５は、補強パターン１３ａの要部拡大平面図、
図６はそのＡ４－Ａ４線の断面図を示している。補強パターン１３ａは、互いに分離され
た矩形状の複数の微細パターン（第１のパターン）が、補強パターン１３ａの長手方向お
よび幅方向に沿って規則的に並んで配置されることで構成されている。ただし、この補強
パターン１３ａでは、その幅方向に沿って隣接する矩形状の微細なパターン同士が、補強
パターン１３ａの長手方向に沿って互いにずれた状態で配置されている。
【００４６】
このように補強パターン１３ａをタイル状としているのは、補強パターン１３ａを上記熱
処理時に伸び縮み可能な構造とすることで、上記熱応力による熱収縮を緩和するためであ
る。すなわち、これにより、半導体装置１の製造工程時の熱処理による熱応力を緩和でき
、また、残像歪みの発生を抑制または防止できるので、短冊基板１２の平坦性をさらに向
上させることができる。
【００４７】
ただし、補強パターン１３ａのパターン形状は、基本的に伸び縮みが可能であり熱応力を
吸収する形状であれば良く、タイル状に限定されるものではなく種々変更可能であり、例
えば図７に示す構造としても良い。図７（ａ）は、補強パターン１３ａの要部拡大平面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ５－Ａ５線の断面図を示している。なお、図７の（ａ）は平面図で
あるが、図面を見易くするための導体パターンにハッチングを付す。
【００４８】
図７に示す補強パターン１３ａは、点状パターンを例示している。この補強パターン１３
ａは、導体膜の一部が除去されることで形成された矩形状の複数の導体膜除去領域１４が
配置されることで構成されている。ただし、この補強パターン１３ａでは、その矩形状の
複数の導体膜除去領域１４が、補強パターン１３ａの幅方向においても同一直線上に並ん
で配置されている。
【００４９】
図５および図７のいずれの補強パターン１３ａでも上記熱応力に関する効果を得ることが
できるが、短冊基板１２の機械的な強度を得る観点からは図５に示したパターンの方が好
ましい。これは、図５の補強パターン１３ａの構造では、その幅方向に隣接するパターン
（導体膜除去領域１４、矩形状微細パターン）同士が、補強パターン１３ａの長手方向に
沿ってずれて配置されているからである。また、上記図５の補助パターン１３ａを用いた
場合には、他の構造に比べて残像歪みを回避する上で特に効果がある。これは、図５のタ
イル状のパターン構造を有する補助パターン１３ａの場合、それを構成する矩形状の微細
なパターンが互いに離れているので、補助パターン１３ａ自体に歪みが残らないからであ
る。
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【００５０】
一方、上記図３および図４の短冊基板１２の主面（チップ実装面）において、その長手方
向の一辺近傍に配置された補強パターン１３ｂは、区分けされておらず、また、タイル状
ではなくベタパターンで形成されている。図８（ａ）は補強パターン１３ｂの要部拡大平
面図、（ｂ）はそのＡ６－Ａ６線の断面図を示している。なお、図８（ａ）は平面図であ
るが、図面を見易くするため導体パターンにハッチングを付す。
【００５１】
補強パターン１３ｂを区分けせず、また、ベタパターンとしたのは、後述のチップ８等の
封止工程に際して、その補強パターン１３ｂの配置された部分が、封止金型のいわゆるゲ
ートが配置される場合を例示しているからである。すなわち、封止樹脂は、補強パターン
１３ｂに直接接触した状態で封止金型のキャビィティ内に流しこまれるので、補強パター
ン１３ｂを分割したり、メッシュ状等にしたりすると、封止工程後、短冊基板１２を封止
金型から剥離することができなくなるという不具合が生じるので、それを回避するためで
ある。したがって、封止金型のゲートが分割されてるタイプであれば、この補強パターン
１３ｂを区分けしてもかまわない。
【００５２】
また、補強パターン１３ｃも、ベタパターンで形成されている。これは、補強パターン１
３ｃは、短冊基板１２を搬送する際の剛性を持たせる部分とされているからである。なお
、図３において導体パターン４ｍは、半導体装置形成領域ＤＡに配置された導体パターン
４にメッキ処理を施す際に電流を供給するためのパターンを示している。
【００５３】
次に、上記短冊基板１２の主面および裏面における半導体装置形成領域ＤＡの導体パター
ン４の配置について説明する。図９は、短冊基板１２の主面における半導体装置形成領域
ＤＡ（すなわち、前記パッケージ基板２の主面（チップ実装面））の全体平面図を示し、
また、図１０は、図９の要部拡大平面図を示している。また、図１１は、短冊基板１２の
裏面における半導体装置形成領域ＤＡ（すなわち、前記パッケージ基板２の裏面（パッケ
ージ実装面））の全体平面図を示し、また、図１２は、図１１の要部拡大平面図を示して
いる。図９～図１２においては、導体パターン４の配置を分かり易くするために導体パタ
ーン４にハッチングを付す。
【００５４】
前記したように短冊基板１２の主面および裏面における半導体装置形成領域ＤＡ（すなわ
ち、パッケージ基板２の主面および裏面）には、導体パターン４の密度を高めるために、
配線用の導体パターン４ａ（４）の他に、ダミー用の導体パターン４ｂ（４）が配置され
ている。このように各半導体装置形成領域ＤＡにおいて導体パターン４の密度を高めるこ
とにより、半導体装置１の製造工程中の熱処理による半導体装置形成領域ＤＡ内、すなわ
ち、パッケージ基板２内における基板反りやうねり等を低減することができる。また、導
体パターン４は、その配置状態（面積、配置位置および密度等）を、短冊基板１２（パッ
ケージ基板２）の主面と裏面とでほぼ同じになるようにすることが好ましい。これにより
、その主面および裏面間の熱収縮量を均一にすることができるので、熱による基板反りや
うねり等を低減できる。これらにより、短冊基板１２およびパッケージ基板２の平坦性を
向上させることが可能となる。また、導体パターン４の密度を高くすることにより、ソル
ダレジスト５のクラックを生じ難くすることができるので、配線用の導体パターン４ａの
断線不良を防止することが可能となる。さらに、互いに隣接する配線用の導体パターン４
間にダミー用の導体パターン４を介在させることにより、その隣接する配線用の導体パタ
ーン４間の浮遊容量を無くし、誘導ノイズの発生を防止できる。
【００５５】
ただし、導体パターン４の密度を高め過ぎると、基板本体３とソルダレジスト５との接触
面積が少なくなる結果、双方の部材間の接着力が低下してしまうので、ダミー用の導体パ
ターン４ｂについては適当な箇所で分割されている。これにより、基板本体３とソルダレ
ジスト５とが接触される領域を確保することができるので、基板本体３とソルダレジスト
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５との接着力を向上させることが可能となっている。また、リフロ時にチップ８の搭載領
域の周辺には、チップ８と短冊基板１２との熱膨張係数の差に起因する応力が集中し易い
ため、ソルダーレジスト５の剥離が発生し易い。そのため、ダミー用の導体パターンの面
積を極力少なくするか、形成しない構造とすることで導体パターン４の断線やソルダレジ
スト５の剥離を低減できる。図９～図１２に示すように、半導体装置形成領域ＤＡ、すな
わち、パッケージ基板２の主面および裏面の中央には、略平面四角形状の大きなダミー用
の導体パターン４ｂが形成されている。このようにチップ８（図２参照）の裏面が対向す
る位置に大きなダミー用の導体パターン４ｂを設けることにより、上記導体パターン４の
密度向上の他、チップ８が動作時に発生した熱の放散性を向上させることが可能となって
いる。また、その中央のダミー用の導体パターン４には、複数の円形状の導体膜除去領域
１４が規則的に配置されている。この導体膜除去領域１４は、導体膜（銅箔等）の一部が
除去されることで形成されたものである。このような導体膜除去領域１４を設けることに
より、短冊基板１２（すなわち、パッケージ基板２）の主面および裏面の導体パターン４
の配置密度を調整することができる。また、基板本体３とソルダレジスト５との接触領域
を確保できるので、基板本体３とソルダレジスト５との接着強度をさらに向上させること
ができる。
【００５６】
なお、図１０の短冊基板１２の主面（パッケージ基板２の主面）の配線用の導体パターン
４ａのうち、平面略矩形状の幅広の導体パターン４ａ１（４）は、上記ボンディングワイ
ヤ１０が接合されるパターン部分である。また、配線用の導体パターン４ａのうちの平面
略楕円形状の幅広の導体パターン４ａ２（４）は、上記スルーホールが配置されるパター
ン部分である。また、図１１の短冊基板１２の裏面（パッケージ基板２の裏面）の配線用
の導体パターン４ａのうち、比較的幅広の導体パターン４ａ３（４）は、前記スルーホー
ルが配置され、かつ、前記バンプ電極７が接合されるパターン部分である。
【００５７】
次に、上記短冊基板１２の主面および裏面における半導体装置形成領域ＤＡのソルダレジ
スト５の配置について説明する。図１３は、短冊基板１２の主面における半導体装置形成
領域ＤＡ（すなわち、前記パッケージ基板２の主面（チップ実装面））の全体平面図を示
している。また、図１４（ａ）は図１３の中央部の拡大平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ７－
Ａ７線の断面図、（ｃ）は（ａ）のような構造としたことよる作用の説明図を示している
。さらに、図１５は、短冊基板１２の裏面における半導体装置形成領域ＤＡ（すなわち、
前記パッケージ基板２の裏面（パッケージ実装面））の全体平面図を示している。図１３
、図１４（ａ）および図１５においては、ソルダレジスト５の配置を分かり易くするため
にソルダレジスト５にハッチングを付した。
【００５８】
前記したように短冊基板１２の主面および裏面における半導体装置形成領域ＤＡ（すなわ
ち、パッケージ基板２の主面および裏面）には、ソルダレジスト５がほぼ均一に被着され
ている。すなわち、その主面および裏面には、ソルダレジスト５がほぼ同じ厚さで、ほぼ
同じ面積で被着されている。特に、導体パターン４の無い領域の主面および裏面の熱収縮
差を最小限にすべく、導体パターン４の無い領域にもソルダレジスト５が形成されている
。これにより、短冊基板１２（パッケージ基板２）の主面および裏面の熱収縮量を一定に
することができるので、半導体装置１の製造工程中の熱処理による半導体装置形成領域Ｄ
Ａ内、すなわち、パッケージ基板２内における基板反りやうねり等を低減することができ
る。したがって、短冊基板１２およびパッケージ基板２の平坦性を向上させることが可能
となる。
【００５９】
また、本実施の形態においては、図１３および図１４に示すように、ベントホール６の周
囲に、それを取り囲むようにソルダレジスト５が残され、さらにその周囲を取り囲むよう
に円形枠状のレジスト除去領域１５ａが形成されている。このレジスト除去領域１５ａは
、接着剤９による目詰まり防止用のダムとして機能している。すなわち、レジスト除去領
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域１５ａを設けていないとすると、パッケージ基板２の主面上に接着剤９を介してチップ
８を固着する際に、その接着剤９がチップ８からの押圧力によってパッケージ基板２の主
面に沿って流動し、ベントホール６を塞いでしまう。これに対して、レジスト除去領域１
５ａを設けておくことにより、図１４（ｃ）に示すように、押し流されてきた接着剤９は
レジスト除去領域１５ａ内に溜まり捕縛されるので、ベントホール６の目詰まりを防止す
ることができる。
【００６０】
なお、図１３において、矩形状の複数のレジスト除去領域１５ｂからは上記ボンディング
ワイヤ接続用の導体パターン４ａ１が露出されている。また、図１５において、円形状の
複数のレジスト除去領域１５ｃからは上記バンプ電極接続用の導体パターン４ａ３が露出
されている。
【００６１】
次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法を図１６～図２９によって説明する。なお、
図１６～図２０，図２３～図２９は、半導体装置の製造工程中における要部断面図を示し
ている。
【００６２】
本実施の形態の半導体装置の製造方法は、上記短冊基板１２に実装された複数のチップ８
を一括して封止するＭＡＰ（Ｍｏｌｄ　Ａｒｒａｙ　Ｐａｃｋａｇｅ）方式の製造方法で
ある。
【００６３】
まず、図１６に示すように、前記短冊基板１２を用意した後、その短冊基板１２の主面の
チップ実装領域に、図１７に示すように、例えば絶縁ペースト等のような接着剤９を使っ
てチップ８を実装する。チップ８の寸法は、例えば縦×横＝５ｍｍ×５ｍｍ～８ｍｍ×８
ｍｍ程度、厚さ０．２８ｍｍ程度である。
【００６４】
続いて、図１８に示すように、チップ８のボンディングパッドと、短冊基板１２の主面の
配線用の導体パターン４ａ１とを、例えば金からなるボンディングワイヤ１０によって電
気的に接続する。この際、例えば超音波振動と熱圧着とを併用した周知のワイヤボンダを
使用した。
【００６５】
その後、図１９および図２０に示すように、前記ワイヤボンディング工程を経た後の短冊
基板１２を成形金型１６に搬送する。この際、前記のように短冊基板１２は剛性を有する
構造とされているので、変形やへこみ等をあまり心配せずに安心して搬送することができ
る。なお、図２０は、図１９に直交する面の断面図を示している。
【００６６】
本実施の形態において成形金型１６は、短冊基板１２の主面上の複数のチップ８を一括し
て樹脂封止可能な一括モールド構造となっている。この封止金型１６の下型１６ａには、
複数の真空吸引孔１７が設けられている。この真空吸引孔１７は、封止工程（短冊基板１
２を成形金型１６にセットしてから短冊基板１２上の複数のチップ８を封止樹脂で封止す
るまでの工程）に際して、短冊基板１２の裏面（パッケージ実装面）側を吸引吸着するこ
とにより、極めて薄い短冊基板１２をしっかり押さえ、かつ、特に、下型１６ａの熱に起
因する短冊基板１２の反りや歪み等を抑制するための孔である。
【００６７】
また、上型１６ｂには、キャビティ１６ｃ、カルブロック１６ｄおよびゲート１６ｅが設
けられている。キャビティ１６ｃは、成形部に相当する樹脂注入領域である。本実施の形
態では、短冊基板１２の複数のチップ８を各々分けることなく一括して封止可能な大型の
キャビティ１６ｃが設けられている。すなわち、キャビティ１６ｃは、１個のキャビティ
１６ｃ内に複数のチップ８を収容可能なようになっている。また、カルブロック１６ｄは
、後述のプランジャで注入された成形材料をキャビティ１６ｃに供給するために金型に設
けられた凹みおよび凹みに残留し固化した樹脂部分である。ゲート１６ｅは、成形金型１
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６において溶融樹脂がキャビティ１６ｃに注入される注入口である。この上型１６ｂには
、エジェクタピン１８がキャビティ１６ｃに突出可能なように設けられている。このエジ
ェクタピン１８は、封止工程後、短冊基板１２を成形金型１６から離形するための部材で
ある。エジェクタピン１８は、上記半導体装置形成領域ＤＡの一群（製品領域）の外周、
すんわち、最終的に切断されて半導体装置１には残されない領域に配置されている。これ
は、短冊基板１２に形成された封止部材にエジェクタピン１８を押し付けて短冊基板１２
を取り出す際に、封止部材にエジェクタピン１８の跡や傷が残るので、それが半導体装置
１に残されないように考慮したものである。
【００６８】
この成形金型１６の一例を図２１および図２２に示す。図２１は、成形金型１６の全体斜
視図、図２２は成形金型１６の下型１６ａの成形面を示している。なお、図２１は、下型
１６ａおよび上型１６ｂの成形面が見易くなるように示しているものであって、下型１６
ａと上型１６ｂとの開閉状態を示すものではない。
【００６９】
ここでは、１回の封止工程で２枚の短冊基板１２に対して封止処理が可能な成形金型１６
が例示されている。下型１６ａの成形面においてその幅方向の中央には、ポット／プラン
ジャ部１６ｆが下型１６ａの長手方向に沿って複数個並んで配置されている。このポット
／プランジャ部１６ｆのポットは、成形材料の供給口であり、プランジャは、ポット内の
成形材料をキャビティ１６ｃ内に注入、加圧保持させる構成部である。このポット／プラ
ンジャ部１６ｆの列の両側に短冊基板１２が載置されるようになっている。
【００７０】
また、この下型１６ａの成形面において短冊基板１２の載置領域には、上記した複数の真
空吸引孔１７が規則的に並んで配置されている（黒丸で表示）。この真空吸引孔１７の配
置は、短冊基板１２の平面内において、前記半導体装置形成領域ＤＡの一群の領域（製品
領域）の外側であることが好ましい。これは、後述のように樹脂封止工程時に、短冊基板
１２の裏面を真空吸引することに起因して封止樹脂に小さな突起が形成されてしまう恐れ
があるので、半導体装置１にその突起が残されるのを回避するためである。しかし、本実
施の形態では、短冊基板１２の平面寸法が大きいこともあり、短冊基板１２をしっかりと
真空吸引して短冊基板１２の平坦性を確保する観点から短冊基板１２の幅方向の中央の線
（中心線）上に対応する位置にも真空吸引孔１７を配置している。この中心線上は、後述
の切断エリアに相当し切断されてしまう領域なので、封止工程直後の段階でその線上に上
記突起が形成されていたとしても、最終的な半導体装置１には残らないか、また、残って
も外観不良とならないような非常に小さなものとすることができるからである。このよう
な目的を達成する観点から下型１６ａを多孔質材料で構成し、短冊基板１２の裏面をその
全面内においてほぼ均一に真空吸引する構造としても良い。この場合は、短冊基板１２の
裏面全面を真空吸引することができるので、上記突起の問題が生じない。すなわち、上記
突起に起因する半導体装置１の歩留まり低下を回避できる。
【００７１】
一方、上型１６ｂの成形面において、その幅方向中央には、上記カルブロック１６ｄが上
型１６ｂの長手方向に沿って複数個並んで配置されている。また、上型１６ｂの成形面に
おいて、カルブロック１６ｄ列の両側にキャビティ１６ｃが配置されている。各カルブロ
ック１６ｄと、その両側のキャビティ１６ｃとはゲート１６ｅを通じて連通している。
【００７２】
次いで、図２３に示すように、下型１６ａの成形面上に短冊基板１２を載置した後、下型
１６ａの温度を、例えば１７５℃程度に設定したまま短冊基板１２に対して２０秒程度の
プリヒート処理を施す。この処理は、熱による短冊基板１２の変形を落ち着かせる等の目
的がある。
【００７３】
本実施の形態では、前記のように短冊基板１２自体の構造が熱応力等に起因する反り、う
ねりおよび歪み等（以下、反り等と略す）の生じ難い構造とされている。これにより、短
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冊基板１２を成形金型１６に搭載した際に熱伝導性メカニズムに起因して発生する短冊基
板１２の上記反り等を低減することができる。そして、前記したように短冊基板１２の全
体的な平坦性のみならず、個々の半導体装置形成領域ＤＡ単位での平坦性をも確保するこ
とができる。
【００７４】
続いて、図２４に示すように、下型１６ａおよび上型１６ｂの温度を、例えば１７５℃程
度に設定した状態で、短冊基板１２の裏面を真空吸引孔１７によって吸着し、短冊基板１
２と下型１６ａの成形面とを密着させる。この時、本実施の形態では、前記したように短
冊基板１２が極めて薄いので、短冊基板１２を良好に真空吸引できる。このように本実施
の形態では、封止処理に当たり、短冊基板１２の裏面を真空吸引することにより、上記熱
処理に起因する前記反り等をさらに低減することができる。このため、製品取得個数の増
加要求により短冊基板１２の平面積がさらに大型になっても、また、半導体装置の薄型要
求から短冊基板１２の厚さがさらに薄くなったとしても、上記熱処理に起因する前記反り
等を生じさせることなく、短冊基板１２の全体および半導体装置形成領域ＤＡ毎の平坦性
を確保した状態で樹脂封止を行うことができる。なお、図２４以降の真空吸引孔１７に示
した矢印は真空吸引の方向を示している。
【００７５】
続いて、図２５に示すように、上記温度および真空吸引処理を維持したまま、上型１６ｂ
のキャビティ１６ｃ内に、例えばエポキシ系樹脂および低分子系樹脂の封止樹脂を流し込
み、短冊基板１２の主面の複数のチップ８およびボンディングワイヤ１０等を一括して封
止することにより、短冊基板１２の主面側に複数のチップ８を内包する一体的な立方形状
の封止部材１１を成型する。この際、本実施の形態では、短冊基板１２の平坦性が高いの
で、平準な樹脂封止が可能となる。したがって、半導体装置１の外観不良の発生率を低減
でき、半導体装置１の歩留まりを向上させることができる。続いて、図２６に示すように
、上記下型１６ａおよび上型１６ｂの温度を上記のままにした状態で、上型１６ｂのエジ
ェクタピン１８をキャビティ１６ｃ側に突き出し、封止工程後の封止部材１１を有する短
冊基板１２を成形金型１６から取り出す。この段階の封止部材１１は、複数のチップ８を
内包している。封止部材１１において、各半導体装置形成領域の隣接間には空隙が介され
ず封止部材１１が充填されている。
【００７６】
次いで、図２７に示すように、短冊基板１２の裏面の各半導体装置形成領域ＤＡの配線用
の導体パターン４（４ａ３）に、半田バンプ７Ａを合わせて接続する。半田バンプ７Ａを
導体パターン４に接続するには、あらかじめホール状に形成された複数個の半田バンプ７
Ａをツール１９を用いて保持し、この状態でフラックス槽に半田バンプ７Ａを浸漬してそ
れらの表面にフラックスを塗布した後、フラックスの粘着力を利用してそれぞれの半田バ
ンプ７Ａを対応する導体パターン４（４ａ３）に同時仮付けする。
【００７７】
上記半田バンプ７Ａは、鉛／錫合金からなり、その直径は、例えば０．５ｍｍ程度である
。半田バンプ７Ａは、１個分の半導体装置形成領域ＤＡ内の半田バンプ７Ａを同時に一括
して接続しても良いが、バンプ接続工程のスループットを向上させる観点からは、複数の
半導体装置形成領域ＤＡの半田バンプ７Ａを一括して接続することが望ましい。この場合
、面積の大きなツール１９を使用することになるので、短冊基板１２に反りや変形等があ
ると、一部の半田バンプ７Ａが導体パターン４に接合されないという問題が生じる場合が
ある。これに対して、本実施の形態では、ここまでの工程で短冊基板１２に生じる反りや
変形等が極めて少ないので、複数の半導体装置形成領域ＤＡの複数の半田バンプ７Ａを、
それぞれに対応する複数の導体パターン４（４ａ３）に同時に一括して精度良く接続する
ことが可能である。また、反りや変形の度合いのバラツキも考慮し、半田バンプを搭載す
る際、短冊基板１２全体を強制クランプし平坦性を保持する機構を有する装置を使用する
ことにより、さらに精度良く接続することができる。
【００７８】
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その後、半田バンプ７Ａを２３５±５℃程度の温度で加熱リフローすることで導体パター
ン４（４ａ３）に固着させて、図２８に示すように、バンプ電極７を形成した後、短冊基
板１２の表面に残されたフラックス残渣等を中性洗剤等を使って除去することで、バンプ
接続工程が完了する。
【００７９】
次いで、上記短冊基板１２を切断することにより、前記図１および図２に示した半導体装
置１を複数個得る。短冊基板１２から半導体装置１を得るには、図２９に示すように、半
導体ウエハをチップ８に分割する時と同様に、短冊基板１２の裏面からダイシングブレー
ド２０を使って短冊基板１２を切断する。
【００８０】
このように本実施の形態においては、一括モールドを前提に短冊基板１２の面積当たりの
製品取得数を上げることにより、短冊基板１２の単価を低減することが可能となる。また
、成形金型１６についても多種形状の金型を必要としないので、イニシャルコストを低減
できる。さらに、一括多数加工処理が複数の工程に渡って可能となるので、半導体装置１
の製造コストを低減することが可能となる。
【００８１】
次に、このようにして製造された半導体装置１を有する電子装置の一例を図３０および図
３１に示す。図３０は、電子装置２１の一部の平面図、図３１は、その側面図を示してい
る。
【００８２】
電子装置２１は、例えばメモリカードを示している。ただし、本実施の形態の半導体装置
１の適用例はメモリカードに限定されるものではなく種々適用可能であり、例えばロジッ
ク回路を構成するものや一般的なプリント配線基板上に搭載して所定の回路を構成するも
のにも適用できる。
【００８３】
電子装置２１を構成する実装基板２２は、その基板本体が前記半導体装置１のパッケージ
基板２と同様に、例えばガラス・エポキシ樹脂からなり、その主面（パッケージ実装面）
には、複数のＦＢＧＡ型の半導体装置１が、その裏面（パッケージ実装面）を実装基板２
１の主面（パッケージ実装面）に向けた状態でバンプ電極７を介して実装されている。実
装基板２２の構成材料を半導体装置１のパッケージ基板２の基板本体３の材料と同一とし
たことにより、半導体装置１と実装基板２２との熱膨張係数差を低減でき、その差に起因
する熱応力の発生を低減できるので、複数の半導体装置１の実装上の信頼性を向上させる
ことが可能となる。
【００８４】
ここでは、各半導体装置１に、例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）またはフラッシュメモリ（ＥＥＰＲＯＭ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等のようなメモリ
回路が形成されている。半導体装置１のメモリ回路は、その裏面（パッケージ実装面）の
バンプ電極７を通じて実装基板２２の配線と電気的に接続されており、これにより実装基
板２２上に全体として所定容量のメモリ回路が形成されている。
【００８５】
また、実装基板２２の主面には、ＴＱＦＰ（Ｔｈｉｎ　Ｑｕａｄ　Ｆｌａｔ　Ｐａｃｋａ
ｇｅ）型の半導体装置２３が実装されている。この半導体装置２３は、そのパッケージ本
体の四側面から突出されたガルウィング状のリードを通じて実装基板２２の配線と電気的
に接続されている。この半導体装置１は、上記実装基板２２上に形成された所定容量のメ
モリ回路に組み込まれて、そのメモリ回路の動作を制御する機能を有している。実装基板
２２の一端には、その辺に沿って外部端子２４が複数並んで配置されている。この外部端
子２４は、上記実装基板２２上の配線と電気的に接続されており、実装基板２２上に形成
された所定容量のメモリ回路と外部装置とを電気的に接続する機能を有している。なお、
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半導体装置１，２３の全高は、ほぼ同じ程度である。
【００８６】
（実施の形態２）
本実施の形態２においては、前記半導体装置の製造方法の他の一例を説明する。図３２お
よび図３３は、成形金型１６に前記短冊基板１２を搬送した状態を示している。なお、図
３３は、図３２に直交する面の断面図である。
【００８７】
本実施の形態においては、成形金型１６に、ラミネート機構部２５が設けられている。ラ
ミネート機構部２５は、ラミネートフィルム２５ａと、その巻き取り用のリール２５ｂと
を有している。ラミネートフィルム２５ａは、上型１６ｂ２のキャビティ１６ｃの内壁面
をほぼ全体的に覆える大きさに形成された耐熱性の高い絶縁フィルムからなり、成型金型
１６の下型１６ａ２と、上型１６ｂ２との間に介在されている。
【００８８】
本実施の形態においては、成型金型１６の下型１６ａ２に真空吸引孔が設けられていない
。それ以外の下型構造は、前記実施の形態１で説明した下型と同じである。また、本実施
の形態では、上型１６ｂ２に、複数の真空吸引孔２６が配置されている。この真空吸引孔
２６は、樹脂封止処理に際して、上記ラミネートフィルム２５ａを上型１６ｂ２のキャビ
ティ１６ｃ側に吸着させるための孔である。この真空吸引孔２６の平面位置は、前記実施
の形態１の下型１６ａに形成された真空吸引孔１７（図１９～図２２参照）と、ほぼ同じ
理由で同じ位置となっている。すなわち、真空吸引孔２６は、短冊基板１２の製品領域外
周の周辺領域に配置することが好ましい。これは、樹脂封止工程時に真空吸引することで
封止樹脂に真空吸引孔２６に起因する小さな突起（穴跡）が形成されてしまう恐れが考え
られるので、それを回避するためである。しかし、本実施の形態では、短冊基板１２上の
全てのチップ８を一括して封止することからキャビティ１６ｃの面積が大きいこともあり
、ラミネートフィルム２５ａにしわ等が生じないように真空吸引する必要性がある。例え
ば短冊基板１２の幅方向の中央の線（中心線）上に対応する位置にも真空吸引孔２６を配
置しても良い。この中心線上は、後述の切断エリアに相当し切断されてしまう領域なので
、封止工程直後の段階でその線上に上記穴跡が形成されたとしても、最終的な半導体装置
１には残らないか、また、残っても外観不良とならないような非常に小さなものとするこ
とができるからである。このような目的を達成する観点から上型１６ｂ２を多数孔構造ま
たは多孔質材料で構成し、ラミネートフィルム２５ａの上面をその全面内においてほぼ均
一に真空吸引する構造としても良い。この場合は、ラミネートフィルム２５ａの上面全面
を真空吸引することができるので、上記穴跡に起因する半導体装置１の歩留まり低下を回
避できる。また、上型１６ｂ２には、エジェクターピンが設けられていない。これについ
ては後述する。それ以外の上型構造は、前記実施の形態１で説明した上型と同じである。
【００８９】
まず、図３４に示すように、上記のような成型金型１６の下型１６ａ２の成形面上に短冊
基板１２を載置した後、前記実施の形態１と同様に、下型１６ａ２の温度を、例えば１７
５℃程度に設定したまま短冊基板１２に対して２０秒程度のプリヒート処理を施す。この
処理は、熱による短冊基板１２の変形を落ち着かせる等の目的がある。
【００９０】
本実施の形態では、前記のように短冊基板１２自体の構造が熱応力等に起因する前記反り
等の生じ難い構造とされているので、短冊基板１２を成形金型１６に搭載した際に熱伝導
性メカニズムに起因して発生する短冊基板１２の前記反り等を低減することができる。そ
して、前記したように短冊基板１２の全体的な平坦性のみならず、個々の半導体装置形成
領域ＤＡ単位での平坦性をも確保することができる。
【００９１】
続いて、図３５に示すように、下型１６ａ２および上型１６ｂ２の温度を、例えば１７５
℃程度に設定した後、ラミネートフィルム２５ａの上面（上型１６ｂ２に対向する面）を
真空吸引孔２６によって吸着し、ラミネートフィルム２５ａを上型１６ｂ２に密着させる
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。なお、図３５以降の真空吸引孔２６に付した矢印は真空吸引の方向を示している。
【００９２】
続いて、図３６に示すように、上記温度および真空吸引処理を維持したまま、上型１６ｂ
２のキャビティ１６ｃ内に、例えばエポキシ系樹脂および低分子系樹脂の封止樹脂を流し
込み、短冊基板１２の主面の複数のチップ８およびボンディングワイヤ１０等を一括して
封止することにより、短冊基板１２の主面側に複数のチップ８を内包する一体的な封止部
材１１を成型する。ここでも、前記実施の形態１と同様に、短冊基板１２の平坦性が高い
ので、平準な樹脂封止が可能となる。したがって、半導体装置１の外観不良の発生率を低
減でき、半導体装置１の歩留まりを向上させることができる。なお、図３６中の矢印は真
空吸引の方向を示している。
【００９３】
続いて、図３７に示すように、上記下型１６ａ２の温度を上記のままにした状態で、ラミ
ネートフィルム２５ａに対する真空吸引を止めて、ラミネートフィルム２５ａの張力を利
用して、封止工程後の封止部材１１を有する短冊基板１２を成形金型１６から取り出す。
この際、上型１６ｂ２のキャビティ１６ｃの内壁面と封止部材１１の表面との間にラミネ
ートフィルム２５ａが介在されおり上型１６ｂ２と封止部材１１とが直接接触してないこ
と、封止部材１１をキャビティ１６ｃから取り出す際に封止部材１１の表面の点ではなく
面に対して力を加えること等から比較的小さな力で上型１６ｂ２から封止部材１１を剥離
することができる。したがって、本実施の形態では、封止後の短冊基板１２を取り出すた
めのエジェクターピンを上型１６ｂ２に設ける必要が無いので、エジェクターピンの配置
領域として短冊基板１２（封止部材１１）側に設けていた領域を有効活用することができ
る。また、封止部材１１と上型１６ｂ２との離形性を向上させることができるので、さら
に大型の樹脂封止が可能となる。しかも、成型金型１６内の清掃頻度を低減できるので、
半導体装置１の製造コストを低減することが可能となる。これ以降の工程は、前記実施の
形態１で説明したのと同じなので説明を省略する。
【００９４】
（実施の形態３）
本実施の形態３においては、前記半導体装置の製造方法の他の一例を説明する。図３８は
、成形金型１６に前記短冊基板１２を搬送した状態を示している。
【００９５】
本実施の形態３においては、成形金型１６に、前記実施の形態２で説明したラミネート機
構部２５が設けられている。成型金型１６の下型１６ａの構造は、前記実施の形態１で説
明したのと同じである。すなわち、下型１６ａには複数の真空吸引孔１７が前記実施の形
態１と同様に配置されている。また、上型１６ｂ２は、前記実施の形態２で説明したのと
同じである。すなわち、上型１６ｂ２にも複数の真空吸引孔２６が前記実施の形態２と同
様に配置されている。
【００９６】
まず、図３９に示すように、上記のような成型金型１６の下型１６ａの成形面上に短冊基
板１２を載置した後、下型１６ａ２の温度を、例えば１７５℃程度に設定したまま短冊基
板１２に対して２０秒程度のプリヒート処理を施す。この処理は、熱による短冊基板１２
の変形を落ち着かせる等の目的がある。本実施の形態でも、前記実施の形態１，２と同様
に、短冊基板１２の前記反り等を低減することができ、短冊基板１２の全体的な平坦性お
よび個々の半導体装置形成領域ＤＡ単位での平坦性を確保することができる。
【００９７】
続いて、図４０に示すように、下型１６ａおよび上型１６ｂ２の温度を、例えば１７５℃
程度に設定した状態で、短冊基板１２の裏面を真空吸引孔１７によって吸着する。この時
、本実施の形態でも、短冊基板１２が極めて薄いので、短冊基板１２を良好に真空吸引で
きる。このように本実施の形態でも、封止処理に当たり、短冊基板１２の裏面を真空吸引
することにより、上記熱処理に起因する前記反り等をさらに低減することができる。この
ため、製品取得個数の増加要求により短冊基板１２の平面積がさらに大型になっても、ま
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た、半導体装置の薄型要求から短冊基板１２の厚さがさらに薄くなったとしても、上記熱
処理に起因する反り等が生じさせることなく、短冊基板１２の全体および半導体装置形成
領域ＤＡ毎の平坦性を確保した状態で樹脂封止を行うことができる。なお、図４０以降の
真空吸引孔１７に付した矢印は真空吸引の方向を示している。
【００９８】
続いて、図４１に示すように、下型１６ａおよび上型１６ｂ２の温度を、例えば１７５℃
程度に設定したまま、また、下型１６ａでの真空吸引状態を維持したまま、ラミネートフ
ィルム２５ａの上面（上型１６ｂ２に対向する面）を真空吸引孔２６によって吸引し、ラ
ミネートフィルム２５ａを上型１６ｂ２に密着させる。なお、図４１以降の真空吸引孔２
６に付した矢印は真空吸引の方向を示している。
【００９９】
続いて、図４２に示すように、上記温度および真空吸引状態を維持したまま、上型１６ｂ
２のキャビティ１６ｃ内に、例えばエポキシ系樹脂および低分子系樹脂の封止樹脂を流し
込み、短冊基板１２の主面の複数のチップ８およびボンディングワイヤ１０等を一括して
封止することにより、短冊基板１２の主面側に複数のチップ８を内包する一体的な封止部
材１１を成型する。ここでも、前記実施の形態１と同様に、短冊基板１２の平坦性が高い
ので、平準な樹脂封止が可能となる。したがって、半導体装置１の外観不良の発生率を低
減でき、半導体装置１の歩留まりを向上させることができる。
【０１００】
続いて、図４３に示すように、上記下型１６ａ２の温度を上記のままにした状態で、前記
実施の形態２と同様に、ラミネートフィルム２５ａに対する真空吸引を止めて、ラミネー
トフィルム２５ａを利用して、封止工程後の封止部材１１を有する短冊基板１２を成形金
型１６から取り出す。この際、前記実施の形態２と同様の理由から、上型１６ｂ２から封
止部材１１を比較的小さな力で剥離することができる。したがって、本実施の形態におい
ても、前記実施の形態２と同様に、エジェクターピンを無くせるので、エジェクターピン
の配置領域を有効活用することができる。また、成型金型１６内の清掃頻度を低減できる
ので、半導体装置１の製造コストを低減することが可能となる。しかも、本実施の形態で
は、熱による短冊基板１２の反り等を抑制または防止でき、また、封止部材１１の離型性
を向上させることから、短冊基板１２や封止部材１１の大型化を阻害する要因を少なくす
ることができるので、短冊基板１２や封止部材１１のさらなる大型化が可能となる。した
がって、１つの短冊基板１２から取得できる半導体装置１の量の増加や半導体装置形成領
域内に搭載できるチップの個数の増加が期待できる。このため、半導体装置１のコスト低
減や性能向上をさらに推進することが可能となる。これ以降の工程は、前記実施の形態１
で説明したのと同じなので説明を省略する。
【０１０１】
（実施の形態４）
本実施の形態においては、前記半導体装置の構造の変形例を説明する。
【０１０２】
図４４は、本発明の他の実施の形態である半導体装置１の断面図を示している。図４４に
おいては、ベントホールを無くし、チップ８の固定を固いペースト材料または樹脂封止材
と同質のレジンペースト等からなる接着剤９とすることにより、高温温度サイクルに対応
できるようにしたものである。
【０１０３】
また、図４５は、本発明のさらに他の実施形態である半導体装置１の断面図を示している
。図４５においては、ソルダーレジスト５の熱収縮の影響を受け難くすべく、ソルダーレ
ジスト５を部分的に削除することにより、温度サイクル性を向上させるようにしたもので
ある。
【０１０４】
（実施の形態５）
本実施の形態においては、前記短冊基板の構造の変形例を説明する。
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【０１０５】
図４６は、短冊基板１２の変形例の平面図を示している。図４６（ａ）は、短冊基板１２
のチップ実装面、（ｂ）はその裏面のパッケージ実装面を示している。なお、図４６にお
いては図面を見易くするため一部にハッチングを付す。
【０１０６】
本実施の形態においては、補強パターン１３ａが、前記実施の形態１と同様に短冊基板１
２の外周に沿って複数個分割されて配置されている。ただし、本実施の形態では、補強パ
ターン１３ａ～１３ｃ（１３）が全てベタパターンで形成されている。この場合も、前記
実施の形態１と同様に、短冊基板１２の機械的強度を確保できる上、半導体装置１の製造
時の熱処理に起因する反りや歪み等を抑制でき、その平坦性を確保することができるので
、封止工程の際に良好な封止が可能となり、半導体装置１の歩留まりを向上させることが
できる。また、補強パターン１３ａを区分けして配置することにより、前記実施の形態１
と同様に、短冊基板１２における半導体装置領域ＤＡの隣接間に相対的に強くかかる熱応
力を分散、開放することができるので、短冊基板１２の全体的な平坦性を確保することが
できる。また、補強パターン１３ａに残像歪みが生じるのを抑制または防止できる。さら
に、短冊基板１２の半導体装置形成領域ＤＡ毎の平坦性を確保できるので、樹脂封止を良
好に行うことができ、半導体装置１の歩留りを向上させることができる。また、短冊基板
１２の切断ライン上に補強パターン１３ａが存在しないことから、短冊基板１２の切断時
に補強パターン１３ａの導体異物（ばり）等の発生を防止でき、その異物に起因する短絡
不良等を防止できる。
【０１０７】
（実施の形態６）
本実施の形態においては、前記短冊基板の構造の変形例を説明する。図４７は、短冊基板
１２の変形例の平面図を示している。図４７（ａ）は、短冊基板１２のチップ実装面、（
ｂ）はその裏面のパッケージ実装面を示している。なお、図４６においては図面を見易く
するため一部にハッチングを付す。
【０１０８】
本実施の形態においては、短冊基板１２の主面および裏面においてその長辺近傍の周辺領
域に補強パターン１３ｄ（１３）が配置されている。また、短冊基板１２の主面および裏
面においてその短辺近傍の周辺領域に補強パターン１３ｅ（１３）が配置されている。
【０１０９】
補強パターン１３ｄは、半導体装置形成領域ＤＡ間での区分けは行われておらず、短冊基
板１２の長手方向に沿って延在されている。この補強パターン１３ｄは、前記実施の形態
１と同様にタイル状にパターン形成されている。ただし、この場合も、伸縮可能な構造で
あればタイル状に限定されるものではなく種々変更可能であり、例えば前記実施の形態１
で説明した点状としても良い。また、補強パターン１３ｅは、短冊基板１２の幅方向に沿
って延在されており、これもタイル状に形成されている。これら補強パターン１３ｄ，１
３ｅは、前記実施の形態１の補強パターン１３ａ等と同様の導体材料（銅箔等）からなる
。
【０１１０】
本実施の形態によれば、前記実施の形態１と同様に、短冊基板１２の機械的強度を確保で
きる上、補強パターン１３ｄを上記熱処理時に伸び縮み可能な構造とすることで、半導体
装置１の製造工程時の熱処理による熱応力を緩和でき、また、残像歪みの発生を抑制また
は防止できるので、短冊基板１２の平坦性をさらに向上させることができる。
【０１１１】
以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明
は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能
であることはいうまでもない。
【０１１２】
例えば前記実施の形態１～３，５，６においては、ベントホールをパッケージ基板（半導
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体装置形成領域）の中央に１つ配置する構造としたが、これに限定されるものではなく、
ベントホールを複数個設けても良い。
【０１１３】
また、前記実施の形態１では、複数の半導体チップを一括して樹脂封止する際に、短冊基
板を下型に真空吸着するようにしているが、その真空吸着を行わないで通常の樹脂封止を
行っても良い。この場合、短冊基板は、前記したように熱応力に対して強い構造となって
いることから平坦性を確保した状態での樹脂封止が可能となる。
【０１１４】
以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であ
るＦＢＧＡ型の半導体装置に適用した場合について説明したが、それに限定されるもので
はなく、例えばＣＳＰ、ＢＧＡ、ＬＧＡ（Ｌａｎｄ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）型の半導体
装置およびその製造方法にも適用できる。
【０１１５】
【発明の効果】
本願によって開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば、以下の通りである。
（１）．本発明によれば、複数の半導体チップを第１の面に実装した第１の基板を金型内
にセットし、前記複数の半導体チップを一括して樹脂封止することにより封止部材を成型
した後、前記金型から離形された前記第１の基板および封止部材を切断して複数の半導体
装置を得ることにより、単位面積当たりの製品取得数を増加させることができるので、半
導体装置の製造コストを低減することが可能となる。
（２）．本発明によれば、前記第１の基板がこれを実装する第２の基板と熱膨張係数が等
しくなるような絶縁材料を主体として構成されていることにより、半導体装置の信頼性を
向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の斜視図である。
【図２】図１のＡ１－Ａ１線の断面図である。
【図３】（ａ）は図１の半導体装置の製造工程で用いる短冊基板の主面の平面図、（ｂ）
は（ａ）の裏面の平面図である。
【図４】図３（ａ）のＡ２－Ａ２線の断面図である。
【図５】図３の短冊基板における補強パターンの要部拡大平面図である。
【図６】図５のＡ４－Ａ４線の断面図である。
【図７】（ａ）は図３の短冊基板における補強パターンの他の変形例を示す要部拡大平面
図、（ｂ）は（ａ）のＡ５－Ａ５線の断面図である。
【図８】（ａ）は図３の短冊基板における補強パターンの要部拡大平面図、（ｂ）は（ａ
）のＡ６－Ａ６線の断面図である。
【図９】図３の短冊基板の主面における半導体装置形成領域の導体パターンの一例を示す
平面図である。
【図１０】図９の要部拡大平面図である。
【図１１】図３の短冊基板の裏面における半導体装置形成領域の導体パターンの一例を示
す平面図である。
【図１２】図１１の要部拡大平面図である。
【図１３】図３の短冊基板の主面における半導体装置形成領域の絶縁膜パターンの一例を
示す平面図である。
【図１４】（ａ）は図１３の中央部の拡大平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ７－Ａ７線の断面
図、（ｃ）は（ａ）のような構造としたことよる作用の説明図である。
【図１５】図３の短冊基板の裏面における半導体装置形成領域の絶縁膜パターンの一例を
示す平面図である。
【図１６】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面
図である。
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【図１７】図１６に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図１８】図１７に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図１９】図１８に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２０】図１９に垂直な面の断面図である。
【図２１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程で用いた成形金型の一例の
説明図である。
【図２２】図２１の成形金型の下型における成形面の要部拡大平面図である。
【図２３】図１９に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２４】図２３に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２５】図２４に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２６】図２５に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２７】図２６に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２８】図２７に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図２９】図２８に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図３０】本発明の一実施の形態である半導体装置を実装した実装基板の平面図である。
【図３１】図３０の側面図である。
【図３２】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造工程中における短冊基板の断
面図である。
【図３３】図３２に垂直な面の断面図である。
【図３４】図３２に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図３５】図３４に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図３６】図３５に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図３７】図３６に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図３８】本発明のさらに他の実施の形態である半導体装置の製造工程中における断面図
である。
【図３９】図３８に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図４０】図３９に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図４１】図４０に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図４２】図４１に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図４３】図４２に続く半導体装置の製造工程中における短冊基板の断面図である。
【図４４】本発明の他の実施の形態である半導体装置の断面図である。
【図４５】本発明のさらに他の実施の形態である半導体装置の断面図である。
【図４６】（ａ）は図１の半導体装置の製造工程で用いる短冊基板の変形例における主面
の平面図、（ｂ）は（ａ）の裏面の平面図である。
【図４７】（ａ）は図１の半導体装置の製造工程で用いる短冊基板のさらに他の変形例に
おける主面の平面図、（ｂ）は（ａ）の裏面の平面図である。
【符号の説明】
１　半導体装置
２　パッケージ基板
３　基板本体
４　導体パターン
４ｍ　導体パターン
５　ソルダレジスト（保護膜）
６　ベントホール
７　バンプ電極
８　半導体チップ
９　接着剤
１０　ボンディングワイヤ
１１　封止部材
１２　短冊基板（第１の基板）
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１３，１３ａ～１３ｅ　補強パターン
１４　導体膜除去領域
１５ａ～１５ｃ　レジスト除去領域
１６　成形金型
１６ａ，１６ａ２　下型
１６ｂ，１６ｂ２　上型
１６ｃ　キャビティ
１６ｄ　カルブロック
１６ｅ　ゲート
１６ｆ　ポット／プランジャ部
１７　真空吸引孔
１８　エジェクターピン
１９　ツール
２０　ダイシングブレード
２１　電子装置
２２　実装基板
２３　半導体装置
２４　外部端子
２５　ラミネート機構部
２５ａ　ラミネートフィルム
２５ｂ　リール
２６　真空吸引孔
ＤＡ　半導体装置形成領域
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】

【 図 ４ ６ 】
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【 図 ４ ７ 】
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