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(57)【要約】
【課題】自身の反りを低減し得るマルチチップモジュー
ルおよびその製造方法、並びにマルチチップモジュール
の搭載構造およびその製造方法を提供する。
【解決手段】マルチチップモジュール２０の断面方向の
センター面４Ａを基準にして、同じ種類の構成材料同士
が略面対称となる配置で設けられている。また、マルチ
チップモジュール２０の断面方向のセンター面４Ａを挟
む上部構造体および下部構造体は、共に前記構成材料と
して基材および電子部品を含んでいる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構成材料が内蔵されたマルチチップモジュールにおいて、
　前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして、同じ種類の構成材
料同士が面対称となる配置で設けられていることを特徴とするマルチチップモジュール。
【請求項２】
　前記構成材料は、該構成材料の断面方向のセンター面が、前記マルチチップモジュール
の断面方向のセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられていることを特徴と
する請求項１に記載のマルチチップモジュール。
【請求項３】
　前記構成材料の少なくとも１つは、該構成材料の断面方向のセンター面と、前記マルチ
チップモジュールの断面方向のセンター面とが重なるように設けられていることを特徴と
する請求項１または２に記載のマルチチップモジュール。
【請求項４】
　前記構成材料は、電子部品、基材および配線のうちの少なくとも１つであることを特徴
とする請求項１～３の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項５】
　前記面対称に配置された基材は、少なくともマルチチップモジュールの平面における最
長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とする請求項４に記載
のマルチチップモジュール。
【請求項６】
　前記面対称に配置された基材は、互いに略同一の弾性率およびガラス転移温度を有する
ことを特徴とする請求項５に記載のマルチチップモジュール。
【請求項７】
　前記面対称に配置された基材は、互いに同一の材料からなる基材であることを特徴とす
る請求項６に記載のマルチチップモジュール。
【請求項８】
　前記面対称に配置された基材は、有機材料または無機材料からなる繊維または粒子を含
んだ樹脂からなり、
　前記面対称に配置された基材は、互いに前記繊維または粒子の含有比率が略同一である
ことを特徴とする請求項４～７の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項９】
　前記基材上または前記基材中には、シールド層が設けられていることを特徴とする請求
項４～８の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項１０】
　前記シールド層は、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして
、面対称となる配置で設けられていることを特徴とする請求項９に記載のマルチチップモ
ジュール。
【請求項１１】
　前記面対称に配置された配線は、互いに面積が略同一であることを特徴とする請求項４
～１０の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項１２】
　前記電子部品は、絶縁材料および導電材料のうち少なくとも一方を介して、前記基材に
接続されていることを特徴とする請求項４～１１の何れか１項に記載のマルチチップモジ
ュール。
【請求項１３】
　前記基材および配線のうち少なくとも一方の層数を調節することによって、前記電子部
品のマルチチップモジュール内における位置を規定することを特徴とする請求項４～１２
の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項１４】
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　請求項１～１３の何れか１項に記載のマルチチップモジュールを基板上に搭載してなる
マルチチップモジュールの搭載構造であって、
　前記基材および前記基板の線膨張係数が、略同一であることを特徴とするマルチチップ
モジュールの搭載構造。
【請求項１５】
　前記基材および前記基板が、同じ材料からなることを特徴とする請求項１４に記載のマ
ルチチップモジュールの搭載構造。
【請求項１６】
　構成材料が内蔵されたマルチチップモジュールにおいて、
　前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を挟む上部構造体および下部構造
体は、共に前記構成材料として基材および電子部品を含んでいることを特徴とするマルチ
チップモジュール。
【請求項１７】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品の数は、同一であるこ
とを特徴とする請求項１６に記載のマルチチップモジュール。
【請求項１８】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総表面積は、略同一
であることを特徴とする請求項１６または１７に記載のマルチチップモジュール。
【請求項１９】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総体積は、略同一で
あることを特徴とする請求項１６～１８の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２０】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品は、マルチチップモジ
ュールを垂直方向からみた場合、重なるように配置されていることを特徴とする請求項１
６～１９の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２１】
　前記上部構造体および下部構造体は、少なくともマルチチップモジュールの平面におけ
る最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とする請求項１６
～２０に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２２】
　前記基材は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準として、面
対称となる配置で設けられている請求項１６～２１の何れか１項に記載のマルチチップモ
ジュール。
【請求項２３】
　前記基材上または前記基材中には、シールド層が設けられていることを特徴とする請求
項１６～２２の何れか１項に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２４】
　前記シールド層は、前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれていることを
特徴とする請求項２３に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２５】
　前記上部構造体中に含まれる前記シールド層の層数と、前記下部構造体中に含まれる前
記シールド層の層数とが、同一であることを特徴とする請求項２４に記載のマルチチップ
モジュール。
【請求項２６】
　前記シールド層は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準とし
て、面対称となる配置で設けられている請求項２４に記載のマルチチップモジュール。
【請求項２７】
　請求項１６～２６の何れか１項に記載のマルチチップモジュールを基板上に搭載してな
るマルチチップモジュールの搭載構造であって、
　前記上部構造体、下部構造体および基板は、少なくともマルチチップモジュールの平面
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における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とするマル
チチップモジュールの搭載構造。
【請求項２８】
　構成材料が内蔵されたマルチチップモジュールの製造方法において、
　前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして、同じ種類の構成材
料同士が略面対称となる配置で設けられる工程を有することを特徴とするマルチチップモ
ジュールの製造方法。
【請求項２９】
　前記構成材料は、該構成材料の断面方向のセンター面が、前記マルチチップモジュール
の断面方向のセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられることを特徴とする
請求項２８に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３０】
　前記構成材料の少なくとも１つは、該構成材料の断面方向のセンター面と、前記マルチ
チップモジュールの断面方向のセンター面とが重なるように設けられることを特徴とする
請求項２８または２９に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３１】
　前記構成材料は、電子部品、基材および配線のうちの少なくとも１つであることを特徴
とする請求項２８～３０の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３２】
　前記電子部品は、絶縁材料および導電材料のうち少なくとも一方を介して、前記基材に
接続されていることを特徴とする請求項３１に記載のマルチチップモジュールの製造方法
。
【請求項３３】
　前記基材は、少なくとも、マルチチップモジュールの表面および裏面の両面に形成され
ることを特徴とする請求項３１または３２に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３４】
　前記基材上または前記基材中には、シールド層が設けられていることを特徴とする請求
項３１～３３の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３５】
　前記シールド層は、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして
、面対称となる配置で設けられていることを特徴とする請求項３４に記載のマルチチップ
モジュールの製造方法。
【請求項３６】
　構成材料が内蔵されたマルチチップモジュールの製造方法において、
　前記マルチチップモジュールの断面方向を挟む上部構造体および下部構造体の中に、共
に、前記構成材料として基材および電子部品を形成する工程を有することを特徴とするマ
ルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３７】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる上記電子部品の数は、同一であ
ることを特徴とする請求項３６に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項３８】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総表面積は、略同一
であることを特徴とする請求項３６または３７に記載のマルチチップモジュールの製造方
法。
【請求項３９】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総体積は、略同一で
あることを特徴とする請求項３６～３８の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの
製造方法。
【請求項４０】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれる電子部品は、マルチチップモジ
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ュールを垂直方向からみた場合、重なるように配置されていることを特徴とする請求項３
６～３９の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項４１】
　前記上部構造体および下部構造体は、少なくともマルチチップモジュールの平面におけ
る最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とする請求項３６
～４０の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項４２】
　前記基材は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準として、面
対称となる配置で設けられている請求項３６～４１の何れか１項に記載のマルチチップモ
ジュールの製造方法。
【請求項４３】
　前記基材上または前記基材中には、シールド層が設けられていることを特徴とする請求
項３６～４２の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項４４】
　前記シールド層は、前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに含まれていることを
特徴とする請求項４３に記載のマルチチップモジュールの製造方法。
【請求項４５】
　前記上部構造体中に含まれる前記シールド層の層数と、前記下部構造体中に含まれる前
記シールド層の層数とが、同一であることを特徴とする請求項４４に記載のマルチチップ
モジュールの製造方法。
【請求項４６】
　前記シールド層は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準とし
て、面対称となる配置で設けられている請求項４４に記載のマルチチップモジュールの製
造方法。
【請求項４７】
　前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに設けられる基材は、互いに同一の材料か
らなる基材であることを特徴とする請求項３６に記載のマルチチップモジュールの製造方
法。
【請求項４８】
　請求項３１～４７の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法を含む、マ
ルチチップモジュールの搭載構造の製造方法であって、
　マルチチップモジュールを基板上に搭載する工程を含み、
　前記基材および前記基板が、少なくともマルチチップモジュールの平面における最長幅
を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とするマルチチップモジュ
ールの搭載構造の製造方法。
【請求項４９】
　前記基材および前記基板が、同じ材料からなることを特徴とする請求項４８に記載のマ
ルチチップモジュールの搭載構造の製造方法。
【請求項５０】
　請求項３６～４７の何れか１項に記載のマルチチップモジュールの製造方法を含む、マ
ルチチップモジュールの搭載構造の製造方法であって、
　マルチチップモジュールを基板上に搭載する工程を含み、
　前記上部構造体、下部構造体および基板が、少なくともマルチチップモジュールの平面
における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴とするマル
チチップモジュールの搭載構造の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子部品を有するマルチチップモジュールまたはマルチチップモジュ
ールの搭載構造、およびその製造方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、平面サイズを小さくするために、シリコン基板の上面の中央部に複数の半導
体チップが搭載されているとともに、シリコン基板の上面の外周部に柱状電極が設けられ
ているマルチチップモジュールが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、上記従来のマルチチップモジュール１２０は、図１０に示すように、平面方向
に並んだ複数の半導体チップ１０１を備えるシリコン基材１０３を有している。上記シリ
コン基材１０３上には、各半導体チップ１０１を搭載するために、中央領域にアルミニウ
ムからなるランド１１０が形成されるとともに、外周領域にアルミニウムからなる複数の
ランド１１１が形成されている。そして、上記ランド１１０・１１１の中央部には、絶縁
膜の開口部が形成されている。各半導体チップ１０１は、フェイスダウンの様式にて、ハ
ンダバンプ１１５を介してランド１１０に接続されている。ランド１１１は、チタン薄膜
と銅薄膜とを介して、銅からなる柱状電極１１２に接続されている。半導体チップ１０１
は封止樹脂１０５によって覆われてマルチチップモジュール１２０内に内蔵されており、
柱状電極１１２は先端が封止樹脂１０５から露出され、当該露出部が外部接続用の端子（
ハンダバンプ１１６）として用いられる。
【０００４】
　なお、シリコン基材１０３と封止樹脂１０５との境界領域には、有機膜１０６が形成さ
れており、上記シリコン基材１０３と有機膜１０６とが形成された領域を、基材領域１０
２と呼ぶことにする。また、半導体チップ１０１、柱状電極１１２および封止樹脂１０５
が形成された領域を、封止領域１０４と呼ぶことにする。
【特許文献１】特開２００１－９４０３３号公報（平成１３年４月６日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュールに反
りが発生するという問題点を有している。以下に、その理由を説明する。
【０００６】
　上述したマルチチップモジュール１２０では、シリコン基材１０３の片面側に、半導体
チップ１０１と封止樹脂１０５とが形成されている。そして、このとき、基材領域１０２
と封止領域１０４とでは材料が異なっているので、基材領域１０２と封止領域１０４とで
は、線膨張係数、弾性率、融解温度またはガラス転移温度等の物性が異なっている。その
ため、マルチチップモジュール１２０の製造過程において、封止樹脂１０５を硬化するた
めの熱処理を行うと、熱処理温度から室温までの温度低下時に、マルチチップモジュール
１２０に反りが発生するという問題点を有している。特に複数の半導体チップ１０１を平
面上に並べて搭載する場合には、特に大きな反りが発生してしまう。そして、当該反りに
より、マルチチップモジュール１２０を他の基板に接続する際に、マルチチップモジュー
ル１２０と基板との間で接続不良が発生するという問題点を有している。
【０００７】
　従来のマルチチップモジュール１２０は、ハンダバンプ１１６によって、他の基板に実
装される。上記ハンダバンプ１１６は、マルチチップモジュール１２０の外周領域に配置
されている。上記マルチチップモジュール１２０の形状がマルチチップモジュール１２０
をシリコン基材１０３側から眺めた場合に円であれば、マルチチップモジュール１２０が
反った場合には、当該円の中心点が最も凸となる。上記中心点を通る垂線を中心として、
上記マルチチップモジュール１２０が略均一に反った場合は、マルチチップモジュール１
２０のサイズが小さい場合には、何とか他の基板に実装することができる。しかしながら
、通常、マルチチップモジュールは四辺形であるため、マルチチップモジュールが均一に
反ったとしても、各辺の中央部に位置するハンダバンプの高さと、四辺形の頂点に位置す
るハンダバンプの高さとは異なってしまう。さらに、マルチチップモジュールの中央部に
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もハンダバンプが存在する場合には、マルチチップモジュールが反ると、各ハンダバンプ
の高さがいっそう異なってしまう。したがって、四辺形の形状を有するマルチチップモジ
ュールの場合、少しでも反りを生じると、当該マルチチップモジュールを基板に実装する
ことは困難になる。また、マルチチップモジュールのサイズが大きくなるにつれて、当該
マルチチップモジュールを基板に実装することは更に困難になる。
【０００８】
　上述したように、マルチチップモジュールは複数の半導体チップを内蔵する。当該複数
の半導体チップは、個々にマルチチップモジュールに影響を及ぼして、当該マルチチップ
モジュールに局部的な反りを発生させる。そして、上記マルチチップモジュールでは局部
的な反りが複雑に複合されるので、当該マルチチップモジュールが均一に反ることはほと
んど無く、通常は不均一に反ることになる。そして、その結果、上記マルチチップモジュ
ールを基板に実装することは、かなり困難なものになる。
【０００９】
　さらに、マルチチップモジュールに搭載する構成として、半導体チップに限らずあらゆ
る電子部品を想定した場合、電子部品のサイズを一定とすることは非常に困難である。特
に厚みの異なる電子部品を内蔵すると、マルチチップモジュールは、さらに不均一に反っ
てしまうという問題点を有している。
【００１０】
　さらに、上記従来のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュールの線膨張係
数と、マルチチップモジュールを実装する基板の線膨張係数との関係を考慮していないの
で、マルチチップモジュールを基板に実装（接続）すると、その実装構造が、反ってしま
う。このため、一旦、接続されたとしても、使用途中でマルチチップモジュール（例えば
、内部接続部、外部接続部、配線等）が破断してしまう恐れがあるという問題点を有して
いる。
【００１１】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、自身の反りを
低減し得るマルチチップモジュールおよびその製造方法、並びにマルチチップモジュール
の搭載構造およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のマルチチップモジュールは、上記課題を解決するために、構成材料が内蔵され
たマルチチップモジュールにおいて、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター
面を基準にして、同じ種類の構成材料同士が面対称となる配置で設けられていることを特
徴としている。
【００１３】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を境として、マル
チチップモジュールを上部構造体および下部構造体に分けて考えた場合、上部構造体内の
各構成と、下部構造体内の各構成とは、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面
に対して、略面対称な配置になっている。したがって、上記上部構造体と上記下部構造体
とは、それぞれ、逆方向に向かって反ろうとする。つまり、上記上部構造体と上記下部構
造体とは、それぞれの反ろうとする力を打ち消し合う方向に反ろうとする。その結果、マ
ルチチップモジュールは、自身の反りを低減することができる。
【００１４】
　また、マルチチップモジュールの反りを低減できるので、当該マルチチップモジュール
を他の基板に搭載する場合に、基板へ確実に接続することができるとともに、搭載後の使
用環境下においてたとえ温度変化があったとしても、マルチチップモジュールの反りが小
さいので、基板とマルチチップモジュールとの接続不良を低減することができる。
【００１５】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記構成材料は、該構成材料の断面方向のセン
ター面が、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準として、面対称と
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なる配置で設けられていることが好ましい。
【００１６】
　上記構成によれば、偶数個の構成材料を、マルチチップモジュールに対して垂直方向に
重なるように配置することができる。しかも、このとき、上記偶数個の構成材料の断面方
向におけるセンター面は、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面に対して略面
対称に配置されるので、マルチチップモジュールの反りをさらに低減することができる。
【００１７】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記構成材料の少なくとも１つは、該構成材料
の断面方向のセンター面と、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面とが重
なるように設けられていることが好ましい。
【００１８】
　上記構成によれば、奇数個の構成材料を、マルチチップモジュールに対して垂直方向に
重なるように配置することができる。しかも、このとき、上記奇数個の構成材料の断面方
向におけるセンター面は、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面に対して略面
対称に配置されるので、マルチチップモジュールの反りをさらに低減することができる。
【００１９】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記構成材料は、電子部品、基材および配線の
うちの少なくとも１つであることが好ましい。
【００２０】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールに含まれる主要な構成材料としては、電子
部品、基材および配線等を挙げることができる。したがって、これら主要な構成材料の配
置を、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして略面対称な配置とす
れば、上記マルチチップモジュールの上部構造体および下部構造体の構成の大半を、マル
チチップモジュールの断面方向に対するセンター面に対して面対称な配置にすることがで
きる。その結果、マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【００２１】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記面対称に配置された基材は、少なくともマ
ルチチップモジュールの平面における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を
有することが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、上記基材は、少なくともマルチチップモジュールの平面における最
長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有している。つまり、上記マルチチップ
モジュールの上部構造体および下部構造体に含まれる基材は、温度変化に応じて、それぞ
れ、逆方向に同じ力で反ることになる。したがって、マルチチップモジュールの反りを、
より低減することができる。
【００２３】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記面対称に配置された基材は、互いに略同一
の弾性率およびガラス転移温度を有することが好ましい。
【００２４】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールでは、前記面対称に配置された基材は、互い
に同一の材料からなる基材であることが好ましい。
【００２５】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準にし
て、基材の配置のみならず基材の物性までも、略面対称な配置とすることができるので、
マルチチップモジュールの反りをより低減することができる。
【００２６】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記面対称に配置された基材は、有機材料また
は無機材料からなる繊維または粒子を含んだ樹脂からなり、前記面対称に配置された基材
は、互いに前記繊維または粒子の含有比率が略同一であることが好ましい。
【００２７】
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　上記構成によれば、上記基材が、有機材料または無機材料からなる繊維または粒子を含
んだ樹脂からなることによって、上記樹脂の物性（例えば、線膨張係数、弾性率）を所望
の値に近づけることができる。例えば、上記基材の物性を上記電子部品に近づけることが
できる。また、同一種類の材料からなる基材であっても、その含有比率が異なると物性値
が微妙に異なってくるため、含有比率を略同じとすることでマルチチップモジュールの反
りをさらに低減することができる。
【００２８】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記基材上または前記基材中には、シールド層
が設けられていることが好ましい。
【００２９】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの内部を保護することができる。
【００３０】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記シールド層は、前記マルチチップモジュー
ルの断面方向のセンター面を基準にして、面対称となる配置で設けられていることが好ま
しい。
【００３１】
　上記構成によれば、マルチチップモジュール内部の構成の多くを、マルチチップモジュ
ールのセンター面を基準にして、面対称となる配置にて設けることができる。その結果、
マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【００３２】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記面対称に配置された配線は、互いに面積が
略同一であることが好ましい。
【００３３】
　上記構成によれば、上記上部構造体と上記下部構造体の各々が、逆方向に向かって反ろ
うとする力が、より等しくなる。その結果、マルチチップモジュールは、自身の反りを低
減することができる。
【００３４】
　また、上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基
準に面対称な面において、上記配線を略面対称なパターン形状にすることができる。その
結果、マルチチップモジュールの局部的な反りを低減することができる。
【００３５】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記電子部品は、絶縁材料および導電材料のう
ち少なくとも一方を介して、前記基材に接続されていることが好ましい。
【００３６】
　上記構成によれば、電子部品毎に、絶縁材料および導電材料のうち少なくとも一方の高
さを調節することにより、電子部品をマルチチップモジュールの断面方向におけるセンタ
ー面に対して、略面対称となる配置に行うことが容易に行うことができる。その結果、容
易にマルチチップモジュール部品の反りを低減することができる。
【００３７】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記基材および配線のうち少なくとも一方の層
数を調節することによって、前記電子部品のマルチチップモジュール内における位置を規
定することが好ましい。
【００３８】
　上記構成によれば、上記基材および配線の層数を調節することによって、上記電子部品
のマルチチップモジュール内における位置を規定するので、必ずしも電子部品の位置を規
定するための他の構成を必要としないが、他の構成との併用によりいっそうの効果が期待
できる。その結果、マルチチップモジュールの上部構造体と下部構造体の構成を、マルチ
チップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準として、より面対称に近くするこ
とができる。その結果、マルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【００３９】



(10) JP 2008-159718 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

　本発明のマルチチップモジュールの搭載構造は、上記課題を解決するために、上記マル
チチップモジュールの何れかを基板上に搭載してなるマルチチップモジュールの搭載構造
であって、前記基材および前記基板の線膨張係数が、略同一であることを特徴としている
。
【００４０】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールの搭載構造では、前記基材および前記基板が
、同じ材料からなることが好ましい。
【００４１】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの基板への搭載性をさらに向上させ、搭載
後の使用環境下での接続不良をさらに低減できる。
【００４２】
　本発明のマルチチップモジュールは、上記課題を解決するために、構成材料が内蔵され
たマルチチップモジュールにおいて、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター
面を挟む上部構造体および下部構造体は、共に前記構成材料として基材および電子部品を
含んでいることを特徴としている。
【００４３】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を境として、上部
構造体内の各構成と、下部構造体内の各構成とは、略同一な主要構成を有することになる
。したがって、温度変化による上記上部構造体および上記下部構造体の平面方向の伸縮は
同一方向に略同じにすることができる。つまり、上記上部構造体と上記下部構造体との間
の伸縮量の差が小さくなるので、面方向の応力の発生を抑えることができる。その結果、
マルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【００４４】
　また、マルチチップモジュールの反りを低減できるので、当該マルチチップモジュール
を他の基板に搭載する場合に、基板へ確実に接続することができるとともに、搭載後の使
用環境下においてたとえ温度変化があったとしても、マルチチップモジュールの反りが小
さいので、基板とマルチチップモジュールとの接続不良を低減することができる。
【００４５】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに
含まれる電子部品の数は、同一であることが好ましい。
【００４６】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体および下部構造体のそ
れぞれに含まれる電子部品の総表面積は、略同一であることが好ましい。
【００４７】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体および下部構造体のそ
れぞれに含まれる電子部品の総体積は、略同一であることが好ましい。
【００４８】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの上記上部構造体および下部構造体の平面
方向の伸縮量をさらに近づけることができる。その結果、マルチチップモジュールの反り
を低減することができる。
【００４９】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体および下部構造体のそれぞれに
含まれる電子部品は、マルチチップモジュールを垂直方向からみた場合、重なるように配
置されていることが好ましい。
【００５０】
　上記構成によれば、上記電子部品は、マルチチップモジュールを垂直方向からみた場合
、重なるように配置されているので、上部構造体および上記下部構造体の平面方向の局所
的な伸縮量も略同一とすることができる。つまり、上記上部構造体および上記下部構造体
を局所的に見た場合においても平面方向の内部応力の発生を抑えることができるので、内
部応力を緩和する方向への変形を小さくすることができる。その結果、マルチチップモジ
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ュールにおける局所的な変形についても低減することができる。
【００５１】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体および下部構造体は、少なくと
もマルチチップモジュールの平面における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係
数を有することが好ましい。
【００５２】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの上記上部構造体および下部構造体の最長
幅を有する方向の伸縮量を近づけることができる。つまり、温度変化に応じて、同じ方向
に略同一量の伸縮をする。その結果、マルチチップモジュールの反りを低減することがで
きる。つまり、上記上部構造体および下部構造体の最長幅を有する方向の伸縮量が大きく
異なれば、マルチチップモジュールは、上記上部構造体または下部構造体の一方に向かっ
て大きく反ることになる。しかしながら、上記構成のように、最長幅を有する方向の伸縮
量が近ければ、上部構造体および下部構造体との間で互いに作用し合う力は小さくなり、
その結果、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。その結果、マル
チチップモジュールの反りを低減することができる。
【００５３】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記基材は、マルチチップモジュールの断面方
向におけるセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられていることが好ましい
。
【００５４】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【００５５】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記基材上または前記基材中には、シールド層
が設けられていることが好ましい。
【００５６】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの内部を保護することができる。
【００５７】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記シールド層は、前記上部構造体および下部
構造体のそれぞれに含まれていることが好ましい。
【００５８】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールでは、前記上部構造体中に含まれる前記シー
ルド層の層数と、前記下部構造体中に含まれる前記シールド層の層数とが、同一であるこ
とが好ましい。
【００５９】
　上記構成によれば、上記上部構造体中の構成と上記下部構造体中の構成とを、より同一
に近づけることができる。その結果、マルチチップモジュールの反りを、より低減するこ
とができる。
【００６０】
　本発明のマルチチップモジュールでは、前記シールド層は、マルチチップモジュールの
断面方向におけるセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられていることが好
ましい。
【００６１】
　上記構成によれば、よりマルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【００６２】
　本発明のマルチチップモジュールの搭載構造は、上記課題を解決するために、上記マル
チチップモジュールの何れかを基板上に搭載してなるマルチチップモジュールの搭載構造
であって、前記上部構造体、下部構造体および基板は、少なくともマルチチップモジュー
ルの平面における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴と
している。
【００６３】
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　上記構成によれば、上記上部構造体、下部構造体および基材は、少なくともマルチチッ
プモジュールの平面における最長幅を有する方向について略同一の線膨張係数を有してい
る。したがって、マルチチップモジュール、およびその搭載構造の反りを、より低減する
ことができる。
【００６４】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法は、上記課題を解決するために、構成材料
が内蔵されたマルチチップモジュールの製造方法において、前記マルチチップモジュール
の断面方向のセンター面を基準にして、同じ種類の構成材料同士が略面対称となる配置で
設けられる工程を有することを特徴としている。
【００６５】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を境として、マル
チチップモジュールを上部構造体および下部構造体に分けて考えた場合、上部構造体内の
各構成と、下部構造体内の各構成とは、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面
に対して、略面対称な配置になっている。したがって、上記上部構造体と上記下部構造体
とは、それぞれ、逆方向に向かって反ろうとする。つまり、上記上部構造体と上記下部構
造体とは、それぞれの反ろうとする力を打ち消し合う方向に反ろうとする。その結果、マ
ルチチップモジュールは、自身の反りを低減することができる。
【００６６】
　また、マルチチップモジュールの反りを低減できるので、当該マルチチップモジュール
を他の基板に搭載する場合に、基板へ確実に接続することができるとともに、搭載後の使
用環境下においてたとえ温度変化があったとしても、マルチチップモジュールの反りが小
さいので、基板とマルチチップモジュールとの接続不良を低減することができる。
【００６７】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記構成材料は、該構成材料の断面
方向のセンター面が、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準として
、面対称となる配置で設けられていることが好ましい。
【００６８】
　上記構成によれば、偶数個の構成材料を、マルチチップモジュールに対して垂直方向に
重なるように配置することができる。しかも、このとき、上記偶数個の構成材料の断面方
向におけるセンター面は、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面に対して略面
対称に配置されるので、マルチチップモジュールの反りをさらに低減することができる。
【００６９】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記構成材料の少なくとも１つは、
該構成材料の断面方向のセンター面と、前記マルチチップモジュールの断面方向のセンタ
ー面とが重なるように設けられることが好ましい。
【００７０】
　上記構成によれば、奇数個の構成材料を、マルチチップモジュールに対して垂直方向に
重なるように配置することができる。しかも、このとき、上記奇数個の構成材料の断面方
向におけるセンター面は、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面に対して略面
対称に配置されるので、マルチチップモジュールの反りをさらに低減することができる。
【００７１】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記構成材料は、電子部品、基材お
よび配線のうちの少なくとも１つであることが好ましい。
【００７２】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールに含まれる主要な構成材料としては、電子
部品、基材および配線等を挙げることができる。したがって、これら主要な構成材料の配
置を、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を基準にして略面対称な配置とす
れば、上記マルチチップモジュールの上部構造体および下部構造体の構成の大半を、マル
チチップモジュールの断面方向に対するセンター面に対して面対称な配置にすることがで
きる。その結果、マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
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【００７３】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記電子部品は、絶縁材料および導
電材料のうち少なくとも一方を介して、前記基材に接続されていることが好ましい。
【００７４】
　上記構成によれば、電子部品毎に、絶縁材料および導電材料のうち少なくとも一方の高
さを調節することにより、電子部品をマルチチップモジュールの断面方向におけるセンタ
ー面に対して、略面対称となる配置に行うことが容易に行うことができる。その結果、容
易にマルチチップモジュール部品の反りを低減することができる。
【００７５】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記基材は、少なくとも、マルチチ
ップモジュールの表面および裏面の両面に形成されることが好ましい。
【００７６】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面に対して略
面対称になるように基材を配置することができる。その結果、マルチチップモジュールの
反りを低減することができる。
【００７７】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記基材上または前記基材中には、
シールド層が設けられていることが好ましい。
【００７８】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの内部を保護することができる。
【００７９】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記シールド層は、前記マルチチッ
プモジュールの断面方向のセンター面を基準にして、面対称となる配置で設けられている
ことが好ましい。
【００８０】
　上記構成によれば、マルチチップモジュール内部の構成の多くを、マルチチップモジュ
ールのセンター面を基準にして、面対称となる配置にて設けることができる。その結果、
マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【００８１】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法は、上記課題を解決するために、構成材料
が内蔵されたマルチチップモジュールの製造方法において、前記マルチチップモジュール
の断面方向を挟む上部構造体および下部構造体の中に、共に、前記構成材料として基材お
よび電子部品を形成する工程を有することを特徴としている。
【００８２】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を境として、上部
構造体内の各構成と、下部構造体内の各構成とは、略同一な主要構成を有することになる
。したがって、温度変化による上記上部構造体および上記下部構造体の平面方向の伸縮は
同一方向に略同じにすることができる。つまり、上記上部構造体と上記下部構造体との間
の伸縮量の差が小さくなるので、面方向の応力の発生を抑えることができる。その結果、
マルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【００８３】
　また、マルチチップモジュールの反りを低減できるので、当該マルチチップモジュール
を他の基板に搭載する場合に、基板へ確実に接続することができるとともに、搭載後の使
用環境下においてたとえ温度変化があったとしても、マルチチップモジュールの反りが小
さいので、基板とマルチチップモジュールとの接続不良を低減することができる。
【００８４】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部構造体の
それぞれに含まれる上記電子部品の数は、同一であることが好ましい。
【００８５】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部
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構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総表面積は、略同一であることが好ましい。
【００８６】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部
構造体のそれぞれに含まれる電子部品の総体積は、略同一であることが好ましい。
【００８７】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの上記上部構造体および下部構造体の平面
方向の伸縮量をさらに近づけることができる。その結果、マルチチップモジュールの反り
を低減することができる。
【００８８】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部構造体の
それぞれに含まれる電子部品は、マルチチップモジュールを垂直方向からみた場合、重な
るように配置されていることが好ましい。
【００８９】
　上記構成によれば、上記電子部品は、マルチチップモジュールを垂直方向からみた場合
、重なるように配置されているので、上部構造体および上記下部構造体の平面方向の局所
的な伸縮量も略同一とすることができる。つまり、上記上部構造体および上記下部構造体
を局所的に見た場合においても平面方向の内部応力の発生を抑えることができるので、内
部応力を緩和する方向への変形を小さくすることができる。その結果、マルチチップモジ
ュールにおける局所的な変形についても低減することができる。
【００９０】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部構造体は
、少なくともマルチチップモジュールの平面における最長幅を有する方向について略同一
の線膨張係数を有することが好ましい。
【００９１】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの上記上部構造体および下部構造体の最長
幅を有する方向の伸縮量を近づけることができる。つまり、温度変化に応じて、同じ方向
に略同一量の伸縮をする。その結果、マルチチップモジュールの反りを低減することがで
きる。つまり、上記上部構造体および下部構造体の最長幅を有する方向の伸縮量が大きく
異なれば、マルチチップモジュールは、上記上部構造体または下部構造体の一方に向かっ
て大きく反ることになる。しかしながら、上記構成のように、最長幅を有する方向の伸縮
量が近ければ、上部構造体および下部構造体との間で互いに作用し合う力は小さくなり、
その結果、マルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【００９２】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記基材は、マルチチップモジュー
ルの断面方向におけるセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられていること
が好ましい。
【００９３】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【００９４】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記基材上または前記基材中には、
シールド層が設けられていることが好ましい。
【００９５】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの内部を保護することができる。
【００９６】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記シールド層は、前記上部構造体
および下部構造体のそれぞれに含まれていることが好ましい。
【００９７】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体中に含まれ
る前記シールド層の層数と、前記下部構造体中に含まれる前記シールド層の層数とが、同
一であることが好ましい。
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【００９８】
　上記構成によれば、上記上部構造体中の構成と上記下部構造体中の構成とを、より同一
に近づけることができる。その結果、マルチチップモジュールの反りを、より低減するこ
とができる。
【００９９】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記シールド層は、マルチチップモ
ジュールの断面方向におけるセンター面を基準として、面対称となる配置で設けられてい
ることが好ましい。
【０１００】
　上記構成によれば、よりマルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【０１０１】
　本発明のマルチチップモジュールの製造方法では、前記上部構造体および下部構造体の
それぞれに設けられる基材は、互いに同一の材料からなる基材であることが好ましい。
【０１０２】
　上記構成によれば、上記上部構造体の構成と上記下部構造体の構成とを、より近づける
ことができるので、その結果、マルチチップモジュールの反りを、より低減することがで
きる。
【０１０３】
　本発明のマルチチップモジュールの搭載構造の製造方法は、上記課題を解決するために
、上記マルチチップモジュールの製造方法の何れかを含む、マルチチップモジュールの搭
載構造の製造方法であって、マルチチップモジュールを基板上に搭載する工程を含み、前
記基材および前記基板が、少なくともマルチチップモジュールの平面における最長幅を有
する方向について略同一の線膨張係数を有することを特徴としている。
【０１０４】
　さらに、本発明のマルチチップモジュールの搭載構造の製造方法では、前記基材および
前記基板が、同じ材料からなることが好ましい。
【０１０５】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの基板への搭載性をさらに向上させ、搭載
後の使用環境下での接続不良をさらに低減できる。
【０１０６】
　また、本発明のマルチチップモジュールの搭載構造の製造方法は、前記マルチチップモ
ジュールの製造方法の何れかを含む、マルチチップモジュールの搭載構造の製造方法であ
って、マルチチップモジュールを基板上に搭載する工程を含み、前記上部構造体、下部構
造体および基板が、少なくともマルチチップモジュールの平面における最長幅を有する方
向について略同一の線膨張係数を有することを特徴としている。
【０１０７】
　上記構成によれば、マルチチップモジュールの基板への搭載性をさらに向上させ、搭載
後の使用環境下での接続不良をさらに低減できる。
【発明の効果】
【０１０８】
　本発明のマルチチップモジュールおよびその製造方法、並びにマルチチップモジュール
の搭載構造およびその製造方法は、以上のように、マルチチップモジュールの断面方向の
センター面を基準にして、同じ種類の構成材料同士が略面対称となる配置で設けられてい
る。
【０１０９】
　また、本発明のマルチチップモジュールは、マルチチップモジュールの断面方向のセン
ター面を挟む上部構造体および下部構造体は、共に前記構成材料として基材および電子部
品を含んでいる。
【０１１０】
　それゆえ、温度変化等によって生じる、マルチチップモジュールやマルチチップモジュ
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ールの搭載構造の反りを低減することができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１１】
　まず、本願の基本原理について説明する。
【０１１２】
　本願発明者は、マルチチップモジュールにおける主要構成材料の配置を考慮することに
よって、マルチチップモジュールの製造過程等で生じる反りを防止することができること
を見出し、本願発明を完成させるに至った。
【０１１３】
　例えば、図８に示すように、シリコン基材３０上に、３つの電子部品３１が搭載された
マルチチップモジュール２０を例にして説明することにする。上記電子部品３１の周囲に
は、封止樹脂３５が形成されている。つまり、下部構造体４６における電子部品３１以外
の領域は、封止樹脂３５が充填されている。そして、図８において、破線４０は、マルチ
チップモジュール２０の断面方向におけるセンター面を示している。つまり、上記マルチ
チップモジュール２０は、上記センター面を境にして上部構造体４５と下部構造体４６と
に分けることができる。なお、図８において、破線４１は上部構造体４５の断面方向にお
けるセンター面を示しており、破線４２は下部構造体４６の断面方向におけるセンター面
を示している。
【０１１４】
　このとき、例えば、電子部品３１がシリコンチップである場合、シリコン基材３０、電
子部品３１および封止樹脂３５の線膨張係数は、以下の（Ｉ）にて示す関係になる。つま
り、
　　電子部品３１＝シリコン基材３０＜封止樹脂３５・・・・（Ｉ）
　したがって、上部構造体４５および下部構造体４６の線膨張係数は、以下の（ＩＩ）に
て示す関係になる。つまり、
　　上部構造体４５＜下部構造体４６・・・・・・・・・・・（ＩＩ）
　したがって、温度が上昇また下降すると、下部構造体４６の方が上部構造体４５と比較
して大きく伸縮することになる。そして、下部構造体４６が伸びれば、マルチチップモジ
ュール２０は下側（下部構造体４６側）に向かって凸形状となるように反り、下部構造体
４６が縮めば、マルチチップモジュール２０は上側（上部構造体４５側）に向かって凸形
状となるように反る。
【０１１５】
　次いで、上記上部構造体４５および下部構造体４６について、更に詳細に検討する。
【０１１６】
　上記上部構造体４５は、破線４１を境にして、上側の方が下側に比べてシリコン基材３
０の体積が多くなっている。その結果、温度が上昇または下降すると、破線４１を境にし
て下側（下部構造体４６と接する側）の方が上側と比較して大きく伸縮することになる。
したがって、温度が上昇すると、上部構造体４５は下側に向かって凸形状となるように反
り、温度が下降すると、上部構造体４５は上側に向かって凸形状となるように反る。
【０１１７】
　一方、上記下部構造体４６は、破線４２を境にして、上側（上部構造体４５と接する側
）の方が下側に比べて電子部品３１のボディー体積が大きくなっている。その結果、温度
が上昇または下降すると、破線４２を境にして下側の方が上側と比較して大きく伸縮する
ことになる。したがって、温度が上昇すると、下部構造体４６は下側に向かって凸形状と
なるように反り、温度が下降すると、下部構造体４６は上側に向かって凸形状となるよう
に反る。
【０１１８】
　つまり、上記上部構造体４５および下部構造体４６は、温度の上昇または下降にともな
って、同じ方向に反ることになる。その結果、マルチチップモジュール２０は、温度の上
昇または下降にともなって大きく反ることになる。
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【０１１９】
　そこで、本願発明者は、温度の上昇または下降にともなって、上記上部構造体４５と下
部構造体４６とが互いに逆方向に反るようにすれば、反ろうとする互いの力を打ち消しあ
って、その結果、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができると考えた。
そして、このようにマルチチップモジュール２０の反りを低減させるためには、マルチチ
ップモジュール２０の断面方向におけるセンター面、換言すれば破線４０を基準にして、
上部構造体４５および下部構造体４６内の各構成の配置を略面対称にすればよいことを見
出して、本願発明を完成させるに至った。
【０１２０】
　また、マルチチップモジュール２０の構造上、上部構造体４５および下部構造体４６内
の各構成の配置を正確に面対称に配置することができない場合がある。この場合、上部構
造体４５および下部構造体４６の各々に含まれる各構成のパラメータ（例えば、電子部品
３１の総体積、総表面積、個数など）を略同一にすれば、上部構造体４５および下部構造
体４６の平面方向の伸縮量を略同一とすることができる。この場合、上部構造体４５と下
部構造体４６との間で互いに作用し合う力は小さく、その結果、マルチチップモジュール
２０の反りを低減することができる。つまり、本願発明者は、マルチチップモジュール２
０の反りを低減させるためには、上部構造体４５および下部構造体４６の各々に含まれる
各構成のパラメータを略同一にすればよいことを見出して、本願発明を完成させるに至っ
た。
【０１２１】
　以下に、本発明の一実施形態について図１～７および図９に基づいて説明するが、本発
明はこれに限定されるものではない。
【０１２２】
　〔実施の形態１〕
　本実施の形態のマルチチップモジュールを、図１を用いて説明する。
【０１２３】
　図１は、本実施の形態のマルチチップモジュールの断面図である。
【０１２４】
　図１のマルチチップモジュール２０では、複数の電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃ（電子部品
のボディー）が平面方向に並んで内蔵されている。電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂは、
各々がボディーサイズ（ボディーの平面サイズおよびボディーの厚さ）が異なった集積回
路を有する能動部品である。また電子部品１Ｃは、集積回路部品１Ａ・１Ｂとは異なった
ボディーサイズを有する受動部品である。ここでは電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃとして集積
回路チップやチップコンデンサーを例としているが、これに限定されることはない。
【０１２５】
　電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのそれぞれのボディーサイズも特に限定されず、マルチチッ
プモジュールに搭載し得るサイズであればよい。例えば、マルチチップモジュール２０は
厚さ０．７ｍｍとし、電子部品１Ａは、ボディーサイズが４．０×４．０×０．１６ｍｍ
、電子部品１Ｂは、ボディーサイズが３．５×３．５×０．２ｍｍ、電子部品１Ｃは、ボ
ディーサイズが０．６×０．３×０．３ｍｍであることが好ましい。なお、上記具体的数
値は単なる一例であって、本願発明は、これに限定されない。
【０１２６】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃは、樹脂等に
よって周囲全体が被覆されたボディーを有するものであってもよい。なお、この場合、樹
脂部分も含めて電子部品のボディーとする。
【０１２７】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュールの部品として電
子部品が内蔵される。したがって、電子部品は特に封止樹脂で覆われている必要がないた
め、シリコン等の基板そのものをボディーとして有する電子部品（ベアチップまたはウエ
ハレベルＣＳＰ）を用いた例を説明する。なお、本明細書において、単に「電子部品」と
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記載した場合、電子部品の「ボディー」が意図される。電子部品の「ボディー」とは、集
積回路、ＩＣ、トランジスター、ダイオード、センサー、圧電素子、コンデンサー、抵抗
、コイル、フィルター、バリスタ、チップビーズ等の電子部品において、外部接続端子を
除く本体の部分が意図される。また「ウエハレベルＣＳＰ」とは、パッケージングをウエ
ハ状態で行い、パッケージの最終形態としてはチップサイズのボディーを有するものが意
図される。ウエハレベルＣＳＰは、一般的に集積回路（ＩＣ）チップの素子面のみが樹脂
で封止されており、集積回路チップの側面と、素子面と対向する裏面は封止されておらず
、外部接続端子は集積回路チップの電極パッド部と接続された配線によって接続されてい
る。電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃは、基材３Ａ上に形成された導電材料である配線９の一部
であるランド部１０に、導電材料である端子１５を介して電気的に接続されている。
【０１２８】
　配線９（ランド１０、１１）は導電材料であればよく特に限定されない。例えば、配線
９（ランド１０、１１）の材料として、電気伝導度が高い銅を用いることが好ましい。ま
た、配線９（ランド１０、１１）の厚さも特に限定されず、マルチチップモジュールに搭
載可能な厚さにすればよい。例えば、上記配線９（ランド１０、１１）の厚さは、０．０
２ｍｍであることが好ましい。上記構成によれば、電気伝導度の高い配線を形成すること
ができる。
【０１２９】
　端子１５は、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃをランド１０に接続し得るものであればよく特
に限定されない。例えば、上記端子１５は、ハンダ、銅、金等のバンプに用いられる材料
によって形成されることが好ましい。なお、本実施の形態のマルチチップモジュールにお
いては、ランド１０との接続が容易なハンダを用いる例を示す。
【０１３０】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、基材３Ａに接続された電子部品１Ａ・１
Ｂ・１Ｃは、基材３Ａとともに封止樹脂５によって覆われて保護されている。上記封止樹
脂５としては特に限定されず、適宜公知の封止樹脂を用いることができる。例えば、上記
封止樹脂５は、シリカ等のフィラーを含有していることが好ましい。このとき、封止樹脂
５中のフィラーの含有比率を調整することによって、封止樹脂５の線膨張係数と基材３Ａ
の線膨張係数とを近づけておくことが好ましい。上記構成によれば、マルチチップモジュ
ールの線膨張係数の分布を、より均一なものにすることができるので、マルチチップモジ
ュールの反りを、より低減することができる。
【０１３１】
　さらに、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを挟
むようにして基材３Ａおよび基材３Ｂが設けられている。そして、マルチチップモジュー
ル２０の断面方向のセンター面４Ａに対して、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃは略面対称の位
置に設けられるとともに、基材３Ａおよび基材３Ｂも略面対称の位置に設けられている。
つまり、マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター面と重なるように主要
構成材料である各電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーが存在する。マルチチップモジュ
ール２０の断面方向のセンター面と重なるように電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーが
存在することによって、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。
【０１３２】
　また、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、図１に示すように、マルチチップ
モジュール２０の断面方向に対するセンター面と、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの断面方向
に対するセンター面とが重なるように存在することが、さらに好ましい。上記構成によれ
ば、マルチチップモジュール２０の反りを、さらに低減することができる。
【０１３３】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、さらに反りを低減する効果を高めるため
に、例えば、マルチチップモジュール２０の総厚を０．７ｍｍとする場合、基材３Ａおよ
び基材３Ｂの厚さを０．１５ｍｍ（配線の厚さは０．０２ｍｍ）にすることが好ましい。
この場合、端子１５の高さの平均値は、電子部品１Ａでは０．１ｍｍ、電子部品１Ｂでは
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０．０８ｍｍ、電子部品１Ｃでは０．０３ｍｍ程度とすることが好ましい。さらに、この
場合、電子部品のボディーの厚さは、電子部品１Ａが０．１５ｍｍ、電子部品１Ｂが０．
２ｍｍ、電子部品１Ｃが０．３ｍｍであることが好ましい。なお、これら具体的数値は単
なる一例であって、本願発明は、これに限定されない。
【０１３４】
　また本実施の形態のマルチチップモジュールでは、基材３Ａおよび基材３Ｂは、マルチ
チップモジュール２０の断面方向に対するセンター面から等しい距離に存在する。すなわ
ち、基材３Ａと基材３Ｂとは、マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター
面に対して略面対称の位置に存在する。換言すれば、マルチチップモジュール２０のセン
ター面４Ａを挟んで上下に等間隔となる仮想面４Ｂおよび仮想面４Ｃのそれぞれと、基材
３Ａおよび基材３Ｂとが重なるように、上記基材３Ａおよび基材３Ｂが配置されている。
上記構成によれば、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。
【０１３５】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュール２０の断面方向
に対するセンター面から等しい距離に、基材３Ａおよび基材３Ｂの断面方向におけるセン
ター面が配置されていることが好ましい。つまり、基材３Ａおよび基材３Ｂの断面方向に
おけるセンター面の各々が、仮想面４Ｂおよび仮想面４Ｃと重なるように、上記基材３Ａ
および基材３Ｂが配置されることが好ましい。上記構成によれば、さらに反りを低減する
効果を高めることができる。このとき、基材３Ａおよび基材３Ｂの厚さは特に限定されな
いが、同じ厚さであることが好ましい。
【０１３６】
　さらに基材３Ａおよび基材３Ｂとして、ＸＹ方向の線膨張係数が略同一であるものを使
用することが好ましい。上記構成によれば、マルチチップモジュールの反りを低減する効
果を更に上げることができる。なお、本明細書において「ＸＹ方向」とは、マルチチップ
モジュールの平面における全方向、もしくは平面方向における一方向が意図される。換言
すれば、基材３Ａと基材３Ｂとが対向する対向面の全方向、もしくは一方向が意図される
。
【０１３７】
　例えば、マルチチップモジュール２０が細長い形状である場合には、マルチチップモジ
ュール２０の短手方向への基材３Ａ・３Ｂの伸縮は、マルチチップモジュール２０の反り
に対する影響は小さいので、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅方向への基
材３Ａおよび基材３Ｂの線膨張係数のみが略同一であってもよい。また、マルチチップモ
ジュール２０が歪な形状であるような場合には、基材の幅が最長となる部分の線膨張係数
のみが略同一であってもよい。また、基材３Ａと基材３Ｂとが異なる形状を有する場合に
は、基材３Ａと基材３Ｂとが重なり合う領域において、その幅が最長となる部分の線膨張
係数のみを略同一とすればよい。
【０１３８】
　例えば、図９（ａ）には、同じ形状を有する基板３Ａと基板３Ｂとを重ね合わせて形成
したマルチチプモジュールの模式図が示されている。マルチチップモジュール５０では、
基板３Ａおよび基板３Ｂの形状が正方形であり、マルチチップモジュール５１では、基板
３Ａおよび基板３Ｂの形状が長方形であり、マルチチップモジュール５２では、基板３Ａ
および基板３Ｂの形状が楕円であり、マルチチップモジュール５３では、基板３Ａおよび
基板３Ｂの形状が歪な形状である。この場合、図９（ａ）において、矢印６Ａが、マルチ
チップモジュールの長手方向を示し、矢印６Ｂが、マルチチップモジュールの最長幅方向
を示す。
【０１３９】
　また、図９（ｂ）には、異なる形状を有する基板３Ａと基板３Ｂとを重ね合わせて形成
したマルチチップモジュール５４の模式図が示されている。図９（ｂ）では、基板３Ａは
長方形であり、基板３Ｂは歪な形状である。そして、基板３Ｂは、その全体が基板３Ａと
重なるように配置されている。この場合、図９（ｂ）において、矢印６Ａが、マルチチッ



(20) JP 2008-159718 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

プモジュールの長手方向を示し、矢印６Ｂが、マルチチップモジュールの最長幅方向を示
す。
【０１４０】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、上記基材３Ａおよび基材３Ｂの弾性率と
ガラス転移温度とを略同一にすることが好ましい。なお、弾性率については、線膨張係数
の場合と同様に、マルチチップモジュールの平面形状に応じて、基材の長手方向または最
長幅方向のみを考慮しても、マルチチップモジュールの反りを低減することができる。な
お、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、同じ種類の材料からなる基材３Ａおよ
び基材３Ｂを用い、線膨張係数、弾性率およびガラス転移温度を同じにしている。基材３
Ａと基材３Ｂとが同じ材料で形成されていれば、基材３Ａと封止樹脂１５との密着性、お
よび基材３Ｂと封止樹脂１５との密着性のバランスが良くなる。界面剥離は一般的に、複
数の界面がある場合、ある一界面が非常に強くても、剥離の頻度は最も弱い界面に左右さ
れる。したがって、上記構成によれば、界面剥離を防止することができる。
【０１４１】
　また２種類以上の材料を混合した複合材料によって、基材３Ａおよび基材３Ｂを形成す
ることもできる。この場合、材料の種類だけではなくその構成比率、含有物質のサイズ、
分布なども考慮したうえで、２種類以上の材料を混合することが好ましい。例えば、ガラ
ス繊維や有機繊維などに樹脂（例えば、エポキシ樹脂、シアネート樹脂等）を含浸させて
形成した基材では、材料の構成比率、繊維の長さ、方向、分布状態（布状、不織布状）な
どによって、基材の線膨張係数、弾性率および吸水率等が異なってくる。したがって、基
材３Ａおよび基材３Ｂを形成する場合には、基材の材料の種類以外にも構成比率、繊維の
平均長さ、平均径、分布状態（方向、織布または不織布）が同じであることが好ましい。
また上記基材３Ａおよび基材３Ｂに対して、上記繊維以外にフィラーを含有させることも
できる。この場合においても、フィラーの構成比率および平均サイズが同じであることが
好ましい。
【０１４２】
　上記基材３Ａおよび基材３Ｂとして、ガラス繊維を布状に仕上げたガラスクロスに液状
のエポキシ系の樹脂を含浸させたプリント配線基板を用いる場合、上記内容を考慮すれば
、以下の条件にしたがって基材３Ａおよび基材３Ｂを形成することが好ましい。すなわち
、基材３Ａおよび基材３Ｂの各々に用いる樹脂に対するガラスの構成比率の差は、２０ｗ
ｔ％以下の範囲に抑えることが好ましく、基材３Ａおよび基材３Ｂのガラス転移温度の差
は２０℃以下の範囲に抑えることが好ましい。ガラス転移温度としては高いほどよく、例
えば、１６０～１８０℃程度のガラス転移温度であることが好ましい。また、基材３Ａお
よび基材３Ｂの線膨張係数の差は、ガラス転移温度以下ではＸＹ方向における少なくとも
一方向において１０ｐｐｍ／℃以下の範囲に抑えることが好ましく、ガラス転移温度以上
ではＸＹ方向において１００ｐｐｍ／℃以下の範囲に抑えることが好ましい。また、基材
３Ａおよび基材３Ｂの吸水率の差は、０．２ｗｔ％以下の範囲であることが好ましい。
【０１４３】
　ところで本実施の形態のマルチチップモジュールでは、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃは、
基材３Ａにのみに搭載されている。また、基材３Ｂは外部との接続も行わないため、基材
３Ｂ上には配線９を設ける必要はないが、マルチチップモジュール２０の反りをさらに抑
制するために、配線９を基材３Ａおよび基材３Ｂの両方の内側に設けることが好ましい。
なお、このとき、配線９の層数としては特に限定されず、適宜必要な数だけ設ければよい
。また、上記配線９は単層に限定されず、複数の層が積層されたものであってもよい。
【０１４４】
　基材３Ａ上に設けられる配線９の面積率（配線の基板に対する面積率）と、基材３Ｂ上
に設けられる配線９の面積率の差は特に限定されないが、２０％以内であることが好まし
い。また、上記面積率が同一であることが、最も好ましい。上記構成によれば、マルチチ
ップモジュールの反りを低減する効果をさらに上げることができる。
【０１４５】
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　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーの
厚さが全て異なるため、端子１５の高さを変化させて各電子部品の高さを調節しているが
、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーの厚さをそろえるとともに、マルチチップモジュ
ール２０の断面方向におけるセンター面に電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーが配置さ
れるように端子１５の高さを調節することもできる（対称配置とする場合でも、端子１５
を所望の高さにすることが必要であり、また、ダイボンド材等を用いる場合も同様である
）。ただし、異なる電子部品ではボディーの厚さをそろえることは困難な場合が多いこと
はいうまでもない。したがって、電子部品のボディーの位置を適正に調節する方法として
は、端子１５として、導電材料である金、銅またはハンダ等の金属からなるバンプ、さら
には当該バンプと、導電材料としてのＡＣＦ（異方性導電膜）またはＡＣＰ（異方性導電
ペースト）との複合も考えられる。ＡＣＦは導電粒子を含有した樹脂膜であり、ＡＣＰは
導電粒子を含有した液状樹脂である。ＡＣＦおよびＡＣＰは、電子部品側または基材側に
貼り付けるか塗布し、その後、熱圧着を行うことによってバンプなどの突起部分を介して
電気的接続を形成することができる材料である。電子部品をフェイスアップで搭載する場
合は、ダイボンド材料として、ペースト状かシート状の導電材料である導電性接着材、絶
縁材料である絶縁性接着材を用いることができる。さらに他の方法として、絶縁材料であ
る基材等を用い、これらの厚さ、層数を変化させることによって電子部品のボディーの位
置を適正に調節することが好ましい。また、導電材料である配線９（ランド１０）の厚さ
、層数を変化させることによっても、電子部品のボディーの位置を適正に調節することが
できる。
【０１４６】
　次いで、本願発明のマルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準とし
て、電子部品のボディーを略面対称な配置とするための構成（導電材料または絶縁材料）
について説明する。なお、以下に示す構成は単なる例にすぎず、本発明はこれに限定され
るものではない。
【０１４７】
　図７は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準として、電子部
品を略面対称の配置とするための導電材料、絶縁材料を示すとともに、マルチチップモジ
ュールの断面方向におけるセンター面を基準として略面対称に配置された電子部品を示す
。なお、図７中、同じマークで示した線分は互いに等距離であることを示す。
【０１４８】
　電子部品１Ａと電子部品１Ｂとを比較すると、電子部品のボディーの厚さが異なる。こ
の場合、電子部品１Ａの場合に比べて、電子部品１Ｂの下の基材３Ａを厚くするとともに
、導電材料である端子１５の高さ（厚さ）を薄くすることによって、マルチチップモジュ
ール２０のセンター面と重なるように、電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂのボディーを配
置している。なお、このとき、さらにマルチチップモジュール２０のセンター面と電子部
品１Ａおよび電子部品１Ｂのボディーのセンター面とが重なるのが最も好ましい。また電
子部品１Ａおよび電子部品１Ｂのボディーを挟むようにして、同じ層数（上下１層ずつ）
の基材３Ａと基材３Ｂとが配置されている。電子部品１Ｂでは、センター面を基準にして
、基材３Ａと基材３Ｂの配置だけではなく、基材３Ａおよび基材３Ｂの厚さも面対称とな
るように形成されている。上記構成によれば、マルチチップモジュールの反りを抑えるこ
とができる。
【０１４９】
　電子部品１Ｃと電子部品１Ｄとを比較すると、電子部品のボディーの厚さが異なるが、
電子部品１Ｃは、電子部品１Ｄと比較して絶縁材料または導電材料であるダイボンド材料
１４の厚さを薄くすることにより、電子部品のボディーがマルチチップモジュールの断面
方向におけるセンター面に重なるように設けられている（電気的接続は、ワイヤボンディ
ング（ボンディングワイヤの図は省略）によって行われる）。この場合も、電子部品１Ｃ
および電子部品１Ｄのボディーの断面方向におけるセンター面と、マルチチップモジュー
ルの断面方向におけるセンター面とが重なる配置にすることが最も好ましい。ダイボンド
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材料１４としては、ペースト状の材料またはシート状の材料等を用いることが可能であり
、樹脂成分に各々導電性物質を含有するか否かによって、導電性または絶縁性を示す。シ
ート状の材料はペースト状の材料に比べると搭載時に所望の高さを得やすいが、ペースト
状の材料でもフィラー径を調節することによって、所望の高さを得やすくなる。
【０１５０】
　電子部品１Ｅ～電子部品１Ｊでは、マルチチップモジュール２０の断面方向のセンター
面と重なる位置に基材Ｃが配置されている。このとき、基材３Ｃの断面方向のセンター面
とマルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面とが重なり合うのが、反り
低減のために最も好ましい。
【０１５１】
　電子部品１Ｅは、マルチチップモジュール２０のセンター面の上下に、別々の構成とし
て配置されている。各電子部品１Ｅのボディーの断面方向におけるセンター面は、マルチ
チップモジュール２０の断面方向のセンター面との間隔が異なるように配置されているも
のの、基材３Ｃが存在することによって、マルチチップモジュール２０のセンター面を挟
んで上下に等間隔となる仮想面が各電子部品１Ｅのボディーと重なる位置に配置されてい
る。すなわち基材３Ｃによって（この場合、導電材料である配線９（ランド１０）と端子
１５の厚さも加味されるが）電子部品１Ｅのボディーを、マルチチップモジュールのセン
ター面に対して略面対称な配置としている。すなわち、上段に位置する電子部品１Ｅは、
下段に位置する電子部品１Ｅや電子部品１Ａ～１Ｄと比べて搭載領域の下方に存在する基
材の層数を変えることによって、略面対象となる配置としている。また、上下段に配置さ
れた各電子部品１Ｅは、マルチチップモジュール２０を垂直方向から見た場合、重なる領
域に配置されている。このように電子部品１Ｅを重なり合う領域に配置することによって
、マルチチップモジュール２０の局所的な反りを抑制することができる。最も好ましくは
、電子部品１Ｅのボディーは、マルチチップモジュール２０を垂直方向から見た場合、平
面サイズが全く同じであることであることが好ましい。上記平面サイズが僅かに異なる場
合においても、重なる配置とした方が、マルチチップモジュール２０の局所的な反りを抑
制することができる。
【０１５２】
　例えば、図７には、全部で１４個の電子部品が搭載されたマルチチップモジュールが示
されている。この場合、電子部品１Ｆおよび電子部品１Ｇは、その搭載領域のみの局所的
な断面を考えると面対象の配置にはなっていないため、マルチチップモジュール２０は局
所的に変形するが、マルチチップモジュール２０のセンター面を境に上段および下段のそ
れぞれに存在する電子部品のボディーの数が同じであるため、マルチチップモジュール２
０全体として考えると、反りを抑制する効果がある。
【０１５３】
　さらには、上部構造体に含まれる電子部品１Ａから１Ｊと、下部構造体に含まれる電子
部品１Ａから１Ｊのボディーサイズ（ＸＹ方向の総面積、総体積、またはその両方）が略
同じであれば、マルチチップモジュールの反りを抑制することができる。さらにこの場合
、上部構造体に含まれる電子部品１Ａ～１Ｊの総面積と下部構造体に含まれる電子部品１
Ａ～１Ｊの総面積との差、または上部構造体に含まれる電子部品１Ａ～１Ｊの総体積と下
部構造体に含まれる電子部品１Ａ～１Ｊの総体積との差が、総面積あるいは総体積が大き
い方の２０％以内とすることが好ましく、総面積および総体積の差が共に、総面積あるい
は総体積が大きい方の２０％以内とすることが最も好ましい。
【０１５４】
　電子部品１Ｈは、電子部品１Ｅと比較すると導電材料である配線９（ランド１０）が厚
く、その結果、電子部品１Ｈのボディーの断面方向におけるセンター面が略面対称となる
配置になっている。すなわち、上下段の電子部品１Ｈのボディーの断面方向のセンター面
は、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面から等間隔となっている
。このため、電子部品１Ｈは、電子部品１Ｅと比較して、さらにマルチチップモジュール
２０の反りを低減することができる。
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【０１５５】
　電子部品１Ｉでは、略面対称に配置された基材３Ａおよび基材３Ｂのそれぞれに、電子
部品が搭載されている。また、電子部品１Ｊでは、基材３Ｃの両面上に電子部品が搭載さ
れている。このためマルチチップモジュール２０に内蔵できる厚さであって、上下の配線
９（ランド１０）の厚さおよび端子１５の厚さが同じであれば、当該厚さがどのような厚
さであっても、上下に位置する電子部品１Ｉのボディーのセンター面は、マルチチップモ
ジュール２０のセンター面から等間隔に配置される。電子部品１Ｉまたは電子部品１Ｊの
ような場合、マルチチップモジュール２０を構成する配線９の配置もマルチチップモジュ
ール２０の断面方向におけるセンター面に対して面対称となっている。
【０１５６】
　次いで、本願発明のマルチチップモジュールを基板へ搭載する場合の搭載構造について
説明する。なお、以下に説明する搭載構造は、本願発明のマルチチップモジュール全てに
対して適応可能である。例えば、図１に示すマルチチップモジュール２０を搭載する基板
のＸＹ方向の線膨張係数は、マルチチップモジュールを構成する基材３Ａおよび基材３Ｂ
のＸＹ方向の線膨張係数と同じものを用いることが好ましい。
【０１５７】
　上述したように、マルチチップモジュール２０が細長い形状である場合には、マルチチ
ップモジュール２０の短手方向への基材３Ａ・３Ｂの伸縮は、マルチチップモジュール２
０の反りに対する影響は小さいので、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅方
向への基材３Ａおよび基材３Ｂの線膨張係数のみが略同一であってもよい。また、マルチ
チップモジュール２０が歪な形状であるような場合には、基材の幅が最長となる部分の線
膨張係数のみが略同一であってもよい。また、基材３Ａと基材３Ｂとが異なる形状を有す
る場合には、基材３Ａと基材３Ｂとが重なり合う領域において、その幅が最長となる部分
の線膨張係数のみを略同一とすればよい。このとき、上記基板のＸＹ方向の線膨張係数は
、基材３Ａの線膨張係数と基材３Ｂの線膨張係数との間で略同一とした方向に対してのみ
、基材３Ａおよび基材３Ｂの線膨張係数と略同一であればよい。
【０１５８】
　さらには、マルチチップモジュール２０を搭載する基板は、マルチチップモジュール２
０を構成する基材３Ａおよび基材３Ｂと同じ弾性率およびガラス転移温度であることが好
ましい。弾性率については線膨張係数の場合と同様に、マルチチップモジュールの平面形
状に応じて、長手方向または最長幅方向のみを略同一とすればよい。また、さらに、マル
チチップモジュール２０を搭載する基板は、マルチチップモジュール２０を構成する基材
３Ａおよび基材３Ｂと同じ種類の材料からなることが最も好ましい。例えば、マルチチッ
プモジュール２０を搭載する基板は、ガラス繊維を布状に仕上げたガラスクロスに液状の
エポキシ系の樹脂を含浸させたプリント配線基板を用いることが好ましいが、これに限定
されない。
【０１５９】
　上記構成によれば、基板へ搭載されたマルチチップモジュール２０の反りを低減するこ
とができる。具体的には、上記基板は、以下のような物性を有する基板であることが好ま
しい。すなわち、各々の基材３Ａおよび基材３Ｂと、マルチチップモジュール２０を搭載
する基板に用いる樹脂とガラス繊維とにおけるガラスの構成比率の差は２０ｗｔ％以下の
範囲に抑えることが好ましい。また、各々の基材３Ａおよび基材３Ｂと上記基板とのガラ
ス転移温度の差は、２０℃以下の範囲に抑えるのが好ましい。ガラス転移温度としては高
いほどよく、例えば、１６０～１８０℃程度のガラス転移温度であることが好ましい。各
々の基材３Ａおよび基材３Ｂと上記基板との線膨張係数の差は、ガラス転移温度以下では
ＸＹ方向の少なくとも一方向において１０ｐｐｍ／℃以下の範囲に抑えることが好ましく
、ガラス転移温度以上ではＸＹ方向において１００ｐｐｍ／℃以下の範囲に抑えることが
好ましい。また、各々の基材３Ａおよび基材３Ｂと上記基板との吸水率の差は、０．２ｗ
ｔ％以下の範囲であることが好ましい。
【０１６０】
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　さらにマルチチップモジュールを基板に実装した後の搭載構造の反りを抑えるためには
、マルチチップモジュールおよび上記基板のＸＹ方向の線膨張係数を略同一とすることが
好ましい。基板が上述したような複合材料である場合には、基板の構成材料の含有比率を
調整することによって線膨張係数を調節することが好ましく、マルチチップモジュールに
用いる基材が複合材料である場合には、基材の構成材料の含有比率を調整することによっ
て線膨張係数を調節することが好ましい。また、フィラー等を含有させた封止樹脂を用い
る場合には、フィラー等の含有比率を調整するとよい。上記基材または基板、またはその
両方が複合材料でない場合には、互いに線膨張係数が略同じとなるような材料を選ぶとよ
い。
【０１６１】
　また、以上に説明したマルチチップモジュールは以下のような構成でもあり得る。図１
を用いて説明する。マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター面４Ａを挟
んで上下に等間隔となる仮想面４Ｂまたは仮想面４Ｃと重なる位置に基材３Ａと基材３Ｂ
とが配置されている。さらには、マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンタ
ー面４Ａを挟んで、基材３Ａと基材３Ｂとの断面方向の各センター面が等間隔に配置され
ていることが最も好ましい。一方、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーの厚さは各々異
なるが、導電材料である端子１５によって、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーと、マ
ルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター面とが重なるように配置されてお
り、さらには、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーの断面方向に対するセンター面と、
マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター面４Ａとが一致するように形成
されている。したがって、マルチチップモジュール２０の断面方向のセンター面４Ａを挟
む上下の各構造体は、基材３Ａまたは３Ｂと、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの各々のボディ
ーの半分を含んでおり、上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーの数は同じである
。また、上記上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーのＸＹ方向の総面積は同じで
あり、上記上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーの総体積は同じである。また、
上下の各構造体に含まれる各々の電子部品のボディーは、マルチチップモジュールの垂直
方向から投影すると重なりあう位置に配置されている。また、マルチチップモジュールの
断面方向のセンター面を挟む上下の構造体は略同様の構成とし、上下の構造体はＸＹ方向
（の全方向）に略同じ線膨張係数を有するように構成されている。マルチチップモジュー
ルの平面形状によっては、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅方向のみの線
膨張係数を略同一とすれば効果があるが、ＸＹ方向の全方向について線膨張係数を略同一
としているためさらに効果がある。
【０１６２】
　また、マルチチップモジュールを基板に実装する場合、マルチチップモジュールの基材
と、マルチチップモジュールを実装する基板のＸＹ方向の線膨張係数をそろえる方法が簡
便であるとともに反りを低減する効果があるが、さらにマルチチップモジュールの基板実
装後の反りを抑えるためには、マルチチップモジュールの上記上部構造体、上記下部構造
体および上記基板のＸＹ方向（の全方向）の線膨張係数を略同じとすればよい。マルチチ
ップモジュールの平面形状によっては、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅
方向のみについて、上記上部構造体、上記下部構造と、搭載される基板と線膨張係数を略
同じとすればよい。また、基板が複合材料である場合は、基板の構成材料の含有比率を調
整することが好ましく、マルチチップモジュールに用いる基材が複合材料である場合は、
基材の構成材料の含有比率を調整することが好ましい。また、フィラー等を含有させた封
止樹脂を用いる場合には、フィラー等の含有比率を調整することが好ましい。上記基材ま
たは基板、またはその両方が複合材料でない場合は、上記上部構造体、上記下部構造と、
搭載される基板の線膨張係数が略同じとなるような材料を選ぶことが好ましい。
【０１６３】
　次いで、本実施の形態のマルチチップモジュールの製造方法について図２を用いて説明
する。
【０１６４】
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　まず、図２（ａ）に示すように、絶縁材料である基材３Ａとして、例えば、ガラスクロ
スにワニス状の熱硬化性のエポキシ樹脂を含浸させた材料を用い、当該基材３Ａ上に配線
９（ランド１０、ランド１１）が形成されたものを準備する。また、シールド層が必要な
場合は、基材３Ａにおける配線９の形成面と反対側の面上に設けるか、あるいは配線９の
形成面上に、配線９のパターンを避けて設けることが好ましい。場合によっては、基材３
Ａの内部に設けることも可能である。なお、本願発明のマルチチップモジュールでは、何
れの実施形態においても、シールド層が施されている基材は、マルチチップモジュールの
断面方向におけるセンター面に対して面対称の配置であることが好ましい。上記構成によ
れば、マルチチップモジュールの反りを、より低減することができる。
【０１６５】
　開口部１３は、例えば、ドリル等を用いて形成される。基材３Ａは、マルチチップモジ
ュールが複数繋がった短冊状またはテープ状などの状態であり、後の工程（図２（ｅ）に
て示される工程以降）で切断すると製造上、簡便であるため好ましい。なお、基材３Ｂも
、同様に複数のマルチチップモジュールが繋がった形状を有する。ここでは簡略化のため
一つのマルチチップモジュールの断面を図示している。
【０１６６】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、基材３Ａのランド１０上に電子部品１Ａ・１Ｂ・１
Ｃを各々平面方向に並べて搭載する。このとき、各々の電子部品のボディー厚が異なるた
め、電子部品側またはランド１０側に高さを変えて端子１５を形成する。電子部品側に端
子１５を形成する場合には、ウエハ状態で端子１５を形成すると、端子１５の形成工程を
簡略化することができる。ここでは、電子部品１Ａが形成されたウエハと電子部品１Ｂが
形成されたウエハとの各々に異なる高さでハンダバンプを形成することによって、電子部
品１Ａと電子部品１Ｂとをランド１０に接続後に当該電子部品１Ａと電子部品１Ｂとが各
々所望の高さになるようにすればよい。
【０１６７】
　具体的には、例えば、基材３Ａの各ランド１０上に、印刷法によってペースト状のハン
ダを形成する。次いで、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃをマウンターで搭載し、その後、熱処
理を行うことによって電気的な接続が形成される。ここで電子部品１Ａおよび電子部品１
Ｂのハンダバンプの高さを変化させるには、異なるサイズのハンダボールをボール搭載法
によってあらかじめウエハ状態の電子部品１Ａと電子部品１Ｂの端子部に搭載して熱処理
するか、印刷マスクの厚さ、または印刷マスクの開口サイズを変えてハンダを印刷して熱
処理するとよい。また電子部品１Ｃについては、基材３Ａ側にのみペースト状のハンダを
供給して端子１５を形成することにより、他の電子部品よりも端子１５の厚さを薄くする
ことができる。
【０１６８】
　次いで、基材３Ａに電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを搭載した後、熱処理を行うことによっ
て、所望の厚さのマルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面に各電子部品１
Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーが存在するように、各電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃが基材３Ａに
接続される。このとき、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面と、電子
部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの各ボディーの断面方向におけるセンター面とが重なるように、端
子１５の高さを調節することが更に好ましい。なお、本実施の形態のマルチチップモジュ
ールの製造方法では、ハンダ材料からなる端子１５を形成して電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃ
のボディーをマルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面上に配置されるよう
に搭載したが、端子１５としては特に限定されず、銅バンプまたは金バンプ等の他の金属
からなる導電材料を用いてもよい。また、電気メッキによって所望の高さのバンプを形成
するには、処理時間または電流密度を変化させることが好ましい。
【０１６９】
　また、金属細線によってバンプを形成する方法も用いることもできる。当該方法では、
ワイヤボンディングの１ｓｔボンディングの要領でバンプを形成する。そして、バンプの
高さは、ワイヤ径およびボンディング時の圧力等を変化させることによって所望の高さに
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調節することができる。
【０１７０】
　また、電子部品１Ａおよび１Ｂをフェイスアップの様式にて搭載することもできる。こ
の場合はダイボンド材料の厚さを所望の厚さとすることが好ましい。このとき電子部品１
Ａおよび電子部品１Ｂにおける基材３Ａの配線９に対する電気的接続は、ワイヤボンディ
ングによって行うことが好ましい。
【０１７１】
　次いで、図２（ｃ）に示すように、基材３Ａに搭載された電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの
端子１５間に液状樹脂（例えばアンダーフィル材等、図示せず）を注入した後、封止樹脂
５を用いて電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを覆うように樹脂封止する。この場合、端子１５間
に注入した液状樹脂を一旦硬化させてから、樹脂封止を行うことが好ましい。樹脂封止の
方法としては特に限定されず、適宜公知の方法を用いることができる。例えば、トランス
ファモールド法、ポッティング法、描画法またはスピンコート法などを用いることができ
る。封止樹脂５は完全硬化させてもよいが、液状または半硬化状態で後述の基材３Ｂの貼
り付けを行うことが好ましい。これによって、基材３Ｂの貼り付けが容易になる。なお、
樹脂封止を行った後に基材３Ｂを貼り付ける方法を説明したが、基材３Ａと基材３Ｂとを
対向させた後に、基材３Ａと基材３Ｂとの間に樹脂注入を行う方法であってもよい。この
場合は、基材３Ａと基材３Ｂとの間に、スペーサ（図示せず）を挟んでおくことが好まし
い。スペーサは、短冊状またはテープ状の形状であって、基材３Ａおよび基材３Ｂのマル
チチップモジュール形成領域内に設けられてもよいし、形成領域外に設けられてもよい。
また、トランスファモールドを行う場合には、スペーサを用いなくてもよく、上下の金型
に基材３Ａおよび基材３Ｂを真空吸着させるなどの仮止めを行うことによって所望の厚さ
の封止樹脂を形成することができる。また、上下の治具から基材３Ａおよび基材３Ｂを真
空吸着させるなどの仮止めを行い、液状樹脂を注入するなどによっても封止樹脂を形成す
ることができる。
【０１７２】
　次いで、図２（ｄ）に示すように、基材３Ｂの貼り付けを行う。このとき、基材３Ｂは
、基材３Ａと略同一の線膨張係数を有することが好ましい。マルチチップモジュールの平
面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には、基材３Ａと基材３Ｂとは、マルチチッ
プモジュールの長手方向または最長幅を有する方向について線膨張係数が略同じであって
もよい。もちろんＸＹ方向における全方向について線膨張係数が略同じであると、マルチ
チップモジュールの反りを、さらに低減させることができる。さらには、基材３Ｂは、基
材３Ａと略同一の弾性率およびガラス転移温度を有するものであることがより好ましい。
なお、弾性率に関してもマルチチップモジュールのＸＹ方向の全方向について略同一のも
のであることが好ましいが、線膨張係数の場合と同様に、マルチチップモジュールの平面
形状に応じて、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅方向についてのみ、略同
じ弾性率であってもよい。したがって、上記基材３Ｂは、基材３Ａと同じ種類の材料のも
のであることが最も好ましい。上記構成によれば、マルチチップモジュールの反りを低減
することができる。
【０１７３】
　また、基材３Ａおよび基材３Ｂは、マルチチップモジュールが搭載される基板と略同一
の線膨張係数、さらには略同一の弾性率およびガラス転移温度を有するものであることが
好ましい。マルチチップモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には
、マルチチップモジュールが搭載される基板は、マルチチップモジュールの長手方向また
は最長幅を有する方向について、その線膨張係数が上記基材３Ａおよび機材３Ｂと略同じ
ものであってもよい。もちろんＸＹ方向における全方向について、マルチチップモジュー
ルを構成する基材の線膨張係数とマルチチップモジュールを搭載する基板の線膨張係数と
が略同じであれば、さらにマルチチップモジュールの反りを低減することができる。した
がって、上記基材３Ａ、基材３Ｂおよびマルチチップモジュールを搭載する基板は、同じ
種類の材料のものであることが、より好ましい。先に説明したように上下構造体と実装す
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る基板の線膨張係数をそろえておくことが最も好ましい。これによって、マルチチップモ
ジュールを基板へ搭載した後に生じる反りも低減することができる。
【０１７４】
　基材３Ｂは、半硬化状態または液状の封止樹脂５上に搭載され、熱圧着、さらに必要で
あればオーブンなどで熱処理を行うことによって封止樹脂５上に貼り付けられる。また、
基材３Ｂとして、半硬化状態の基材３Ｂを用いてもよい。基材３Ａと基材３Ｂとの間に樹
脂注入を行う場合には、樹脂注入を行った後で、そのままオーブンなどで熱処理を行う。
熱圧着を行う場合は、マルチチップモジュールが所望の厚さとなるように、金型、治具ま
たはロール間の距離を設定しておく。また、基材３Ａと基材３Ｂとの間に樹脂注入を行う
場合は、スペーサを用いて所望の厚さにするか、あるいは金型、治具等に固定してスペー
スを確保してもよい。以上のようにして基材３Ａおよび基材３Ｂは、マルチチップモジュ
ールの表裏両面に設けられるとともに、マルチチップモジュールの断面方向におけるセン
ター面を挟むようにして等距離となる位置に配置される。
【０１７５】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュールの反り低減効果
をさらに向上させるため、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を挟ん
で等距離となる位置と、基材３Ａおよび基材３Ｂの断面方向の各センター面とが重なるよ
うに配置されることが好ましい。また、シールド層が必要な場合は、シールド層を、基材
３Ａにおける配線９の形成面と反対側の面上に設けるか、または、配線９の形成面上にお
いて配線９のパターンを避けて設ける必要がある。場合によっては、シールド層を基材３
Ａの内部に設けることも可能である。基材３Ａにシールド層を設ける場合、マルチチップ
モジュール２０の断面方向におけるセンター面を基準にして、基材３Ａに設けたシールド
層に対して略面対称の配置となるように、基材３Ｂにシールド層を設ければ、マルチチッ
プモジュール２０の反りを抑えることができる。さらには、基材３Ａ上のシールド層の断
面方向におけるセンター面と、基材３Ｂ上のシールド層の断面方向におけるセンター面と
が、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面を基準にして面対称の配
置とすれば、マルチチップモジュールの反りを一層抑えることができる。
【０１７６】
　次いで、図２（ｅ）に示すように、外部接続端子１６が形成される。上記外部接続端子
１６の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することができる。例え
ば、電子部品を基材３Ａ上へ搭載する場合と同じ要領で、ボール搭載法または印刷法など
によって、ハンダバンプをランド１１上に形成することができる。また、他の金属からな
るバンプを形成してもよい。外部接続端子１６としてはバンプ以外の端子を用いてもよく
、リード、ピン、ＡＣＦ、ＡＣＰまたはコネクターなどによって外部に接続することもで
きる。以上のようにして、マルチチップモジュールのセンター面を挟んだ上下の構造体に
は、各々同じ数の電子部品が存在し、上下の構造体に存在する電子部品のボディーのＸＹ
方向の総面積、総体積を略同一とすることができる。
【０１７７】
　図１に示すマルチチップモジュールは、３個の電子部品が全て平面方向に並んで内蔵さ
れていたが、図３に示すマルチチップモジュールのように、複数の電子部品が、マルチチ
ップモジュールに対して垂直方向に搭載されている領域（図３の電子部品１Ａ参照）が存
在する構成であってもよい。なお、図３において同じマークで示した線分は、マルチチッ
プモジュールの断面方向のセンター面から等距離であることを示す。
【０１７８】
　図３に示すように、電子部品１Ａ（例えば、各々厚さ０．１ｍｍ）は２段で構成されて
おり、絶縁材料であるシート状のダイボンド材料（例えば、厚さ０．０６ｍｍ）を用いて
積層されている。電子部品１Ａの端子１５は、０．０５ｍｍの高さとしているが、当該高
さに限定されるものではない。この場合においても、上段の電子部品１Ａのボディーと下
段の電子部品１Ａのボディーとは、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセン
ター面を基準にして略面対称の位置に配置されている。すなわち、マルチチップモジュー
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ル２０の断面方向におけるセンター面を挟んで等距離となる仮想面と、上下段の電子部品
１Ａのボディーのそれぞれとが重なるように、電子部品１Ａが配置されている。本実施の
形態のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュール２０の反りを低減する効果
がさらに向上するように、上下段の各電子部品１Ａのボディーの断面方向におけるセンタ
ー面が、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面を挟んで等距離とな
る位置に配置されていることが好ましい。
【０１７９】
　図１および図３に示すマルチチップモジュール２０では電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの厚
さは異なっているが、図４に示すマルチチップモジュール２０のように、電子部品１Ａと
電子部品１Ｂとが、同じ厚さ（例えば、０．１６ｍｍ）で内蔵されていてもよい。このよ
うに同じ厚さの電子部品を内蔵する場合においては、マルチチップモジュールは、以下の
ような構成となっている。なお、図中の同じマークで示した線分は、マルチチップモジュ
ール２０の断面方向におけるセンター面から互いに等距離であることを示す。
【０１８０】
　図４に示すように、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面に主要
構成材料である電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂのボディーが存在する。マルチチップモ
ジュール２０の断面方向のセンター面に電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂのボディーが存
在することによって、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。本実
施の形態のマルチチップモジュールでは、さらに反り低減効果があるように、例えば、基
材３Ａおよび基材３Ｂともに０．１５ｍｍの厚さのものを用い、マルチチップモジュール
２０の総厚は０．７ｍｍとしてもよい。また、端子１５の高さの平均値は、電子部品１Ａ
および電子部品１Ｂともに０．１ｍｍとしてもよい。なお、上記具体的な数値は単に一例
であって、これらの数値に限定されることはない。端子１５を所望の高さとすることによ
って、マルチチップモジュール２０の断面方向に対するセンター面と、電子部品１Ａおよ
び電子部品１Ｂの断面方向に対するセンター面とが重なるように設けられている。また、
図４に示す例では基材３Ｂ上には配線９が形成されていないが、上記のように電子部品１
Ａおよび電子部品１Ｂと、基材３Ａおよび基材３Ｂとの断面方向における配置を考慮する
ことでマルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。
【０１８１】
　また、図１、図３、図４の構造のように、マルチチップモジュール２０の表裏両面に基
材３Ａと基材３Ｂとを設ける場合、もしくは電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを挟むように基材
３Ａおよび基材３Ｂを配置するような場合は、基材３Ａおよび基材３Ｂに以下の構成を加
えることが好ましい。例えば、基材３Ａおよび基材３Ｂの内部、表面（マルチチップモジ
ュールの外部に向かう面）、または対向面（マルチチップモジュールの内部に向かう面）
における少なくとも電子部品の搭載領域に、メッシュまたはベタパターンで金属膜を設け
ることが好ましい。これによって、マルチチップモジュール２０の外部から内部への、ま
たは内部から外部への電磁波の影響を遮断することができる。上記メッシュまたはベタパ
ターンは、電子部品のグランド端子と電気的に接続されることが好ましい。さらには、上
記メッシュまたはベタパターンは、マルチチップモジュール２０の特定の外部接続端子と
も電気的に接続されることが好ましい。また、マルチチップモジュールの反りへの影響を
考慮すると以下のような構成にすることが好ましい。上記シールド層は、上部構造体と下
部構造体との両方に含まれることが好ましい。また、上記シールド層は、上部構造体と下
部構造体とに、各々同じ総数含まれることが、さらに好ましい。また、上記シールド層が
施されている基材は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面に対して面
対称の配置にすることが好ましく、上記シールド層は、マルチチップモジュールの断面方
向におけるセンター面に対して面対称の配置とすることがさらに好ましい。また、マルチ
チップモジュールの断面方向におけるセンター面に対してシールド層の断面方向における
センター面を配置すると、なお一層、マルチチップモジュールの反りを低減する効果があ
る。
【０１８２】
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　上記構成によれば、さらに効果的に電磁波と光とを遮蔽することができる。また、電子
部品の発熱によりマルチチップモジュール２０の温度が上昇する場合があるが、メッシュ
またはベタパターンで金属膜を設けることによりマルチチップモジュール２０の温度の上
昇を抑えることができる。これは熱伝導性の良好な金属膜をメッシュまたはベタパターン
で設けることにより熱放散性が向上するためである。
【０１８３】
　メッシュまたはベタパターンで設けられる金属膜は、製造上、基材３Ａおよび基材３Ｂ
上に設けられる配線と同じ材料によって形成されることが好ましい。上記材料としては特
に限定されないが、銅であることが好ましい。銅は金属材料の中でも熱放散性が優れた材
料である。したがって、マルチチップモジュール２０の温度上昇を抑えることができる。
また、電子部品をダイボンド材料で固定する場合には、当該ダイボンド材料中に導電粒子
を含有させると熱伝導性を上昇させることができる。さらにはダイボンド材料としては特
に限定されないが、導電材料であるハンダなどを用いた金属接合が、熱伝導性向上に効果
があるので好ましい。基材３Ａおよび基材３Ｂ上の配線９の最表面が金で形成されている
場合（この場合メッシュまたはベタパターンも同様に最表面を金で形成してもよい）は、
電子部品がシリコンからなるボディーを有していれば、金－シリコンでの接合が可能であ
る。なお、この場合の基材３Ａおよび基材３Ｂは、セラミック、シリコンなど、高温での
接合で変質しないような材料を選択しておくことが好ましい。
【０１８４】
　〔実施の形態２〕
　本実施の形態のマルチチップモジュールについて、図５を用いて説明する。
【０１８５】
　図５に、本実施の形態のマルチチップモジュールの断面図を示す。図５に示すマルチチ
ップモジュールと図１に示すマルチチップモジュールとの相違点は、３つの基材３Ａ・３
Ｂ・３Ｃ（例えば、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの厚さは、全て０．１５ｍｍ）を用いている点
と、配線９（例えば、配線９の厚さは、０．０２ｍｍ）の層数を４層としている点である
。また、配線８によって配線９間を電気的に接続している。なお、基材の層数および配線
９の層数は特に限定されず、適宜必要な数だけ形成することができる。このとき、マルチ
チップモジュール２０のセンター面に対して基材３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、・・・および電子部
品１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、・・・のボディーの配置が略面対象となることによって、マルチチ
ップモジュールの反りを低減することができる。
【０１８６】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、基材３Ａ、３Ｂおよび３Ｃの断面方向に
おける各センター面が、マルチチップモジュール部品２０の断面方向に対するセンター面
４Ａを基準にして面対称の位置となるように配置されている。すなわち、基材３Ｃの断面
方向におけるセンター面と、マルチチップモジュール２０（例えば、マルチチップモジュ
ール２０の厚さは、０．６ｍｍ）の断面方向におけるセンター面４Ａとは重なる位置に設
けられ、基材３Ａおよび基材３Ｂの断面方向におけるセンター面は、マルチチップモジュ
ール２０の断面方向におけるセンター面４Ａに対して等間隔の配置としている。このため
にマルチチップモジュール２０の反りを低減する効果がさらに向上する。
【０１８７】
　電子部品について、以下に説明する。本実施の形態のマルチチップモジュールでは、マ
ルチチップモジュールに対して垂直な方向に、複数の電子部品１Ａ（例えば、電子部品１
Ａの厚さは、０．０７ｍｍ）が搭載されている領域が存在するとともに、単層の電子部品
が搭載されている領域も存在する。電子部品１Ｂ（例えば、電子部品１Ｂの厚さは、０．
０７ｍｍ）および電子部品１Ｃ（例えば、電子部品１Ｃの厚さは、０．３ｍｍ）は、その
ボディーがマルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面４Ａと重なるよう
に配置されている。また、２つの電子部品１Ａのボディーは、マルチチップモジュール２
０のセンター面を基準にして等間隔の仮想面と重なるように配置されている。これによっ
て、マルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。
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【０１８８】
　図５では、さらに反りを低減する効果を上げるために、電子部品１Ｂおよび電子部品１
Ｃの断面方向におけるセンター面と、マルチチップモジュール２０のセンター面４Ａとが
重なるように配置するとともに、さらに２つの電子部品１Ａの断面方向における各センタ
ー面は、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面４Ａを挟んで等間隔
の位置に配置されていることが好ましい。電子部品１Ｂと電子部品１Ｃとは、ボディーの
厚さが異なっている。したがって、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの搭載領域の下方において
、絶縁材料である基材の層数と導電材料である配線９（ランド１０・１１）の層数とを変
化させることによって、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面上に電子
部品１Ｂおよび電子部品１Ｃのボディーを配置させることができる。例えば、電子部品１
Ｂの搭載領域には基材３Ａが１層存在するが、電子部品１Ｃの搭載領域には存在しない。
配線９(ランド１０)は、電子部品１Ｂの搭載領域では２層であるが、電子部品１Ｃの搭載
領域では１層である。また、下段の電子部品１Ａの搭載領域では、基材は０層、配線は１
層であるが、上段の電子部品１Ａの搭載領域では、基材は２層、配線は３層である。以上
のようにして、基材の層数と配線の層数を変化させることによって、各電子部品のボディ
ーの位置を調節することができる。なお、上述した具体的な基材および配線の層数は単に
一例を示したのみであって、これらに限定されないことは言うまでもない。
【０１８９】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、封止樹脂は用いないで、接着材（例えば
、接着剤の厚さは、０．０３～０．０５ｍｍ、ただし接着後は０．０２～０．０３ｍｍ（
配線上ではさらに薄くなる）であることが好ましい。接着剤の厚さは、用いる配線の厚さ
、空洞１７・１８部分の厚さ、スペースを考慮して適宜決定することができる）を介して
基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ同士を貼り付けることができる。ただし、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ自
体が接着性を有している場合は、接着材を必要としない。例えば、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ
として熱硬化性樹脂を用いる場合は、基材３Ａ、３Ｂおよび３Ｃを完全硬化の状態とはせ
ずに半硬化状態としておくとよい。
【０１９０】
　電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの搭載領域には、空洞１７・１８が存在している。上記空洞
１７・１８は、液状樹脂または上記基材を接合する接着剤等によって埋められることが好
ましい。上記液状樹脂または接着剤としては特に限定されず、適宜公知の液状樹脂または
接着剤を用いればよい。また、マルチチップモジュール２０の表裏に存在する基材３Ａお
よび基材３Ｂには、配線９のランド１１が露出しており、当該ランド１１以外は有機膜１
２によって覆われている。上記有機膜１２としては特に限定されず、適宜公知の有機膜を
形成すればよい。そして、有機膜１２は、ソルダーレジストとして機能する。また、上記
有機膜１２の厚さも特に限定されず、ランド１１以外を覆う程度の厚さにすればよい。例
えば、有機膜１２は、０．０３ｍｍの程度の厚さに形成されることが好ましい。上記構成
によれば、ランド１１を露出するとともに、その他の領域を確実に覆うことができる。
【０１９１】
　ランド１１には、他の電子部品等を搭載することが可能であって、これによって、マル
チチップモジュール２０自体を電子部品の実装用基板として用いることができる。また、
マルチチップモジュール２０自体を積層することもできる。このように他の部品をさらに
搭載する場合においても、マルチチップモジュール２０の反りが殆どないため、他の部品
の搭載性が向上するとともに、搭載後の接続不良を低減することができる。
【０１９２】
　また、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、外部接続端子１６として、実施の
形態１と同様にハンダバンプが形成されており、当該外部接続端子１６を介して、他の基
板に本実施の形態のマルチチップモジュールを搭載することができる。外部接続端子１６
はハンダバンプ以外にも他の導電材料からなるバンプ、リード、ピン、ＡＣＦ、ＡＣＰま
たはコネクターなども用いることができ、特に限定されるものではない。
【０１９３】
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　また、マルチチップモジュール２０に用いる基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃと、マルチチップモ
ジュール２０を搭載する基板とに略同一の線膨張係数を有するものを用いれば、マルチチ
ップモジュール２０を基板へ搭載した場合の反りを低減することができる。また、マルチ
チップモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には、マルチチップモ
ジュールの長手方向または最長幅を有する方向について、基材３Ａ、基材３Ｂおよび基材
３Ｃの線膨張係数が略同じものであってもよい。もちろんＸＹ方向における全方向につい
て線膨張係数が略同じであれば、さらに、マルチチップモジュールの反りを低減する効果
がある。マルチチップモジュールを搭載する基板についても同様に、マルチチップモジュ
ールの平面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には、マルチチップモジュールの長
手方向かまたは最長幅を有する方向について、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの線膨張係数と、搭
載基板の線膨張係数とが略同じものであってもよい。もちろんＸＹ方向における全方向に
ついて、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの線膨張係数と、搭載基板の線膨張係数とが略同じであれ
ば、さらに、マルチチップモジュールの反りを低減する効果がある。
【０１９４】
　さらに、マルチチップモジュール２０に用いる基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃと、マルチチップ
モジュール２０を搭載する基板とに略同一の弾性率およびガラス転移温度を有するものを
用いれば、マルチチップモジュール２０を基板へ搭載した場合の反りを低減する効果がさ
らに向上する。弾性率に関しても、マルチチップモジュールのＸＹ方向の全方向について
略同一の弾性率を有する基材３Ａ、基材３Ｂおよび基材３Ｃを用いることが好ましいが、
線膨張係数の場合と同様に、マルチチップモジュールの平面形状に応じて、マルチチップ
モジュールの長手方向または最長幅方向について略同一の弾性率を有する基材３Ａ、基材
３Ｂおよび基材３Ｃを用いても、マルチチップモジュールの反りを低減する効果がある。
マルチチップモジュールを搭載する基板についても同様に、マルチチップモジュールの平
面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には、マルチチップモジュールの長手方向か
または最長幅を有する方向について、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの弾性率と、搭載基板の弾性
率とが略同一であることが好ましい。もちろんＸＹ方向における全方向について、基材３
Ａ・３Ｂ・３Ｃの弾性率と、搭載基板の弾性率とが略同一であれば、さらに、マルチチッ
プモジュールの反りを低減する効果がある。
【０１９５】
　例えば、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、マルチチップモジュール２０に
用いる基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃと、マルチチップモジュール２０を搭載する基板とに、ガラ
ス繊維を布状に仕上げたガラスクロスに液状のエポキシ系の樹脂を含浸させたプリント配
線基板（ガラエポ基板）を用いることが好ましい。上記構成によれば、基板へマルチチッ
プモジュール２０を搭載した場合の反りを低減することができる。さらにはマルチチップ
モジュール２０を搭載する基板のガラスクロスの構成比率を多くするか、または当該基板
にシリカフィラーなどを加えることが好ましい。マルチチップモジュール２０には、電子
部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃが内蔵されており、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃのみの場合よりも、マル
チチップモジュール全体の線膨張係数は小さくなる傾向にある。電子部品としてシリコン
材料の素子（もしくは素子そのものがボディー）を内蔵している場合は、シリコン材料は
ガラスもしくはシリカと線膨張係数が比較的近いため、マルチチップモジュール２０を搭
載する基板に素子の体積または重量比率分だけガラスクロスまたはシリカフィラーを加え
ることが好ましい。
【０１９６】
　また、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、基材３Ｃについてもガラスクロス
に熱硬化性のエポキシ樹脂を含浸させた基板を用いることが好ましい。対称の位置関係に
ある基材３Ａおよび基材３Ｂの線膨張係数、弾性率、ガラス転移温度、厚さを略同一にす
るか、または同じ種類の材料にて形成することによって、マルチチップモジュール２０の
反りを低減できる。上記基材３Ｃが複合材料である場合は、各材料の含有比率を略同じに
するとさらにマルチチップモジュール２０の反りを低減できる。さらにセンター面と重な
る配置の基材３Ｃの線膨張係数、弾性率、ガラス転移温度、または材料を、基材３Ａおよ
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び基材３Ｂと略同一にすることで、内部応力を低減することができる。これによって、各
基材間の剥離を防止することができる。
【０１９７】
　また、基材３Ｃの断面方向におけるセンター面と、マルチチップモジュール２０の断面
方向におけるセンター面とが重なるようにした場合は、基材３Ｃが基材３Ａおよび基材３
Ｂと上記物性または材料の種類が異なっていても、マルチチップモジュール２０の反りを
低減することができる。また、マルチチップモジュール２０のセンター面に基材３Ｃを存
在させたが、マルチチップモジュール２０と基材３Ｃとのセンター面同士が重なり合う配
置ではない場合には、上述した構成と比較してその効果は低くなるが、マルチチップモジ
ュールの反りを低減することができる。
【０１９８】
　また、上記基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃが同じ種類の材料からなる基材であっても、複数の材
料からなる基材である場合には、材料構成比率、含有物質のサイズ、分布なども重要であ
る。例えば、上記基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃをガラス繊維や有機繊維などに樹脂（例えば、エ
ポキシ樹脂、シアネート樹脂等）を含浸させて形成した場合には、それらの材料の構成比
率、繊維の長さ、繊維の方向、分布状態（布状、不織布状）などによっても、線膨張係数
、弾性率および吸水率が異なってくる。したがって、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの材料の種類
以外にも、材料の構成比率、繊維の平均長さ、平均径、分布状態（方向、織布または不織
布）が同じであることが好ましい。また繊維以外にフィラーを含有させることもできるが
、この場合においても材料の構成比率、フィラーの平均サイズが同じであることが好まし
い。
【０１９９】
　本実施の形態のマルチチップモジュールにおいては、基材３Ａおよび基材３Ｂとして、
ガラス繊維を布状に仕上げたガラスクロスに液状のエポキシ系の樹脂を含浸させたプリン
ト配線基板を用いることが好ましい。さらに、上記内容を考慮すれば、基材３Ａ・３Ｂ・
３Ｃは以下のような構成であることが好ましい。すなわち、各々の基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ
に用いる樹脂に対するガラスの構成比率の差は、２０ｗｔ％以下の範囲に抑えることが好
ましく、各基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃのガラス転移温度の差は２０℃以下の範囲に抑えること
が好ましい。基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃとしては、高いガラス転移温度を有するものを用いる
ことが好ましい。例えば、ガラス転移温度が、１６０～１８０℃程度のものを用いること
が好ましい。基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの線膨張係数の差は、ガラス転移温度以下ではＸＹ方
向の少なくとも一方向において１０ｐｐｍ／℃以下の範囲に抑えることが好ましく、ガラ
ス転移温度以上ではＸＹ方向の少なくとも一方向において１００ｐｐｍ／℃以下の範囲に
抑えることが好ましい。また、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの吸水率の差は、０．２ｗｔ％以下
の範囲であることが好ましい。
【０２００】
　本実施の形態のマルチチップモジュールでは、配線９（ランド１０、１１）をマルチチ
ップモジュール２０の断面方向におけるセンター面を基準に略面対称の配置とすることで
、さらにマルチチップモジュール２０の反りを低減することができる。また、図５に示す
ように、本実施の形態のマルチチップモジュールでは、各層の配線９（ランド１０、１１
）の断面方向におけるセンター面をマルチチップモジュール２０の断面方向におけるセン
ター面を基準に対称となる配置としているので、さらにマルチチップモジュール２０の反
りを低減させることができる（図５の左方に同一マークで示す距離は等しい）。また、各
層の配線９の面積率も略同じとすることが好ましい。各層の配線９の面積率の差は、２０
％以内に抑えられることが好ましい。
【０２０１】
　本実施の形態のマルチチップモジュールは、以下のように構成することも可能である。
マルチチップモジュール２０の断面方向のセンター面を挟む上下の各構造体は、それぞれ
基材３Ａと基材３Ｃ、基材３Ｂと基材３Ｃとを含んでいる。また、上記各構造体はそれぞ
れ、電子部品１Ｂおよび１Ｃの各々のボディーの半分と、電子部品１Ａのボディーの１個
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とを含んでいる。したがって上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーの数は、３個
であって、同じ数となる。また、上記上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーのＸ
Ｙ方向の総面積は略同一であり、上記上下の各構造体に含まれる電子部品のボディーの総
体積も略同一であることが好ましい。上記上下の各構造体に含まれる電子部品のボディー
の総面積、総体積の差は、総面積あるいは総体積の大きい方の略２０％以内であることが
好ましい。また、上下の各構造体に含まれる各々の電子部品のボディーは、マルチチップ
モジュールの垂直方向から投影すると重なりあう位置に配置されていることが好ましい。
また、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を挟む上下の各構造体は、略同様
の構成であることが好ましく、上下の各構造体は、ＸＹ方向の全方向に略同じ線膨張係数
を有することが好ましい。マルチチップモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状
である場合には、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅を有する方向について
、上部構造体の線膨張係数と下部構造体の線膨張係数とが、略同一あってもよい。当然の
ことながら、ＸＹ方向における全方向について、上部構造体の線膨張係数と下部構造体の
線膨張係数とが略同一であれば、さらに、マルチチップモジュールの反りを低減する効果
がある。また、マルチチップモジュール２０を搭載する基板は、マルチチップモジュール
２０の上下の構造体よりもガラス繊維、フィラー等を多めに含有させることが好ましい。
これによって、上記上下の構造体の線膨張係数と略同じにすることができる。
【０２０２】
　また、マルチチップモジュール２０を搭載する基板としては特に限定されず、適宜公知
の基板を用いることができる。例えば、上記基板は、マルチチップモジュール２０に用い
る基材とは全く異なる材料のものであってもよく、その場合は基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ単体
の線膨張係数よりも小さな線膨張係数のものであることが好ましい。これによって、マル
チチップモジュールを基板へ搭載した後の反りを抑えることができる。また、マルチチッ
プモジュールを搭載する基板についても同様に、マルチチップモジュールの平面形状が細
長いかまたは歪な形状である場合には、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅
を有する方向についてのみ、上部構造体および下部構造体の線膨張係数と搭載基板の線膨
張係数とが、略同一であってもよい。もちろんＸＹ方向における全方向について、上部構
造体および下部構造体の線膨張係数と搭載基板の線膨張係数とが略同一であれば、さらに
、マルチチップモジュールの搭載構造の反りを低減する効果がある。
【０２０３】
　次いで、本実施の形態のマルチチップモジュールの製造方法について、図６を用いて説
明する。
【０２０４】
　まず、図６（ａ）に示すように、絶縁材料である基材３Ａとして、例えば、ガラスクロ
スにワニス状の熱硬化性のエポキシ樹脂を含浸させた材料を用い、当該基材３Ａ上に配線
９（ランド１０、ランド１１）が形成されたものを準備する。また、ソルダーレジストと
して有機膜１２が形成されるとともに、ランド１１に開口部が形成される。また、開口部
１３は、例えば、ドリル等を用いて形成することができる。基材３Ａとしては、マルチチ
ップモジュール２０を搭載する基板と線膨張係数、さらには弾性率およびガラス転移温度
が略同一のものを用いることが好ましく、さらには、同じ材料からなるものを用いること
が好ましい。基材３Ａは、マルチチップモジュールが複数繋がった短冊状またはテープ状
などの状態であり、後の工程（図６（ｇ）にて示される工程以降）で切断される。また、
基材３Ｂおよび基材３Ｃについても同様に複数のマルチチップモジュールが繋がった形状
を有する。ここでは簡略化のため一つのマルチチップモジュールの断面を図示している。
【０２０５】
　また、シールド層が必要であって、当該シールド層を基材３Ａの表裏どちらかの上に設
ける場合には、配線９のパターンを避けて設けるか、または、有機膜１２によって配線９
とシールド層とを絶縁することが好ましい。ただし、グランド用の配線９については、シ
ールド層と電気的導通がとられていることが好ましい。シールド層を、基材３Ａにおける
マルチチップモジュールの内側に位置する面上に設ける場合は、当該面上に有機膜１２を
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設けて、配線９とシールド層とを絶縁してもよい。ただし、この場合は、有機膜１２中の
電子部品の端子位置に相当する領域に、配線９と電気的接続を行うための開口部が形成さ
れるとともに、上記有機膜１２によって、電子部品のグランド端子を除く端子と、シール
ド層との絶縁を確実に行う必要がある。さらに、有機膜１２を基材３Ａの片面上または両
面上に２層以上設けてもよい。これによって、配線９とシールド層との絶縁、シールド層
と電子部品との絶縁、電子部品の隣接端子間等の絶縁、マルチチップモジュールの外部と
内部との絶縁、またはマルチチップモジュールの内部の保護ができる。また、シールド層
を基材３Ａの内部（基材３Ａの断面方向の内部）に設けてもよい。
【０２０６】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、配線９（ランド１０）上に電子部品１Ａ・１Ｂ・１
Ｃを各々平面方向に並べて搭載する。このとき、基材３Ａ上へ搭載される高さは、各電子
部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃに応じて各々異なる。電子部品１Ａ（下段）および電子部品１Ｃの
下方には基材が０層、配線が１層形成されるが、電子部品１Ｂの下方には基材が１層、配
線が２層形成される。
【０２０７】
　本実施の形態のマルチチップモジュールの製造方法では、上述したような基材や配線の
層数を変化させる方法以外の方法によって、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの高さを調節する
ことも可能である。例えば、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの端子１５の高さを変えることに
よって、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの高さを調節することができる。このとき、例えば、
電子部品１Ｃを搭載するランド１１に供給するペースト状ハンダの量を、電子部品１Ａ・
１Ｂを搭載するランドに供給するハンダの量と比較して増やすことによって、端子１５の
高さを変えることができる。
【０２０８】
　各ランドにハンダを供給した後、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃをマウンターで搭載し、そ
の後、熱処理を行うことによって電気的な接続が形成される。このようにしてマルチチッ
プモジュールの断面方向におけるセンター面に電子部品１Ｂおよび電子部品１Ｃのボディ
ーが存在するように、電子部品１Ｂおよび電子部品１Ｃが配置される。本実施の形態のマ
ルチチップモジュールの製造方法では、さらにマルチチップモジュールの反りを低減させ
る効果を向上させるために、電子部品１Ｂおよび電子部品１Ｃの各ボディーの断面方向に
おけるセンター面と、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面とが重なる
ように、基材の層数、配線の層数、端子１５高さを調節することが好ましい。上記端子１
５の高さは特に限定されないが、例えば、電子部品１Ａと電子部品１Ｂの端子１５は０．
０４ｍｍ、電子部品１Ｃの端子１５は０．１ｍｍの高さに調節されることが好ましい。
【０２０９】
　本実施の形態のマルチチップモジュールの製造方法では、ハンダ材料からなる端子１５
を用いたがこれに限定されることはなく、銅バンプ、金バンプ等の導電材料を用いて端子
１５を形成してもよい。電気メッキによって所望の高さのバンプを形成する場合は、処理
時間か電流密度を変化させることが好ましい。
【０２１０】
　また、金属細線によってバンプを形成することもできる。当該方法では、ワイヤボンデ
ィングの１ｓｔボンディングの要領でバンプを形成する。そして、バンプの高さは、ワイ
ヤ径およびボンディング時の圧力等を変化させることによって所望の高さに調節すること
ができる。
【０２１１】
　また電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂをフェイスアップの様式にて搭載することもでき
る。この場合はダイボンド材料の厚みを変化させることが好ましい。このとき電子部品１
Ａおよび電子部品１Ｂの電気的接続は、ワイヤボンディングによって行うことが好ましい
。
【０２１２】
　次いで、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの端子１５間に液状樹脂（例えば、アンダーフィル
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材等、図示せず）を注入する。なお、電子部品１Ａおよび電子部品１Ｂをフェイスアップ
の様式にて搭載する場合は、ボンディングワイヤが保護できるように液状樹脂を滴下する
ことが好ましい。また、必要であれば電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを覆うように、液状樹脂
を滴下することが好ましい。なお、後で同じ液状樹脂にて空洞１８を埋める場合には、こ
の段階において液状樹脂を完全に硬化させずに、半硬化状態としておいてもよい。一方、
空洞１８を液状樹脂で埋めない場合、または異なる樹脂で空洞を埋める場合には、この段
階で液状樹脂を完全硬化した方がハンドリングしやすくなるため好ましい。本実施の形態
では基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃを積層後、空洞１８に、空洞１７の端子間を埋めたものと同じ
液状樹脂を注入することが好ましい。これによって、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを外部か
らの物理的、化学的ダメージから保護することができる。また、端子間（空洞１７）と空
洞１８とを埋める樹脂として同じ樹脂を用いることによって、製造工程における樹脂の管
理が容易になる。また、上記樹脂として複数種類の樹脂を用いれば、マルチチップモジュ
ール中に物性の異なる樹脂間の境界面ができる。物性の異なる樹脂間の境界面は剥離しや
すいので、物理的、化学的ダメージが少しでも加えられれば、上記境界面は剥離してしま
う。しかしながら、上記樹脂として同じ樹脂を用いれば、境界面の剥離を低減することが
できる。空洞を樹脂で埋める場合は、液状樹脂を空洞に導く経路（図示せず）と、空洞の
エアを抜くための経路(図示せず)とを設けることが好ましい。これによって、空洞内の樹
脂のボイドを低減することができる。
【０２１３】
　次いで、図６（ｃ）に示すように、基材３Ｃとして、基材３Ａと略同一の線膨張係数を
有する基材を準備する。マルチチップモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状で
ある場合には、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅を有する方向についての
み、基材３Ｃの線膨張係数と基材３Ａの線膨張係数とを略同一とするだけでも、マルチチ
ップモジュールの反りを低減する効果がある。本実施の形態では、さらにマルチチップモ
ジュールの反りを低減させるために、ＸＹ方向の全方向について線膨張係数が略同一であ
る基材３Ｃおよび基材３Ａを用いることが好ましい。上記基材３Ｃとしては、基材３Ａと
略同一の弾性率およびガラス転移温度を有するものであることが更に好ましく、基材３Ａ
と同じ種類の材料のものであることがさらに好ましい。基材３Ｃには、配線９（ランド１
０）と、電子部品１Ｂおよび電子部品１Ｃの領域に開口部１３と、接着材１９とが形成さ
れる。弾性率に関しても、マルチチップモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状
である場合には、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅を有する方向について
のみ、基材３Ｃの弾性率と基材３Ａの弾性率とを略同一とするだけでも、マルチチップモ
ジュールの反りを低減する効果がある。本実施の形態では、さらにマルチチップモジュー
ルの反りを低減させるために、ＸＹ方向の全方向について弾性率が略同一である基材３Ｃ
および基材３Ａを用いることが好ましい。
【０２１４】
　また、シールド層が必要であり、当該シールド層を基材３Ｃの配線形成面上に設ける場
合は、配線９のパターンを避けてシールド層を設けるか、または、有機膜１２によって配
線９とシールド層とが絶縁されるようにシールド層を設けることが好ましい。このとき、
有機膜１２中の電子部品の端子位置に相当する領域に、配線９と電気的接続を行うための
開口部が形成されるとともに、上記有機膜１２によって、電子部品のグランド端子を除く
端子と、シールド層との絶縁を確実に行う必要がある。このとき、グランド用の配線９に
ついては、シールド層と電気的導通がとられていることが好ましい。また、シールド層は
、グランド端子と接続されるランド１１を除くランド１１（または外部端子１６）から絶
縁されている必要がある。なお、グランド端子と接続されるランド１１またはグランド用
の外部端子１６は、シールド層と電気的導通がとられていることが好ましい。
【０２１５】
　シールド層を基材３Ｃの接着剤側の面上に設ける場合は、シールド層を、基材３Ｃと接
着剤１９との間に形成しておくことが好ましい。接着剤１９と基材３Ｃとの密着性を向上
させるために、さらに、シールド層と接着剤１９との間に有機膜１２を設けることが好ま
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しい。さらに、有機膜１２を基材３Ｃの片面上または両面上に２層以上設けてもよい。こ
れによって、配線９とシールド層との絶縁、シールド層と電子部品との絶縁、電子部品の
隣接端子間等の絶縁を可能にする。また、シールド層を基材３Ａの内部（基材３Ａの断面
方向の内部）に設けてもよい。マルチチップモジュール２０の下部構造体に含まれる基材
３Ａ上にシールド層を設ける場合は、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセ
ンター面に位置する基材３Ｃは、当該基材３Ｃ上に設けられるシールド層が上部構造体中
に存在するように設けられる方が、マルチチップモジュール２０の反りを低減する上で効
果がある。逆に、基材３Ａと面対称な配置にある上部構造体に含まれる基材３Ｂにシール
ド層を設ける場合は、マルチチップモジュール２０の断面方向におけるセンター面に位置
する基材３Ｃは、当該基材３Ｃ上に設けられるシールド層が下部構造体中に存在するよう
に設けられる方が、マルチチップモジュール２０の反りを低減する上で効果がある。また
、上部構造体に含まれる基材３Ｂ上と、当該基材３Ｂと面対称配置であって、かつ下部構
造体に含まれる基材３Ａ上との両方にシールド層を設ける場合には、基材３Ｃにシールド
層を設ける必要はない。ただし、マルチチップモジュールの内部で電磁界的または光学的
シールドを必要とする場合には、基材３Ｃ上にシールド層を設けることが好ましい。この
場合、基材３Ｃの内部にシールド層を設けるとともに、シールド層をマルチチップモジュ
ール２０の断面方向におけるセンター面と重なるように設ければ、さらにマルチチップモ
ジュール２０の反りを抑制する効果がある。さらに、マルチチップモジュールの２０の断
面方向におけるセンター面と、基材３Ｃのシールド層の断面方向におけるセンター面とを
一致させれば、なお一層、マルチチップモジュールの反りを低減する効果が得られる。
【０２１６】
　上記接着材１９により、基板３Ｃと基板３Ａとの接着を行うことができる。また、電子
部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの表面を上記液状樹脂の替わりに、接着剤１９によって覆ってもよ
い。また、上記接着材１９は必ずしも必要であるわけではない。例えば、基材３Ａ、基材
３Ｃ、または基材３Ａおよび基材３Ｃが半硬化状態であれば、接着剤１９を使用しなくて
も、熱圧着によって基材３Ａと基材３Ｃとを貼り付けることができる。また、この時点に
おいては仮の接着であってもよい。基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃの全てを積層後、本接着を行っ
てもよい。
【０２１７】
　上記基材３Ｃは、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面に存在するよ
うに配置される。さらに、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面と、基
材３Ｃの断面方向におけるセンター面とを重ね合わせるように配置すると、マルチチップ
モジュールの反りを更に低減することができる。
【０２１８】
　次いで、図６（ｄ）に示すように、基材３Ｃのランド１０上にさらに電子部品１Ａを搭
載する。その後、電子部品１Ａの端子１５間（空洞１７）に、アンダーフィル材等の液状
樹脂を注入する。このとき、図６（ｂ）と同様に上記液状樹脂は完全硬化状態ではなく、
半硬化状態でもよい。必要であれば電子部品１Ａを覆うように液状樹脂を滴下することが
好ましい。また、先に述べたように基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃを積層後、液状樹脂を注入する
ことが好ましい。このとき上下段に搭載された各電子部品１Ａのボディーの断面方向にお
ける各センター面が、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準に面
対称の位置に配置されることが好ましい。
【０２１９】
　次いで、図６（ｅ）・（ｆ）に示すように、基材３Ｂが貼り付けられる。基材３Ｂは、
基材３Ｃと同様に、基材３Ａと同じ線膨張係数のものであることが好ましい。マルチチッ
プモジュールの平面形状が細長いかまたは歪な形状である場合には、マルチチップモジュ
ールの長手方向または最長幅を有する方向についてのみ、基材３Ｂの線膨張係数と基材３
Ａの線膨張係数とを略同一とするだけでも、マルチチップモジュールの反りを低減する効
果がある。本実施の形態では、さらにマルチチップモジュールの反りを低減させるために
、ＸＹ方向の全方向について線膨張係数が略同一である基材３Ｂおよび基材３Ａを用いる
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ことが好ましい。さらに、基材３Ｂは、基材３Ａと略同一の弾性率およびガラス転移温度
のものであることがより好ましく、さらには基材３Ａと同じ種類の材料のものであること
が最も好ましい。基材３Ｂには、配線９（ランド１１）と、電子部品１Ａおよび電子部品
１Ｃの領域に開口部１３と、接着材１９と、ソルダーレジストとして有機膜１２とが形成
されている。なお、弾性率に関しても、マルチチップモジュールの平面形状が細長いかま
たは歪な形状である場合には、マルチチップモジュールの長手方向または最長幅を有する
方向についてのみ、基材３Ｂの弾性率と基材３Ａの弾性率とを略同一とするだけでも、マ
ルチチップモジュールの反りを低減する効果がある。本実施の形態では、さらにマルチチ
ップモジュールの反りを低減させるために、ＸＹ方向の全方向について弾性率が略同一で
ある基材３Ｂおよび基材３Ａを用いることが好ましい。
【０２２０】
　また、シールド層が必要な場合は、配線９のパターンを避けて上記シールド層を設ける
か、または有機膜１２によって配線９とシールド層とを絶縁することが好ましい。ただし
、グランド用の配線９については、シールド層と電気的導通がとられていることが好まし
い。さらに、有機膜１２を基材３Ａの片面上または両面上に２層以上設けてもよい。これ
によって、配線９とシールド層との絶縁、シールド層と電子部品との絶縁、電子部品の隣
接端子間等の絶縁、マルチチップモジュールの外部と内部との絶縁、またはマルチチップ
モジュールの内部の保護ができる。また、シールド層を、基材３Ｂの内部（基材３Ｂの断
面方向の内部）に設けてもよい。ただし、基材３Ｂに設けるシールド層は、基材３Ａに設
けるシールド層の層数と同じにすれば、マルチチップモジュールの反りを、より抑制する
ことができる。また、基材３Ｂに設けるシールド層は、基材３Ａに設けるシールド層の配
置と面対称の配置にすれば、より一層、マルチチップモジュールの反りを抑制することが
できる。
【０２２１】
　接着材１９は、電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの表面を上記液状樹脂の代わりに覆ってもよ
い。また、上記接着材１９は、必ずしも必要であるわけではなく、基材３Ｂ若しくは基材
３Ｃ（および基材３Ａ）、または基材３Ｂおよび基材３Ｃ（および基材３Ａ）が半硬化状
態であれば、基材３Ｂと基材３Ｃとを熱圧着によって貼り付けることができる。熱圧着の
際には、マルチチップモジュールが所望の厚さとなるように、金型、治具またはロール等
の間隔を調節しておくとよい。このとき、基材３Ａと基材３Ｂとは、マルチチップモジュ
ールの断面方向におけるセンター面を基準に略面対称とように配置されることが好ましい
。なお、このとき基材３Ａと基材３Ｂとは、それぞれ、マルチチップモジュールの表面ま
たは裏面に配置されている。さらに、基材３Ａおよび基材３Ｂの断面方向におけるセンタ
ー面が、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を基準に面対称となる位
置に配置すれば、さらにマルチチップモジュールの反りを低減することができる。
【０２２２】
　次いで、図６（ｇ）に示すように、外部接続端子１６が形成される。上記外部接続端子
１６の形成方法は特に限定されず、適宜公知の方法によって形成することができる。例え
ば、実施の形態１と同様に、ボール搭載法または印刷法等によって、ハンダバンプをラン
ド１１上に形成してもよい。
【０２２３】
　外部接続端子１６としては、バンプ以外の端子を用いてもよく、例えば、リード、ピン
、ＡＣＦ、ＡＣＰ、コネクターなどによって外部に接続することもできる。なお、以上の
工程が終了した後、短冊状またはテープ状の基材を切断することによって、個々のマルチ
チップモジュールが完成する。このようにして完成したマルチチップモジュールは、断面
方向におけるセンター面に対象となるように電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃのボディーが配置
されている。その結果、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面を挟んだ
上下の各構造体には、それぞれ、電子部品１Ｂおよび電子部品１Ｃのボディーの半分と、
電子部品１Ａのボディーの１個とが存在することになる。さらに、上記上下の各構造体に
含まれる電子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃの各ボディーの平面方向のトータルの面積、さらには
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体積も略同一となっている。
【０２２４】
　また、本実施の形態のマルチチップモジュールのように、基材３Ａと基材３Ｂとが、そ
れぞれ、マルチチップモジュールの表面または裏面に配置されている場合、もしくは、電
子部品１Ａ・１Ｂ・１Ｃを挟むように基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃが配置されている場合には、
基材３Ａおよび基材３Ｂ（さらには基材３Ｃ）に、以下の構成を加えることが好ましい。
【０２２５】
　例えば、基材３Ａおよび基材３Ｂの内部、表面、または裏面の少なくとも電子部品の搭
載領域に、メッシュまたはベタパターンで金属膜を設けることが好ましい。これによって
、マルチチップモジュールの外部から内部への電磁波、内部から外部への電磁波、または
内部の電子部品間の電磁波と、外部から内部への光、または内部の電子部品間の光（電子
部品として発光素子を用いる場合）の影響を遮断することができる。上記メッシュまたは
ベタパターンは、電子部品のグランド端子と電気的に接続されることが好ましい。さらに
は、上記メッシュまたはベタパターンは、マルチチップモジュールの特定の外部接続端子
とも電気的に接続されることが好ましい。電子部品の発熱によりマルチチップモジュール
の温度が上昇する場合があるが、メッシュまたはベタパターンの金属膜を設けることによ
り、マルチチップモジュールの温度上昇を抑えることができる。
【０２２６】
　メッシュまたはベタパターンの金属膜は、製造上、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ上に設けられ
る配線と同じ材料によって形成されることが好ましい。上記材料としては特に限定されな
いが、銅であることが好ましい。また、マルチチップモジュールの反りを低減させるため
には以下のような構成であることが好ましい。上記シールド層は、上部構造体と下部構造
体に含まれることが好ましい。さらに、上記シールド層は、上部構造体と下部構造体との
両方に、各々同じ総数含まれることが、さらに好ましい。また、上記シールド層が施され
ている基材は、マルチチップモジュールの断面方向におけるセンター面に対して面対称の
配置されることがさらに好ましい。また、上記シールド層は、マルチチップモジュールの
断面方向におけるセンター面に対して面対称となるように配置することが好ましく、マル
チチップモジュールの断面方向におけるセンター面に対してシールド層の断面方向におけ
るセンター面が重なるように配置すれば、なお一層、マルチチップモジュールの反りを低
減することができる。また、電子部品をダイボンド材料で固定する場合には、当該ダイボ
ンド材料として、樹脂中に導電粒子を含有させることが好ましい。上記構成によれば、熱
伝導性を上昇させることができる。さらにはダイボンド材料としては特に限定されないが
、導電材料であるハンダなどを用いた金属接合が、熱伝導性を向上させることができるの
で好ましい。また、基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃ上の配線９の最表面が金で形成されている場合
（この場合メッシュまたはベタパターンの金属膜も同様に最表面を金で形成してもよい）
、電子部品がシリコンからなるボディーを有していれば、金－シリコンでの接合が可能で
ある。なお、この場合の基材３Ａ・３Ｂ・３Ｃは、セラミック、シリコンなど、高温での
接合で変質しないような材料を選択しておくことが好ましい。
【０２２７】
　なお本発明は、以上説示した各構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に示し
た範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適
宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２２８】
　以上のように、本発明では、マルチチップモジュール内の各構成の配置をマルチチップ
モジュールの断面方向におけるセンター面に対して略面対称な配置とすることによって、
マルチチップを反らす力を互いに打ち消しあっている。
【０２２９】
　また、以上のように、本発明では、マルチチップモジュールの断面方向のセンター面を
挟む上部構造体および下部構造体が、共に前記構成材料として基材および電子部品を含ん
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伸縮が同一方向に略同じになっている。
【０２３０】
　その結果、マルチチップモジュールや当該マルチチップモジュールを搭載した搭載構造
の反りを低減することが可能となる。そのため、本発明は、各種マルチチップモジュール
およびマルチチップモジュール搭載構造や、その部品を製造する分野に利用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０２３１】
【図１】本発明におけるマルチチップモジュールの実施の一形態を示す断面図である。
【図２】上記マルチチップモジュールの、各製造工程における断面図である。
【図３】本発明におけるマルチチップモジュールの他の実施の形態を示す断面図である。
【図４】本発明におけるマルチチップモジュールのさらに他の実施の形態を示す断面図で
ある。
【図５】本発明におけるマルチチップモジュールのさらに他の実施の形態を示す断面図で
ある。
【図６】上記マルチチップモジュールの、各製造工程における断面図である。
【図７】電子部品のボディーを略面対称な配置とするために導電材料および絶縁材料を設
けた、本発明のマルチチップモジュールの断面図である。
【図８】本願発明の思想を説明するための、マルチチップモジュールの断面図である。
【図９】本発明におけるマルチチップモジュールの、長手方向および最長幅方向を示す模
式図である。
【図１０】従来の他のマルチチップモジュールを示す断面図である。
【符号の説明】
【０２３２】
　１Ａ・１Ｂ・１Ｃ・１Ｄ・１Ｅ　　電子部品
　１Ｆ・１Ｇ・１Ｈ・１Ｉ・１Ｊ　　電子部品
　３Ａ・３Ｂ・３Ｃ　　基材
　４Ａ　　　　　　　　マルチチップモジュールの断面方向に対するセンター面
　４Ｂ・４Ｃ　　　　　仮想面
　５　　　　　　　　　封止樹脂
　８・９　　　　　　　配線
　１０・１１　　　　　ランド
　１２　　　　　　　　有機膜
　１３　　　　　　　　開口部
　１４　　　　　　　　ダイボンド材料
　１５　　　　　　　　端子
　１６　　　　　　　　外部接続端子
　１７・１８　　　　　空洞
　１９　　　　　　　　接着材
　２０　　　　　　　　マルチチップモジュール
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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