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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも表面に複数本の配線パターンが形成され、かつ前記配線パターンを絶縁被覆
するためのソルダーレジスト層が形成されている回路基板と、前記配線パターンに電気接
続される半導体チップとを備え、前記回路基板の表面上に前記半導体チップを封止するた
めの封止樹脂をモールド成形してなる半導体装置において、前記配線パターンは前記封止
樹脂の周縁に沿う領域において、前記複数本の配線パターン間にはダミー配線パターンが
設けられ、隣接する前記配線パターンの間隔、及び前記配線パターンと前記ダミー配線パ
ターンとの間隔が均一とされ、前記回路基板は多層配線構造であり、中間層に電源配線層
、グランド配線層等の固定電位配線層が形成され、前記固定電位配線層はスルーホールに
より前記ダミー配線パターンに電気接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記配線パターンは、一端部において前記半導体チップに電気接続され、他端部は前記
封止樹脂の内部から外部にまで延長され、当該他端部側において外部接続電極に接続され
ていることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記回路基板は裏面にヒートスプレッダを一体に有するとともに中央領域には開口部が
設けられ、前記開口部内において前記ヒートスプレッダに前記半導体チップがマウントさ
れて前記配線パターンの一端部に電気接続され、前記回路基板の表面の前記封止樹脂の外
周領域には、前記配線パターンの他端部に外部接続用の電極が配置されていることを特徴
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とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記回路基板は表面の中央領域に半導体チップがマウントされて前記配線パターンの一
端部に電気接続され、前記回路基板の表面の前記封止樹脂の外周領域には、前記配線パタ
ーンの他端部に外部接続用の電極が配置されていることを特徴とする請求項２に記載の半
導体装置。
【請求項５】
　前記回路基板の表面上には前記半導体チップがマウントされて前記配線パターンに電気
接続され、前記回路基板の裏面には、前記配線パターンとスルーホールにより電気接続さ
れる外部接続用の電極が配置されていることを特徴とする請求項２に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記外部接続用の電極は、半田等の導電性材料からなるボール電極であることを特徴と
する請求項２ないし５のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記回路基板は、前記封止樹脂の外周領域において個々の半導体装置に対応して切断分
離された構成であることを特徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は回路基板の表面を半導体チップと共に樹脂封止する半導体装置に関し、特に樹脂
封止による半導体装置の信頼性の低下を防止した半導体装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の薄型化、多ピン化の要求に伴い、ＢＧＡ（Ball Grid Array)構造の半導体装
置（以下、ＢＧＡ型半導体装置と称する）が提案されている。このＢＧＡ型半導体装置は
、半導体チップを回路基板に搭載し、当該回路基板に設けた半田ボールを外部接続用端子
として構成したものであり、パッケージの厚さをほぼ回路基板の厚さ程度に抑えることが
でき、かつ多数の半田ボールを高密度に配列することが可能であるため、薄型化、多ピン
化の要求に応えることが可能である。また、近年では、半田ボールを回路基板の表面側に
配列することで、回路基板の裏面側にヒートスプレッダ（放熱板）を配置することを可能
にし、半導体装置の放熱性を高めて半導体装置の特性の向上を図った半導体装置も提案さ
れている。このような半導体装置をＥＢＧＡ（Enhanced Ball Grid Array) と称するが、
本明細書ではＡＢＧＡ（Advanced Ball Grid Array) 型半導体装置と称している。
【０００３】
図１１は従来のＡＢＧＡ型半導体装置の一部を破断した平面図、図１２はその一部領域Ｓ
２の拡大平面図、図１３は図１２のＤＤ線に沿う一部を省略した拡大断面図である。図外
の金属板材からなるヒートスプレッダの表面上に、詳細な図示は省略した多層構造の回路
基板４０１が接着されるとともに、当該回路基板の中央に設けられた開口部４１１内にお
いて前記ヒートスプレッダの表面上に半導体チップ４０５が搭載される。前記半導体チッ
プ４０５は回路基板４０１の表面に形成されている配線層４２１で構成される多数本の配
線パターンＨＰの一端部に形成されたボンディングパッド４２６に対してボンディングワ
イヤ４０６により電気接続される。前記配線層４２１はスルーホール４２５を通して前記
回路基板４０１の下層の図外の配線層に電気接続されるとともに、回路基板４０１の表面
に設けられたソルダーレジスト４１５により絶縁被覆されている。その上で、前記半導体
チップ４０５、ボンディングワイヤ４０６等を覆うように封止樹脂４０３がモールド成形
されている。このモールド成形に際しては、前述のように半導体チップ４０５が搭載され
た回路基板４０１を樹脂成形装置にセットし、回路基板４０１を上下から挟むように金型
を配置した上で、当該金型内に封止樹脂を注入して硬化させることで成形が行われる。ま
た、回路基板４０１の封止樹脂４０３が設けられない表面の周辺部には、前記配線パター
ンＨＰの他端部に形成されたボールパッド４２７が配列されており、このボールパッド４
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２７上に半田ボール４０４が形成される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来のＡＢＧＡ型半導体装置においては、次のような問題が生じている。第１
は、封止樹脂４０３のモールド成形を行ったときに、樹脂の一部が回路基板４０１の表面
に沿って周辺部にまで流れ出て硬化されるため、図１１に一例を示すように、封止樹脂の
外形ラインであるモールドラインＭＬ（ここでは前記ＤＤ線に沿うラインに一致する）か
ら外周側に向けての樹脂バリＸが発生する。特に、樹脂がボールパッド４２７の形成領域
にまで流れ出たときには、ボールパッド４２７の表面上に樹脂バリＸが形成されることに
なる。このような樹脂バリが生じると、ボールパッド４２７上に半田ボール４０４を形成
するときに樹脂バリＸによって半田ボール４０４を形成するための金属材料がボールパッ
ド４２７の表面上に形成されず、あるいは形成された場合でも半田ボール４０４を形成し
た後の他の工程中、搬送中等に半田ボールが脱落してしまうことがある。第２は、封止樹
脂４０３の成形を行ったときに、封止樹脂４０３の外形線、すなわちモールドラインＭＬ
に沿った部分において配線パターンＨＰを形成している配線層４２１に厚さ方向の潰れが
生じ、極端な場合には配線層４２１が断線されてしまうことがある。したがって、従来の
ＡＢＧＡ型半導体装置では、このような半田ボールの接合不良や配線層の断線等の不良の
発生により、半導体装置の製造歩留りが低下するとともに、半導体装置の信頼性が低下す
るという問題が生じている。
【０００５】
このような問題が生じる原因については、本発明者の検討によれば、次の通りである。図
１１に示したように、従来のＡＢＧＡ型半導体装置の回路基板では、表面に形成されてい
る多数本の配線パターンＨＰは、半導体チップ４０５に対してボンディングワイヤ４０６
で接続されるボンディングパッド４２６と、半田ボール４０４が形成されるボールパッド
４２７との間の配線長が可及的に短くなるように各配線層は直線的に延長されている。ま
た、矩形をした回路基板４０１の四辺領域と四隅領域とでは、単位面積当たりの配線パタ
ーンＨＰの本数に差が生じる。これらの理由により、図１２に示す構成例の場合には、配
線パターンＨＰ１１～ＨＰ１５には、隣接する配線パターンとの間隔が小さい間隔寸法ｄ
１の密の領域と、大きい間隔寸法ｄ２の粗の領域が生じることになり、その結果、回路基
板４０１の表面では、図１３に示すように、配線パターンＨＰ１１～ＨＰ１５が密な領域
に対して、配線パターンが粗の領域ではソルダーレジスト４１５の表面が相対的に凹む状
態となる。
【０００６】
そのため、配線パターンの粗密によるソルダーレジスト４１５の表面凹凸が生じている回
路基板では、搭載した半導体チップ等を封止樹脂で封止する際に、図１４に図１３と同様
のモールドラインＭＬに沿った断面図を示すように、樹脂成形装置において回路基板を上
側金型ＵＫと下側金型ＤＫとの間に挟持したときに、配線パターンが密の領域ではソルダ
ーレジスト４１５が若干押し潰されて平坦化されて上側金型ＵＫに対して密接した状態と
なるが、配線パターンが粗の領域ではソルダーレジスト４１５の表面と上側金型ＵＫとの
間に隙間ＳＰが生じる状態となる。したがって、金型のキャビティ内に樹脂を注入してモ
ールドを行ったときに、樹脂の一部が隙間ＳＰを通して封止領域よりも外側に漏れ出し、
前述したように回路基板４０１上のモールドラインＭＬを越えて周辺部のボールパッド４
２７の領域にまで流れ出し、硬化したときに樹脂バリＸが発生してしまうことになる。
【０００７】
また、封止樹脂のモールド成形時に、樹脂成形装置において回路基板が上下の金型ＵＫ，
ＤＫ間に挟持されたときに、その挟持力によって回路基板４０１には厚さ方向の荷重が加
えられる。このとき、配線パターンＨＰが密の領域では荷重が多くの配線パターンに分散
されるため、個々の配線パターンに加えられる荷重は低減されるが、配線パターンが粗の
領域では荷重の分散効果は少なくため、個々の配線パターンに加えられる荷重は相対的に
大きなものとなる。そのため、当該荷重によって配線パターンが粗の領域の配線パターン
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は厚さ方向に潰されることになり、配線パターンの厚さが低減して電気抵抗が増大する要
因となり、あるいは場合によっては配線パターンが断線してしまうことになる。
【０００８】
なお、以上の説明はＡＢＧＡ型半導体装置について説明したが、半田ボールが回路基板の
裏面側に配列されているＢＧＡ型半導体装置においても同様である。例えば、特開平１１
－３１７４７２号公報や特開平９－２１９４７０号公報には、ＢＧＡ型半導体装置におい
て、回路基板の周縁部において樹脂バリが発生し、回路基板を個々の半導体装置に対応し
て切断分離する際に問題が生じることが記載されている。そして、この樹脂バリの発生を
防止するために、前者の公報の技術では、モールドラインに沿って第２のソルダーレジス
トを積層し、この第２のソルダーレジストにより回路基板と金型との隙間を塞いで樹脂の
漏れ出しを防止している。また、後者の技術では、モールドラインに沿ってダミー配線と
樹脂層、あるいは樹脂層のみで構成されるダム枠を形成し、このダム枠により回路基板と
金型との隙間を塞いで樹脂の漏れ出しを防止している。
【０００９】
しかしながら、このように回路基板と金型との隙間を塞ぐための第２のソルダーレジスト
やダム枠を形成する技術では、これら第２のソルダーレジストやダム枠を形成するための
工程が必要であり、工程数の増加による半導体装置のコスト高を生じる要因になる。また
、第２のソルダーレジストやダム枠は、封止樹脂のモールドラインに沿って形成されてい
ないと樹脂の漏れを有効に防止することができないため、第２のソルダーレジストやダム
枠を高精度に位置決めして形成する必要があり、特に小型化された半導体装置では位置決
め精度の要求も高いものになり、その結果、半導体装置の製造が困難になり、かつ製造工
程が煩雑なものになる。
【００１０】
本発明の目的は、回路基板の表面上に半導体チップを封止するための封止樹脂をモールド
した構成の半導体装置を容易に製造することを可能にする一方で、封止樹脂の漏れ出しに
よる樹脂バリ量を低減し、さらに配線層の潰れによる断線の発生を防止した半導体装置を
提供するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の半導体装置は、少なくとも表面に複数本の配線パターンが形成され、かつ当該
配線パターンを絶縁被覆するためのソルダーレジスト層が形成された回路基板と、前記配
線パターンに電気接続される半導体チップとを備え、前記回路基板の表面上に前記半導体
チップを封止するための封止樹脂をモールド成形してなる半導体装置において、前記配線
パターンは前記封止樹脂の周縁に沿う領域において、複数本の配線パターン間にはダミー
配線パターンが設けられ、隣接する配線パターンの間隔、及び配線パターンとダミー配線
パターンとの間隔が均一とされ、回路基板は多層配線構造であり、中間層に電源配線層、
グランド配線層等の固定電位配線層が形成され、固定電位配線層はスルーホールによりダ
ミー配線パターンに電気接続されていることを特徴とする。
【００１２】
本発明の半導体装置の第１の形態では、前記回路基板は裏面にヒートスプレッダを一体に
有するとともに中央領域には開口部が設けられ、前記開口部内において前記ヒートスプレ
ッダに前記半導体チップがマウントされて前記配線パターンの一端部に電気接続され、前
記回路基板の表面の前記封止樹脂の外周領域には、前記配線パターンの他端部に外部接続
用の電極が配置される。あるいは、回路基板は表面の中央領域に半導体チップがマウント
されて前記配線パターンの一端部に電気接続され、前記回路基板の表面の前記封止樹脂の
外周領域には、前記配線パターンの他端部に外部接続用の電極が配置される。また、第２
の形態では、前記回路基板の表面上には前記半導体チップがマウントされて前記配線パタ
ーンに電気接続され、前記回路基板の裏面には、前記配線パターンとスルーホールにより
電気接続される外部接続用の電極が配置される。
【００１３】
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ここで、前記配線パターンは、一端部において前記半導体チップに電気接続され、他端部
は前記封止樹脂の内部から外部にまで延長され、当該他端部側において外部接続電極に接
続されることが好ましい。
【００１４】
本発明によれば、複数本の配線パターンの間隔寸法が均一であるため、回路基板の表面上
に封止樹脂をモールド成形する際に、各配線パターン間において、回路基板に当接された
金型のクランプ部と回路基板の表面との間に隙間が生じることがなくなる。したがって、
金型のキャビティ内に封止用の樹脂を圧入して封止樹脂をモールド成形したときに、樹脂
がクランプ部と回路基板の表面との間から外側に漏れ出ることはなく、封止樹脂の外周領
域での樹脂バリの発生を防止することが可能になる。また、金型の挟持力によってモール
ドライン領域において配線パターンに荷重が加えられたときに、当該荷重は各配線パター
ンに対して均等に分散された状態で加えられることになり、配線パターンが金型によって
押し潰されて断線するようなこともない。
【００１５】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明をＡＢ
ＧＡ型半導体装置に適用した実施形態の概略斜視図、図２は封止樹脂の一部を破断した平
面図、図３は図２の要部領域Ｓ１の拡大平面図、図４は図２のＡＡ線に沿う拡大断面図、
図５は図３のＢＢ線に沿う一部を省略した拡大断面図である。図１に示すように、ＡＢＧ
Ａ型半導体装置は、回路基板１０１の下面に熱伝導性の高い金属板で構成されたヒートス
プレッダ１０２が一体に接着されている。前記回路基板１０２の中央領域にはモールド成
形された封止樹脂１０３が設けられ、後述するように半導体チップ等を封止している。ま
た、前記回路基板１０１の表面の周辺領域には、多数の半田ボール１０４が格子状に配列
されている。このようなＡＢＧＡ型半導体装置は、図外の実装基板に実装する場合には、
半田ボール１０４が形成されている表面側を実装基板の表面に対向配置し、半田ボール１
０４を加熱溶融して実装基板の配線パターンに接続する表面実装により行われることにな
る。また、この実装状態では、封止された半導体チップで発生された熱はヒートスプレッ
ダ１０２により効率的に放熱されることになる。
【００１６】
図２ないし図４に示すように、前記回路基板１０１は前記ヒートスプレッダ１０２と同じ
外形寸法をした正方形に近い平面形状とされており、その中央領域には後述する半導体チ
ップよりも一回り大きな開口部１１１が形成されている。前記回路基板１０１は、本実施
形態では４層の配線構造として形成されている。すなわち、ガラス・エポキシ樹脂等の絶
縁板からなるコア１１２の両面にはそれぞれ金属薄膜が貼り付けられており、リソグラフ
ィ技術により各金属薄膜がパターン形成して所要の配線パターンの配線層１２２，１２３
が形成される。さらに各配線層１２２，１２３の表面上にはそれぞれ樹脂を薄膜状に形成
したプリプレグ１１３，１１４と金属薄膜を載せ、キュアを行って一体化した上でリソグ
ラフィ技術により前記金属薄膜をパターン形成して配線層１２１，１２４が形成される。
これにより、前記コア１１２及びプリプレグ１１３，１１４を挟んで上下に互いに絶縁さ
れた４層の配線層が形成されることになり、上層から第１配線層１２１、第２配線層１２
２、第３配線層１２３、及び第４配線層１２４として構成される。そして、前記各配線層
のうち、最上層の第１配線層１２１は信号配線層として構成されているが、他の配線層は
、例えば、第２配線層１２２は信号配線層として、第３配線層１２３は電源配線層として
、第４配線層１２４はグランド配線層としてそれぞれ構成されている。また、前記回路基
板１０１の所要箇所にはスルーホール１２５が設けられ、前記第１ないし第４の各配線層
１２１～１２４は前記スルーホール１２５によって相互に電気接続されている。さらに、
前記回路基板１０１の表裏面、すなわち前記第１配線層１２１及び第４配線層１２４の各
の表面上には絶縁材からなるソルダーレジスト１１５が塗布形成され、各配線層１２１，
１２４の表面が絶縁保護されている。
【００１７】
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前記第１配線層１２１は、図２及び図３に示すように、前記回路基板１０１の中央領域の
前記開口部１１１の周縁に沿った位置に配置された一端部から回路基板１０１の周辺方向
に向けて短い寸法で、あるいは長い寸法でそれぞれ他端部に向けて延長された多数本の細
幅の配線パターンＨＰとして形成されている。前記第１配線層１２１の各配線パターンＨ
Ｐはほぼ全長にわたって等しい幅寸法に形成されているが、それぞれの一端部は配線幅が
若干大きく形成されるとともに、各一端部の領域のソルダーレジスト１１５が除去されて
第１配線層１２１の表面が露出され、ボンディングパッド１２６として形成されている。
また、前記各配線パターンＨＰの他端部は配線幅が更に大きく形成されるとともに、各他
端部におけるソルダーレジスト１１５がそれぞれ除去されて第１配線層１２１の表面が露
出され、ボールパッド１２７として形成されている。ここで、前記配線パターンＨＰのう
ち、短い寸法のものは一端部が内側ラインに沿って配置され、長い寸法のものは一端部が
その外側ラインに沿って配置され、これにより前記ボンディングパッド１２６は、前記開
口部１１１の周縁に沿って２列に配列されている。また、同じく配線パターンＨＰのうち
、短い寸法の他端部はスルーホール１２５により終端され、下層の配線層に電気接続され
る。一方、長い寸法の他端部は前記ボールパッド１２７として形成されており、各ボール
パッド１２７は回路基板１０１の外周に沿って複数列、ここでは２列の格子状に配列され
ている。
【００１８】
さらに、前記配線パターンＨＰのうち、長い寸法のものは、それぞれボンディングパッド
１２６とボールパッド１２７との間で可及的に直線部分が長くなるように延長配置されて
おり、そのために各配線パターンＨＰの間隔はボンディングパッド１２６やボールパッド
１２７の近傍領域においては必ずしも均一にはされていないが、回路基板１０１上におけ
る前記封止樹脂１０３の外周縁に沿った領域、すなわち図２及び図３に一点鎖線で示すモ
ールドラインＭＬ（ここではＢＢ線に一致する）に沿った所要の幅の二点鎖線で示す幅領
域（以下、モールドライン領域と称する）ＭＬＡにおいては、図５に示す５本の配線パタ
ーンＨＰ１～ＨＰ５の間に生じる当該モールドラインＭＬに沿った方向の空隙の幅寸法（
以下、間隔寸法と称する）ｄが均一になるようにパターン形状が設定されている。例えば
、図５の例の場合に、各配線パターンＨＰ１～ＨＰ５の厚さが２５μｍ、配線幅が７０μ
ｍで、その上に塗布形成するソルダーレジスト１１５の厚さが約２０μｍの場合には、各
配線パターンＨＰ１～ＨＰ５の間隔寸法ｄを０．２５～０．３ｍｍ程度の寸法で均一なも
のとする。また、モールド成形時における金型との位置合わせ精度の誤差を考慮し、前記
モールドラインＭＬの設計上の位置を含んだ０．４ｍｍ程度の幅のモールドライン領域Ｍ
ＬＡにおいて前記配線パターンＨＰ１～ＨＰ５の間隔寸法ｄが均一になるようにパターン
形状の設計が行われている。
【００１９】
また、前記回路基板１０１の四隅領域のように、単位面積に対する配線パターンＨＰの本
数が少ない領域では、配線パターンＨＰの密度が粗になり、前記した間隔寸法ｄで配線パ
ターンＨＰを配置することが難しいため、配線パターンＨＰ間にダミー配線パターンＤＰ
を形成し、少なくとも前記モールドライン領域ＭＬＡにおいて当該ダミー配線パターンＤ
ＨＰと配線パターンＨＰとの間隔寸法ｄを前記した均一の寸法となるように設定している
。そして、前記ダミー配線パターンＤＨＰは前記スルーホール１２６により第３配線層１
２３の電源配線層、あるいは第４配線層１２４のグランド配線層等に電気接続し、固定電
位状態に保っている。なお、ダミー配線パターンＤＨＰは図２に示したような太い幅の配
線パターンとして形成してもよく、あるいは複数本の細い配線パターンを集合した状態に
形成してもよい。また、ダミー配線パターンＤＨＰを電気的にフローティング状態とする
と、配線パターンＨＰとの間に寄生する容量等によって配線パターンＨＰにノイズが発生
する要因となる。一方、ダミー配線パターンＤＨＰを形成することなく、配線パターンＨ
Ｐの幅をモールドライン領域ＭＬＡにおいて部分的に増大することで間隔寸法を均一化す
ることが考えられるが、この構成では幅を増大した部分において配線パターンＨＰを通流
される電流に乱れが生じ、ノイズを発生する原因となる。
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【００２０】
以上の構成の回路基板を用いた半導体装置の製造工程を図６の工程図を参照して説明する
。先ず、図６（ａ）のように、回路基板１０１は、裏面側、すなわち第４配線層１２４側
において前記ヒートスプレッダ１０２の表面に接着剤１３１により接着される。このとき
、接着剤１３１に導電性接着剤を用い、グランド配線層として構成されている第４配線層
１２４とヒートスプレッダ１０２を電気接続してヒートスプレッダをグランド電位に固定
するようにしてもよい。次いで、図６（ｂ）のように、前記回路基板１０１の開口部１１
１内に露呈される前記ヒートスプレッダ１０２の表面上に、接着剤あるいはロー材１３２
を用いて半導体チップ１０５がマウントされる。そして、前記半導体チップ１０５の表面
に形成されている電極パッド１４１と、前記回路基板１０１のボンディングパッド１２６
とがボンディングワイヤ１０６により相互に接続され、半導体チップ１０５は前記回路基
板１０１の各配線パターンＨＰに電気接続される。
【００２１】
そして、図６（ｃ）のように、前記半導体チップ１０５、ボンディングワイヤ１０６を含
む領域に封止樹脂１０３がモールド成形され、当該半導体チップ１０５、ボンディングワ
イヤ１０６、および回路基板１０１のボンディングパッド１２６を含む領域が封止樹脂１
０３によって封止される。前記封止樹脂１０３のモールド成形に際しては、前述までの工
程で形成された半導体装置を樹脂成形装置の下側金型ＤＫ上に載置し、上側金型ＵＫを下
降して両金型で半導体装置を挟持する。前記上側金型ＵＫの下面には前記封止樹脂に対応
した形状のキャビティＣＡが形成されており、また、当該キャビティＣＡの外縁に沿った
領域はクランプ部ＣＬとして前記回路基板１０１の上面に当接可能に構成されている。そ
のため、前記上側金型ＵＫがモールドライン領域ＭＬＡにおいて回路基板１０１の上面に
当接されたときには、上下の金型の挟持力によってクランプ部ＣＬはモールドライン領域
ＭＬＡのソルダーレジスト１１５の表面を若干押し潰した状態となる。このとき、図７に
図５同様な領域の状態を拡大して示すように、モールドライン領域ＭＬＡでは、配線パタ
ーンＨＰ１～ＨＰ５が均一な間隔寸法ｄに形成されているため、各配線パターンＨＰ１～
ＨＰ５間のソルダーレジスト１１５の表面に、図１３に示した従来技術のような顕著な凹
みが生じることはなく、クランプ部ＣＬの当接面とソルダーレジスト１１５の表面との間
に図１４に示したような隙間が生じることはない。このとき、配線パターンＨＰ１～ＨＰ
５間にソルダーレジスト１１５の表面の微小な凹みは生じているが、前記したようなクラ
ンプ部ＣＬによるソルダーレジスト１１５の表面の潰れによって当該凹みによる隙間が生
じることはない。
【００２２】
したがって、図６（ｄ）のように、その状態で金型のキャビティ内に封止用の樹脂１０３
を圧入し、前記半導体チップ１０５、ボンディングワイヤ１０６、回路基板１０１のボン
ディングパッド１２６を含む領域、すなわちモールドラインＭＬで囲まれる領域を樹脂で
封止した場合においても、封止樹脂１０３がクランプ部ＣＬと回路基板１０１の表面との
間から外側に漏れ出ることはなく、樹脂バリの発生を防止することが可能になる。また、
このとき、金型の挟持力によってモールドラインＭＬの近傍領域において配線パターンＨ
Ｐに荷重が加えられることになるが、配線パターンＨＰがモールドライン領域ＭＬＡにお
いて均一な間隔寸法に形成されているため、当該荷重は各配線パターンＨＰに対して均等
に分散された状態で加えられることになり、配線パターンＨＰがモールドラインＭＬの近
傍領域において押し潰されて厚さが低減され、あるいは断線するようなこともなく、回路
基板の信頼性を高めることが可能になる。
【００２３】
しかる上で、図６（ｅ）のように、前記回路基板１０１の周辺部に配列されたボールパッ
ド１２７上に半田ボール１０４が形成される。この半田ボール１０４は、例えば、回路基
板１０１の表面にフラックスを塗布した上で、ボールパッド１２７上に半田ボールをマウ
ントし、リフローして半田ボール１０４を形成した後、フラックスを洗浄する手法が用い
られる。これにより、前記半導体チップ１０５は第１配線層１２１の各配線パターンＨＰ
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を介して半田ボール１０４に電気接続されることになり、図１に示したＡＢＧＡ型半導体
装置が構成されることになる。このとき、前述のように封止樹脂１０３による樹脂バリが
モールドライン領域ＭＬＡの外側に生じることが抑制されるため、ボールパッド１２７の
表面に樹脂バリが存在することはなく、半田ボール１０４とボールパッド１２７との密着
性を高め、半田ボール不良の発生を未然に防止し、半導体装置の信頼性を高めることが可
能になる。
【００２４】
図８は本発明をＢＧＡに適用した他の実施形態の一部を破断した平面図、図９は図８のＣ
Ｃ線近傍領域の拡大断面図である。図８に示すように、ＢＧＡ型半導体装置は、回路基板
２０１の上面の中央領域には半導体チップ２０５が搭載されており、回路基板２０１に形
成された配線層に電気接続されるとともに、回路基板２０１上にモールド成形された封止
樹脂２０３により前記半導体チップ２０５等を封止している。また、前記回路基板２０１
の裏面には、多数の半田ボール２０４が格子状に配列されている。前記回路基板２０１は
、図８に示した回路基板が平面方向に複数個連結された状態で形成され、製造工程の最終
段階において切達分離されて形成されているが、回路基板２０１の切断分離箇所、すなわ
ち回路基板２０１の外周縁に前記封止樹脂２０３の樹脂バリが存在していると、この樹脂
バリが障害になって回路基板２０１の切断分離が困難になり、回路基板２０１の外周縁に
割れや欠けが発生し、これが配線層にまで及ぶと配線層の信頼性に影響を与えることにな
る。また、一方では半導体装置の外観が損なわれ、商品としての品質低下を生ずる要因に
なる。なお、このＢＧＡ型半導体装置は、図外の実装基板に実装する場合には、半田ボー
ル２０４が形成されている裏面側を実装基板の表面に対向配置し、半田ボール２０４を加
熱溶融して実装基板の配線パターンに接続する表面実装により行われる。
【００２５】
前記回路基板２０１は所定の平面形状とされており、少なくとも表面と裏面にそれぞれ配
線層が形成されている。図９に示すように、本実施形態では、前記実施形態と同様に４層
の配線構造として形成されており、絶縁板からなるコア２１２の両面にそれぞれ金属薄膜
をリソグラフィ技術によりパターン形成した配線層２２２，２２３が形成され、さらに各
配線層２２２，２２３上にはそれぞれ樹脂を薄膜状に形成したプリプレグ２１３，２１４
を介して金属薄膜をリソグラフィ技術によりパターン形成した配線層２２１，２２４が形
成されている。これにより、前記コア２１２及びプリプレグ２１３，２１４を挟んで上下
に互いに絶縁された４層の配線層が形成されることになり、上層から第１配線層２２１、
第２配線層２２２、第３配線層２２３、及び第４配線層２２４として構成される。なお、
コア２１２の表面の中央領域には前記プリプレグ２１３が形成されておらず、凹部２１１
が形成されている。そして、前記各配線層のうち、最上層の第１配線層２２１は信号配線
層として構成されているが、第２配線層２２２は電源配線層として、第３配線層２２３は
グランド配線層として構成され、裏面の第４配線層２２４はパッド配線層として構成され
ている。また、前記回路基板２０１の所要箇所にはスルーホール２２５が設けられ、前記
第１ないし第４の各配線層２２１～２２４は相互に電気接続されている。さらに、前記回
路基板２０１の表面と裏面のそれぞれには絶縁材からなるソルダーレジスト２１５が塗布
形成され、第１配線層２２１と第４配線層２２４の表面が絶縁保護されている。
【００２６】
前記第１配線層２２１は、図８に示すように、前記回路基板２０１の中央領域の凹部２１
１の周縁に沿った位置に配置された一端部から回路基板の周辺方向に向けた他端部にまで
短い寸法に、あるいは長い寸法にそれぞれ延長された多数本の細幅の配線パターンＨＰと
して形成されている。各配線パターンＨＰの一端部は前記実施形態と同様に表面のソルダ
ーレジスト２１５が除去されて配線パターンが露出され、ボンディングパッド２２６とし
て形成されている。また、前記各配線パターンＨＰの他端部はそれぞれ適宜の位置におい
てスルーホール２２５により下層の配線層に電気接続されている。一方、パッド配線層と
しての前記第４配線層２１４は、前記スルーホール２２５を介して第１配線層２２１ある
いは第２，３配線層２２２，２２３に接続されているが、その一部は前記実施形態と同様
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に配線幅が大きく形成されるとともに、格子状に配列され、かつ前記ソルダーレジスト２
１５が除去されて表面が露出され、ボールパッド２２７が形成されている。
【００２７】
ここで、前記多数本の配線パターンＨＰは、前記実施形態の場合と同様に、それぞれボン
ディングパッド２２６と周辺近傍領域のスルーホール２２５が形成された他端部との間で
可及的に直線部分が長くなるように延長配置されており、回路基板２０１上における前記
封止樹脂２０３の外周縁に沿ったモールドラインＭＬ、ないしモールドライン領域ＭＬＡ
においては、図８に示すように、前記多数本の配線パターンＨＰの間に生じる当該モール
ドラインに沿った方向の間隔寸法が均一になるようにパターン形状が設定されている。
【００２８】
なお、本実施形態では図示は省略するが、前記実施形態と同様に、前記回路基板２０１上
の単位面積に対する配線パターンＨＰの配列本数が少なく、配線パターンの密度が粗にな
って前記した間隔寸法で配線パターンを配置することが難しい場合には、配線パターンＨ
Ｐ間にダミー配線パターンを形成し、少なくとも前記モールドライン領域において当該ダ
ミー配線パターンと配線パターンとの間隔寸法を前記した均一の寸法となるように設定し
てもよい。また、この場合に、前記ダミー配線パターンは前記スルーホールにより第２配
線層２２２の電源配線層、あるいは第３配線層２２３のグランド配線層等に電気接続し、
固定電位状態に保つことが好ましいことも同様である。
【００２９】
以上の構成の回路基板２０１には、中央領域の凹部２１１内のコア２１２の表面上に半導
体チップ２０５が接着剤２３２によりマウントされる。そして、前記半導体チップ２０５
の表面に形成されている電極パッド２４１と、前記回路基板２０１のボンディングパッド
２０６とがボンディングワイヤ２０６により相互に接続される。そして、前記半導体チッ
プ２０５、ボンディングワイヤ２０６を含む領域に封止樹脂２０３がモールド成形され、
当該半導体チップ２０５、ボンディングワイヤ２０６、および回路基板２０１のボンディ
ングパッド２２６の領域が封止樹脂２０３によって封止される。
【００３０】
前記封止樹脂２０３のモールド成形に際しては、前記実施形態と同様に、前述までの工程
で形成された半導体装置を樹脂成形装置の下側金型上に載置し、上側金型を下降して両金
型で半導体装置を挟持する。前記金型の構成は前記実施形態と同様であり、したがって、
上側金型がモールドライン領域において回路基板の上面に当接されたときには、上下の金
型の挟持力によってクランプ部はモールドライン領域ＭＬＡのソルダーレジスト２１５の
表面を若干押し潰した状態となる。このとき、モールドライン領域ＭＬＡでは、配線パタ
ーンＨＰが均一な間隔寸法に形成されているため、前記実施形態と同様に、クランプ部の
当接面とソルダーレジスト２１５の表面との間に隙間が生じることはない。そして、金型
のキャビティ内に封止用の樹脂を圧入し、前記モールドラインＭＬで囲まれる領域を樹脂
で封止した場合においても、封止樹脂２０３がクランプ部と回路基板２０１の表面との間
から回路基板２０１の周辺部にまで漏れ出ることはなく、樹脂バリの発生を防止すること
が可能になる。
【００３１】
また、このとき、金型の挟持力によってモールドラインＭＬの近接領域において配線パタ
ーンＨＰに荷重が加えられることになるが、配線パターンＨＰがモールドライン領域ＭＬ
Ａにおいて均一な間隔寸法に形成されているため、当該荷重は各配線パターンＨＰに対し
て均等に分散された状態で加えられることになり、配線パターンＨＰがモールドラインＭ
Ｌ近傍領域において押し潰されて厚さが低減され、あるいは断線するようなこともなく、
回路基板２０１の信頼性を高めることが可能になる。
【００３２】
その上で、前記回路基板２０１の裏面に配列されたボールパッド２２７上に半田ボール２
０４が形成される。この半田ボール２０４は、例えば、前記実施形態と同様に、回路基板
２０１上にフラックスを塗布し、ボールパッド２２７上に半田ボールを載せ、リフローし
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て半田ボール２０４を形成し、フラックスを清浄する手法が用いられる。これにより、前
記半導体チップ２０５は第１配線層２２１、スルーホール２２５、第４配線層２２４を介
して半田ボール２０４に電気接続されることになり、ＢＧＡ型半導体装置が構成されるこ
とになる。しかる上で、複数個の回路基板が連結された状態で形成された複数個の半導体
装置を個々の半導体装置に切断分離するために、回路基板を切断分離する工程が行われる
が、回路基板２０１の切断箇所には封止樹脂２０３による樹脂バリのない状態での切断分
離が可能であり、回路基板２０１の切断箇所に割れや欠けが生じることがなく、信頼性の
高い半導体装置を得ることが可能になる。
【００３３】
ここで、本発明の半導体装置は前記した各実施形態の構成に限られるものではなく、回路
基板の表面に形成した配線層の一部を封止するように封止樹脂をモールド成形する構成の
半導体装置であれば本発明を同様に適用することが可能である。例えば、図１０に断面図
を示すように、絶縁板３１２の表面に表面配線層３２１、裏面にグランド配線層３２２を
備え、表面がソルダレジスト３１５で絶縁保護された構成のテープ等で形成される回路基
板３０１の中央領域に凹部３１１を形成し、当該凹部３１１内に半導体チップ３０５を接
着剤３３１によりマウントする構成の半導体装置についても本発明を同様に適用すること
が可能である。この場合には、半導体チップ３０５と回路基板３０１の表面配線層３２１
のボンディングパッド３２６とがボンディングワイヤ３０６により電気接続され、その上
で半導体チップ３０５、ボンディングワイヤ３０６を封止するように前記凹部３１１及び
その周囲の領域にわたって封止樹脂３０３がモールド形成される。また、封止樹脂の外周
領域の前記回路基板３０１の表面には、表面配線層３２１に設けられたボールパッド３２
７に半田ボール３０４が形成される。このような半導体装置においても、封止樹脂３０３
のモールドライン領域における表面配線層３２１の間隔を均一にすることで、封止樹脂３
０３がボールパッド３２７にまで漏れ出て樹脂バリが生じることが防止され、かつ表面配
線層３２１における断線等が防止され、信頼性の高い半導体装置が得られることになる。
なお、場合により、回路基板の配線層の間にダミー配線層を形成して配線層の間隔を均一
にするとともに、当該ダミー配線層をスルーホールを通して回路基板の裏面のグランド配
線層に電気接続する構成を採用することも可能である。
【００３４】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明の半導体装置は、表面に複数本の配線パターンが形成され、
かつ当該配線パターンを絶縁被覆するためのソルダーレジスト層が形成された回路基板上
に半導体チップを封止するための封止樹脂をモールド成形してなる半導体装置において、
配線パターンは封止樹脂の周縁に沿う領域において、隣接する配線パターンの間隔がほぼ
均一に形成されているので、封止樹脂をモールド成形する際に、複数本の配線パターン間
において、回路基板の表面に当接された金型と回路基板との間に隙間が生じることがなく
なる。これにより、封止樹脂が金型と回路基板の表面との間から外側に漏れ出ることが殆
どなくなり、樹脂バリ量を低減することが可能になり、封止樹脂の外周領域において半田
ボールを好適に形成でき、あるいは回路基板の切断分離を容易に行うことが可能になる。
また、金型の挟持力によってモールドライン領域において配線パターンに荷重が加えられ
たときに、当該荷重は各配線パターンに対して均等に分散された状態で加えられることに
なり、配線パターンが金型によって押し潰されて断線するようなこともない。さらに本発
明の半導体装置は、複数本の配線パターン間にはダミー配線パターンが設けられ、隣接す
る配線パターンの間隔、及び配線パターンとダミー配線パターンとの間隔が均一とされ、
回路基板は多層配線構造であり、中間層に電源配線層、グランド配線層等の固定電位配線
層が形成され、固定電位配線層はスルーホールによりダミー配線パターンに電気接続され
ているので、配線パターンにおけるノイズの発生を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の半導体装置の第１の実施形態の概略斜視図である。
【図２】図１の半導体装置の一部を破断した平面図である。
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【図３】図２の要部の拡大平面図である。
【図４】図２のＡＡ線に沿う拡大断面図である。
【図５】図４のＢＢ線に沿う一部領域Ｓ１を省略した拡大断面図である。
【図６】図１の半導体装置の製造工程を示す図である。
【図７】図１の半導体装置における封止樹脂を形成する状態の図５と同様の一部を省略し
た断面図である。
【図８】本発明の半導体装置の他の実施形態の平面図である。
【図９】図８のＣＣ線に沿う拡大断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の変形例の断面図である。
【図１１】従来の半導体装置の一例の一部を破断した平面図である。
【図１２】図１１の一部領域Ｓ２の拡大平面図である。
【図１３】図１２のＤＤ線に沿う拡大断面図である。
【図１４】封止樹脂を形成する状態の図１３と同様の一部を省略した断面図である。
【符号の説明】
１０１，２０１，３０１　回路基板
１０２　ヒートスプレッダ
１０３，２０３，３０３　封止樹脂
１０４，２０４，３０４　半田ボール
１０５，２０５，３０５　半導体チップ
１０６，２０６，３０６　ボンディングワイヤ
１１１，２１１　開口部
１１２，２１２　コア
１１３，１１４，２１３，２１４　プリプレグ
１２１～１２４，２２１～２２４，３２１，３２２　配線層
１２５，２２５　スルーホール
１２６，２２６，３２６　ボンディングパッド
１２７，２２７，３２７　ボールパッド
ＨＰ（ＨＰ１～ＨＰ５）　配線パターン
ＤＨＰ　ダミー配線パターン
ＭＬ　モールドライン
ＭＬＡ　モールドライン領域
ｄ　間隔寸法
ＵＫ　上側金型
ＤＫ　下側金型
ＣＬ　クランプ部
ＣＡ　キャビティ
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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