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(57)【要約】
【課題】樹脂破壊の発生を抑制できる配線基板を提供す
る。
【解決手段】配線基板２０は、熱硬化性樹脂を主成分と
する絶縁性樹脂からなる絶縁層３０と、絶縁層３０の上
面３０Ａに形成された凹部３０Ｙと、絶縁層３０から露
出された上面３３Ａを有し、凹部３０Ｙに形成された配
線層３３とを有する。配線基板２０は、絶縁層３０を厚
さ方向に貫通し、絶縁層３０から露出された上端面３１
Ａを有するビア配線３１と、ビア配線３１の上端面３１
Ａ及び配線層３３の上面３３Ａに接するように、絶縁層
３０の上面３０Ａに形成された配線層４０とを有する。
配線基板２０は、感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂
からなり、配線層４０の一部を被覆し、配線層３３と配
線層４０とによって形成される段差を被覆し、絶縁層３
０の上面３０Ａに形成された絶縁層４１を有する。絶縁
層３０の上面３０Ａと配線層３３の上面３３Ａとビア配
線３１の上端面３１Ａとは研磨面である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層の上面に形成された凹部と、
　前記第１絶縁層から露出された上面を有し、前記凹部に形成された第１配線層と、
　前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１絶縁層から露出された上端面を有するビ
ア配線と、
　前記ビア配線の上端面及び前記第１配線層の上面に接するように、前記第１絶縁層の上
面に形成された第２配線層と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第２配線層の一部を被覆するとと
もに、前記第１絶縁層の上面に形成された第２絶縁層と、を有し、
　前記第１絶縁層の上面と前記第１配線層の上面と前記ビア配線の上端面とが研磨面であ
り、
　前記第１配線層と前記第２配線層の接続部は、前記第１配線層の上面と前記第２配線層
の上面及び側面とによって形成される段差を有し、
　前記第２絶縁層は、前記段差を被覆するように形成されていることを特徴とする配線基
板。
【請求項２】
　前記第２配線層と前記第２絶縁層とを含み、感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂から
なる絶縁層と配線層とを複数層有する配線構造と、
　前記ビア配線の下端面に接するように、前記第１絶縁層の下面に形成された第３配線層
と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第３配線層の一部を被覆するよう
に前記第１絶縁層の下面に形成された最外絶縁層と、を有し、
　前記配線構造の最上層の配線層は、電子部品と接続されるパッドを有することを特徴と
する請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層の上面に形成された凹部と、
　前記第１絶縁層から露出された上面を有し、前記凹部に形成された第１配線層と、
　前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１絶縁層から露出された上端面を有するビ
ア配線と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層と配線層とを複数層有し、前記第
１絶縁層の上面に積層された配線構造と、
　前記配線構造の最上層の配線層に接続された電子部品と、
　前記電子部品を封止する封止樹脂と、を有し、
　前記配線構造は、
　前記ビア配線の上端面及び前記第１配線層の上面に接するように、前記第１絶縁層の上
面に形成された第２配線層と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第２配線層の一部を被覆するとと
もに、前記第１絶縁層の上面に形成された第２絶縁層と、を有し、
　前記第１絶縁層の上面と前記第１配線層の上面と前記ビア配線の上端面とが研磨面であ
り、
　前記第１配線層と前記第２配線層の接続部は、前記第１配線層の上面と前記第２配線層
の上面及び側面とによって形成される段差を有し、
　前記第２絶縁層は、前記段差を被覆するように形成されていることを特徴とする半導体
パッケージ。
【請求項４】
　前記封止樹脂と前記配線構造の絶縁層とを厚さ方向に貫通して、前記第１配線層の上面
の一部を露出する貫通孔を有することを特徴とする請求項３に記載の半導体パッケージ。
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【請求項５】
　前記貫通孔内に形成され、前記第１配線層と接続された貫通電極と、
　前記封止樹脂の上面に形成され、前記貫通電極を介して前記第１配線層と接続された接
続パッドと、を有することを特徴とする請求項４に記載の半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記電子部品は、前記最上層の配線層にフリップチップ実装された半導体チップであり
、
　前記封止樹脂は、前記半導体チップの回路形成面及び側面を被覆し、前記半導体チップ
の回路形成面とは反対側の裏面を露出するように形成され、
　前記封止樹脂の上面と前記半導体チップの裏面とは面一になるように形成されているこ
とを特徴とする請求項３～５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
　前記ビア配線の下端面に接するように、前記第１絶縁層の下面に形成された第３配線層
と、
　感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第３配線層の一部を被覆するよう
に前記第１絶縁層の下面に形成された最外絶縁層と、を有し、
　前記第１絶縁層の熱膨張係数と前記封止樹脂の熱膨張係数と前記最外絶縁層の熱膨張係
数とが等しくなるように調整されていることを特徴とする請求項３～６のいずれか一項に
記載の半導体パッケージ。
【請求項８】
　請求項４～７のいずれか一項に記載の半導体パッケージと、
　前記半導体パッケージの上に接続端子を介して積層された他の半導体パッケージと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第１絶縁層と、前記第１絶縁層の上面
に形成された凹部と、前記第１絶縁層から露出された上面を有し、前記凹部に形成された
第１配線層とを有する構造体を支持基板上に形成する工程と、
　前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通する貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔を充填するとともに、前記第１絶縁層の上面及び前記第１配線層の上面を被
覆する導電層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面から突出した前記導電層と前記第１絶縁層の上面の一部と前記第
１配線層の上面の一部とを研磨することにより、前記第１絶縁層の上面に露出する上端面
を有するビア配線を前記貫通孔内に形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面に、前記ビア配線の上端面及び前記第１配線層の上面と接する第
２配線層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面に、前記第２配線層の一部を被覆するとともに、前記第１配線層
の上面と前記第２配線層の上面及び側面とによって形成される段差を被覆するように、感
光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第２絶縁層を形成する工程と、
を有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項１０】
　熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第１絶縁層と、前記第１絶縁層の上面
に形成された凹部と、前記第１絶縁層から露出された上面を有し、前記凹部に形成された
第１配線層とを有する構造体を支持基板上に形成する工程と、
　前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通する貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔を充填するとともに、前記第１絶縁層の上面及び前記第１配線層の上面を被
覆する導電層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面から突出した前記導電層と前記第１絶縁層の上面の一部と前記第
１配線層の上面の一部とを研磨することにより、前記第１絶縁層の上面に露出する上端面
を有するビア配線を前記貫通孔内に形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面に、感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層と配線
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層とを複数層有する配線構造を積層する工程と、
　前記配線構造の最上層の配線層に電子部品を接続する工程と、
　前記配線構造の最上層の絶縁層の上面に、前記電子部品を封止する封止樹脂を形成する
工程と、を有し、
　前記配線構造を積層する工程は、
　前記第１絶縁層の上面に、前記ビア配線の上端面及び前記第１配線層の上面と接する第
２配線層を形成する工程と、
　前記第１絶縁層の上面に、前記第２配線層の一部を被覆するとともに、前記第１配線層
の上面と前記第２配線層の上面及び側面とによって形成される段差を被覆するように、感
光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第２絶縁層を形成する工程と、を有すること
を特徴とする半導体パッケージの製造方法。
【請求項１１】
　前記封止樹脂及び前記電子部品を上面側から薄化する工程と、
　薄化後の前記封止樹脂と前記配線構造の絶縁層とを厚さ方向に貫通し、前記第１配線層
の上面の一部を露出する貫通孔を形成する工程と、
を有することを特徴とする請求項１０に記載の半導体パッケージの製造方法。
【請求項１２】
　前記支持基板を除去する工程と、
　前記第１絶縁層の下面に、前記ビア配線の下端面と接する第３配線層を形成する工程と
、
　前記第１絶縁層の下面に、感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第３配
線層の一部を被覆する最外絶縁層を形成する工程と、
を有することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板、半導体パッケージ、半導体装置、配線基板の製造方法及び半導体
パッケージの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体パッケージ同士を積層する構造として所謂パッケージオンパッケージ（Ｐ
ＯＰ：Package On Package）構造と呼ばれるものが知られている。このようなＰＯＰ構造
の半導体装置において、配線層の高密度化を可能とする技術が提案されている（例えば、
特許文献１参照）。例えば、下側の半導体パッケージとして、熱硬化性樹脂を積層した絶
縁層を含む低密度配線層上に、感光性樹脂を積層した絶縁層を含む高密度配線層を形成し
、その高密度配線層の最上層に形成されたパッドに半導体チップをフリップチップ実装し
た半導体パッケージが提案されている。この種の半導体装置では、高密度配線層の最上層
にＰＯＰ用の接続パッドが形成され、その接続パッドに上側の半導体パッケージが積層接
合される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５６６２５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、上述した半導体装置では、ＰＯＰ用の接続パッドが、機械的に脆い感光性樹
脂の上に形成される。このため、半導体装置では、下側の半導体パッケージに上側の半導
体パッケージを積層接合する際に接続パッドに外力が加わると、その接続パッドの荷重を
受ける感光性樹脂にクラックなどの樹脂破壊が生じやすい。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる第１絶縁層
と、前記第１絶縁層の上面に形成された凹部と、前記第１絶縁層から露出された上面を有
し、前記凹部に形成された第１配線層と、前記第１絶縁層を厚さ方向に貫通し、前記第１
絶縁層から露出された上端面を有するビア配線と、前記ビア配線の上端面及び前記第１配
線層の上面に接するように、前記第１絶縁層の上面に形成された第２配線層と、感光性樹
脂を主成分とする絶縁性樹脂からなり、前記第２配線層の一部を被覆するとともに、前記
第１配線層と前記第２配線層とによって形成される段差を被覆し、前記第１絶縁層の上面
に形成された第２絶縁層と、を有し、前記第１絶縁層の上面と前記第１配線層の上面と前
記ビア配線の上端面とが研磨面であり、前記第１配線層と前記第２配線層の接続部は、前
記第１配線層の上面と前記第２配線層の上面及び側面とによって形成される段差を有し、
前記第２絶縁層は、前記段差を被覆するように形成されている。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、樹脂破壊の発生を抑制できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２】第１実施形態の半導体パッケージの一部を示す概略平面図。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図５】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図８】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図１０】（ａ）は、変形例の半導体パッケージの一部を示す概略平面図、（ｂ）は、変
形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図１１】（ａ）は、変形例の半導体パッケージの一部を示す概略平面図、（ｂ）は、変
形例の半導体パッケージの一部を示す概略断面図。
【図１２】（ａ）は、変形例の半導体パッケージの一部を示す概略平面図、（ｂ）は、変
形例の半導体パッケージの一部を示す概略断面図。
【図１３】変形例の半導体パッケージの一部を示す概略平面図。
【図１４】（ａ）は、変形例の半導体パッケージの一部を示す概略平面図、（ｂ）は、変
形例の半導体パッケージの一部を示す概略断面図。
【図１５】第２実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図１６】第２実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
【図１７】（ａ）、（ｂ）は、第２実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図。
【図１８】（ａ）、（ｂ）は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１９】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２０】変形例の半導体装置を示す概略断面図。
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【図２１】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、便宜上、特徴を
分かりやすくするために特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の
寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を
分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを梨地模様に代えて示し、一部の部材
のハッチングを省略している。なお、本明細書において、「平面視」とは、対象物を図１
等の鉛直方向（図中上下方向）から視ることを言い、「平面形状」とは、対象物を図１等
の鉛直方向から視た形状のことを言う。
【０００９】
　（第１実施形態）
　以下、図１～図１４に従って第１実施形態について説明する。
　図１に示した半導体パッケージ１０は、例えば、パッケージオンパッケージ（ＰＯＰ）
構造の半導体装置における下側の半導体パッケージである。この半導体パッケージ１０は
、配線基板２０と、配線基板２０に実装された半導体チップ５０と、半導体チップ５０の
一部を被覆する封止樹脂６０と、封止樹脂６０及び配線基板２０の一部の絶縁層を貫通す
る貫通孔６０Ｘとを有している。
【００１０】
　配線基板２０は、配線構造２１と、配線構造２１の下側に積層されたソルダレジスト層
２２と、配線構造２１の上側に積層された配線構造２３とを有している。
　まず、配線構造２１の構造について説明する。
【００１１】
　配線構造２１は、配線構造２３よりも配線密度の低い配線層が形成された低密度配線層
である。この配線構造２１は、絶縁層３０と、絶縁層３０を厚さ方向に貫通するビア配線
３１と、絶縁層３０の下面に形成された配線層３２と、絶縁層３０の上面３０Ａ側に埋め
込まれた配線層３３とを有している。
【００１２】
　ここで、絶縁層３０の材料としては、例えば、感光性樹脂よりも機械的強度（剛性や硬
度等）の高い絶縁性樹脂を用いることができる。絶縁層３０の材料としては、例えば、熱
硬化性樹脂を主成分とする非感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。例えば、絶縁層
３０の材料としては、補強材であるガラスクロス（ガラス織布）にエポキシ樹脂を主成分
とする熱硬化性の絶縁性樹脂を含浸させ硬化させた、いわゆるガラスエポキシ樹脂を用い
ることができる。補強材としてはガラスクロスに限らず、例えば、ガラス不織布、アラミ
ド織布、アラミド不織布、液晶ポリマ（Liquid Crystal Polymer：ＬＣＰ）織布やＬＣＰ
不織布を用いることができる。熱硬化性の絶縁性樹脂としてはエポキシ樹脂に限らず、例
えば、ポリイミド樹脂やシアネート樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。また、
絶縁層３０の材料としては、例えば、補強材が含有されていない熱硬化性樹脂を主成分と
する非感光性の絶縁性樹脂を用いることもできる。絶縁層３０は、例えば、シリカやアル
ミナ等のフィラーを含有していてもよい。また、絶縁層３０の材料としては、例えば、当
該絶縁層３０の熱膨張係数（ＣＴＥ：Coefficient of Thermal Expansion）がソルダレジ
スト層２２及び封止樹脂６０の熱膨張係数と等しくなるように調整された絶縁性樹脂であ
ることが好ましい。例えば、絶縁層３０の熱膨張係数は２０ｐｐｍ／℃以下になるように
調整されていることが好ましい。なお、このような熱膨張係数は、例えば、フィラーの含
有量などを変更することにより調整できる。また、絶縁層３０の厚さは、例えば、３０～
５０μｍ程度とすることができる。
【００１３】
　絶縁層３０には、上面３０Ａの所要の箇所に開口し、当該絶縁層３０を厚さ方向に貫通
して配線層３２の上面の一部を露出する貫通孔３０Ｘが形成されている。貫通孔３０Ｘは
、図１において上側（配線構造２３側）から下側（配線層３２側）に向かうに連れて径が
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小さくなるテーパ状に形成されている。例えば、貫通孔３０Ｘは、下側の開口端の開口径
が上側の開口端の開口径よりも小さくなる略逆円錐台形状に形成されている。例えば、貫
通孔３０Ｘの上側の開口端の開口径は５０～１００μｍ程度とすることができる。
【００１４】
　絶縁層３０の上面３０Ａは、凹凸が少ない平滑面（低粗度面）である。例えば、絶縁層
３０の上面３０Ａは研磨面である。絶縁層３０の上面３０Ａは、例えば、貫通孔３０Ｘの
内側面よりも表面粗度が小さくなっている。絶縁層３０の上面３０Ａの粗度は、表面粗さ
Ｒａ値で例えば１５～４０ｎｍ程度となるように設定されている。また、貫通孔３０Ｘの
内側面の粗度は、表面粗さＲａ値で例えば３００～４００ｎｍ程度となるように設定され
ている。ここで、表面粗さＲａ値とは、表面粗さを表わす数値の一種であり、算術平均粗
さと呼ばれるものであって、具体的には測定領域内で変化する高さの絶対値を平均ライン
である表面から測定して算術平均したものである。
【００１５】
　貫通孔３０Ｘ内には、配線層３２と接続されたビア配線３１が形成されている。このビ
ア配線３１は、絶縁層３０を厚さ方向に貫通するように形成されている。本例のビア配線
３１は、貫通孔３０Ｘ内に充填されている。このため、ビア配線３１は、貫通孔３０Ｘと
同様に、上端面３１Ａが下端面よりも大きくなる略逆円錐台形状に形成されている。
【００１６】
　ビア配線３１の上端面３１Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａから露出されている。例えば
、ビア配線３１の上端面３１Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａと略面一に形成されている。
ビア配線３１の上端面３１Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａと同様に、凹凸が少ない平滑面
（低粗度面）である。例えば、ビア配線３１の上端面３１Ａは研磨面である。ビア配線３
１の上端面３１Ａの粗度は、表面粗さＲａ値で例えば１５～４０ｎｍ程度となるように設
定されている。なお、ビア配線３１の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることが
できる。
【００１７】
　絶縁層３０の上面３０Ａには、所要の箇所に（ここでは、貫通孔３０Ｘが形成された領
域よりも外側の領域に）、当該絶縁層３０の下面側に凹む複数の凹部３０Ｙが形成されて
いる。各凹部３０Ｙは、絶縁層３０の上面３０Ａから絶縁層３０の厚さ方向の中途位置ま
で形成されている。すなわち、各凹部３０Ｙは、その底面が絶縁層３０の厚さ方向の中途
に位置するように形成されている。なお、凹部３０Ｙの深さは、例えば、１０～１５μｍ
程度とすることができる。
【００１８】
　各凹部３０Ｙ内には、配線層３３が形成されている。この配線層３３は、ＰＯＰ用の接
続パッドを構成している。配線層３３は、絶縁層３０内に埋め込まれるように形成されて
いる。すなわち、配線層３３は、凹部３０Ｙの底面上に形成され、その配線層３３の側面
全面が凹部３０Ｙの側壁を構成する絶縁層３０によって覆われている。換言すると、絶縁
層３０は、配線層３３の下面全面及び側面全面に接し、その配線層３３の下面全面及び側
面全面を被覆するように形成されている。なお、配線層３３の厚さは、例えば、１０～１
５μｍ程度とすることができる。配線層３３のラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ）は、例え
ば、２０μｍ／２０μｍ程度とすることができる。ここで、ラインアンドスペース（Ｌ／
Ｓ）は、配線の幅と、隣り合う配線同士の間隔とを示す。
【００１９】
　配線層３３の上面３３Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａから露出されている。例えば、配
線層３３の上面３３Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａと略面一に形成されている。配線層３
３の上面３３Ａは、絶縁層３０の上面３０Ａと同様に、凹凸が少ない平滑面（低粗度面）
である。例えば、配線層３３の上面３３Ａは研磨面である。配線層３３の上面３３Ａの粗
度は、表面粗さＲａ値で例えば１５～４０ｎｍ程度となるように設定されている。なお、
配線層３３の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００２０】
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　配線層３２は、ビア配線３１の下端面と接続するように、絶縁層３０の下面に形成され
ている。すなわち、配線層３２の上面の一部がビア配線３１の下端面と接しており、配線
層３２とビア配線３１とが電気的に接続されている。換言すると、配線層３２とビア配線
３１とは電気的に接続されているが、一体的ではなく、別体に形成されている。配線層３
２の厚さは、例えば、１５～３５μｍ程度とすることができる。配線層３２のラインアン
ドスペース（Ｌ／Ｓ）は、例えば、２０μｍ／２０μｍ程度とすることができる。なお、
配線層３２の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００２１】
　ソルダレジスト層２２は、以上説明した配線構造２１の最下層に形成された絶縁層３０
の下面に、配線構造２１の最下層の配線層３２を被覆するように積層されている。このソ
ルダレジスト層２２は、配線基板２０における最外層（ここでは、最下層）の絶縁層であ
る。ソルダレジスト層２２の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド系樹
脂などを主成分とする感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。ソルダレジスト層２２
は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。また、ソルダレジス
ト層２２の材料としては、例えば、当該ソルダレジスト層２２の熱膨張係数が絶縁層３０
及び封止樹脂６０の熱膨張係数と等しくなるように調整された絶縁性樹脂であることが好
ましい。例えば、ソルダレジスト層２２の熱膨張係数は２０ｐｐｍ／℃以下になるように
調整されていることが好ましい。また、ソルダレジスト層２２の厚さは、例えば、３０～
５０μｍ程度とすることができる。
【００２２】
　ソルダレジスト層２２には、最下層の配線層３２の一部を外部接続用パッドＰ１として
露出させるための開口部２２Ｘが形成されている。この外部接続用パッドＰ１には、配線
基板２０をマザーボード等の実装基板に実装する際に使用される外部接続端子９６（図１
６参照）が接続されるようになっている。なお、必要に応じて、開口部２２Ｘから露出す
る配線層３２上に表面処理層を形成するようにしてもよい。表面処理層の例としては、金
（Ａｕ）層、ニッケル（Ｎｉ）層／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層
）、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層
した金属層）などを挙げることができる。ここで、Ａｕ層はＡｕ又はＡｕ合金からなる金
属層、Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰｄ合金からなる金
属層である。これらＮｉ層、Ａｕ層、Ｐｄ層としては、例えば、無電解めっき法により形
成された金属層（無電解めっき金属層）を用いることができる。また、外部接続用パッド
Ｐ１の表面に、ＯＳＰ（Organic Solderability Preservative）処理などの酸化防止処理
を施して表面処理層を形成するようにしてもよい。例えば、ＯＳＰ処理を施した場合には
、外部接続用パッドＰ１の表面に、アゾール化合物やイミダゾール化合物等の有機被膜に
よる表面処理層が形成される。なお、開口部２２Ｘから露出する配線層３２（あるいは、
配線層３２上に表面処理層が形成されている場合には、その表面処理層）自体を、外部接
続端子としてもよい。
【００２３】
　開口部２２Ｘ及び外部接続用パッドＰ１の平面形状は、任意の形状及び任意の大きさと
することができる。例えば、開口部２２Ｘ及び外部接続用パッドＰ１の平面形状は、直径
が１００～１５０μｍ程度の円形状とすることができる。また、外部接続用パッドＰ１の
ピッチは、例えば、２００～３００μｍ程度とすることができる。
【００２４】
　次に、配線構造２３の構造について説明する。
　配線構造２３は、配線構造２１の最上層に形成された絶縁層３０の上面３０Ａに積層さ
れた配線構造である。配線構造２３は、配線構造２１よりも配線密度の高い配線層が形成
された高密度配線層である。
【００２５】
　配線構造２３は、絶縁層３０の上面３０Ａに形成された配線層４０と、絶縁層４１と、
配線層４２と、絶縁層４３と、配線層４４とが順に積層された構造を有している。
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　ここで、絶縁層４１，４３の材料としては、例えば、フェノール系樹脂やポリイミド系
樹脂等の感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂を用いることができる。これら絶縁層４１
，４３は、例えば、シリカやアルミナ等のフィラーを含有していてもよい。また、配線層
４０，４２，４４の材料としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。
【００２６】
　配線層４０，４２，４４は、配線構造２１の配線層３２，３３よりも薄い配線層である
。絶縁層３０，４１上に形成された配線層４０，４２の厚さは、例えば、１～５μｍ程度
とすることができる。絶縁層４３上に形成された配線層４４の厚さは、例えば、５～１０
μｍ程度とすることができる。配線層４０，４２，４４の配線幅及び配線間隔は、配線構
造２１内の配線層３２，３３の配線幅及び配線間隔よりも小さい。配線層４０，４２，４
４のラインアンドスペース（Ｌ／Ｓ）は、例えば、２μｍ／２μｍ～３μｍ／３μｍ程度
とすることができる。また、絶縁層４１，４３は、配線構造２１内の絶縁層３０よりも薄
い絶縁層である。絶縁層４１，４３の厚さは、例えば、３～１０μｍ程度とすることがで
きる。
【００２７】
　配線層４０は、ビア配線３１の上端面３１Ａと接続するように、絶縁層３０の上面３０
Ａ上に形成されている。すなわち、配線層４０の下面の一部がビア配線３１の上端面３１
Ａと接しており、配線層４０とビア配線３１とが電気的に接続されている。換言すると、
配線層４０とビア配線３１とは電気的に接続されているが、一体的ではなく、別体に形成
されている。
【００２８】
　一部の配線層４０は、配線層３３の上面３３Ａの一部と接続するように、絶縁層３０の
上面３０Ａ上に形成されている。そして、この配線層４０の下面の一部が配線層３３の上
面３３Ａと接しており、配線層４０と配線層３３とが電気的に接続されている。このよう
に、配線層４０と配線層３３とは、ビア配線等を介さずに直接接続されている。但し、配
線層４０と配線層３３とは電気的に接続されているが、一体的ではなく、別体に形成され
ている。
【００２９】
　次に、図２に従って、配線層４０と配線層３３との接続関係の一例を説明する。なお、
図２に示した配線層４０は、その配線層４０のうち配線層３３と接続される部分とその周
辺の構造のみを示している。
【００３０】
　図２に示すように、配線層３３は、パッド３４と、配線層４０と接続されるパッド３５
と、パッド３４とパッド３５とを接続する回路パターン３６とを有している。これらパッ
ド３４とパッド３５と回路パターン３６とは一体に形成されている。
【００３１】
　パッド３４は、例えば、配線基板２０の外周領域に設けられている。パッド３４は、Ｐ
ＯＰ用の接続パッドである。例えば、パッド３４は、そのパッド３４の上面の平面視略中
央に、他の配線基板（半導体パッケージ）や半導体チップなどの電子部品と接続するため
の接続端子が接続される。このパッド３４は、例えば、平面視略円形状に形成されている
。
【００３２】
　パッド３５は、例えば、パッド３４の形成された外周領域よりも内側の領域に設けられ
ている。パッド３５は、例えば、平面視略円形状に形成されている。回路パターン３６は
、例えば、平面視略矩形状に形成されている。回路パターン３６は、平面方向（絶縁層３
０の厚さ方向と断面視で直交する方向）に引き回されるように形成されている。例えば、
回路パターン３６は、パッド３４からパッド３５に向かって平面方向に延出するように形
成されている。本例の配線層３３では、回路パターン３６の一端部にパッド３４が形成さ
れ、回路パターン３６の他端部にパッド３５が形成されている。
【００３３】
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　配線層４０は、パッド４０Ａと、回路パターン４０Ｂとを有している。これらパッド４
０Ａと回路パターン４０Ｂとは一体に形成されている。パッド４０Ａは、配線層３３のパ
ッド３５と平面視で重なるように形成されている。また、本例のパッド４０Ａは、配線層
３３の回路パターン３６の一部と平面視で重なるように形成されている。このパッド４０
Ａの下面は、パッド３５の上面と回路パターン３６の上面の一部とに直接接続されている
。これにより、パッド４０Ａ（配線層４０）とパッド３５及び回路パターン３６（配線層
３３）とが電気的に接続されている。なお、本例のパッド４０Ａは、平面視略円形状に形
成されている。
【００３４】
　回路パターン４０Ｂは、例えば、パッド４０Ａから平面方向に延出するように形成され
ている。この回路パターン４０Ｂは、例えば、平面視略矩形状に形成されている。但し、
回路パターン４０Ｂの幅は、回路パターン３６の幅よりも狭く形成されている。
【００３５】
　本実施形態では、図１に示すように、配線層３３と配線層４０との接続部において、配
線層４０の上面４０Ｔ及び側面４０Ｓと配線層３３の上面３３Ａとに沿って段差が形成さ
れている。
【００３６】
　絶縁層４１は、絶縁層３０の上面３０Ａに、配線層４０を被覆するように形成されてい
る。絶縁層４１は、配線層４０の上面４０Ｔの一部と配線層４０の側面４０Ｓ全面とを被
覆するように形成されている。また、絶縁層４１は、配線層４０から露出された配線層３
３の上面３３Ａを被覆するように形成されている。このように、絶縁層４１は、配線層４
０の上面４０Ｔ及び側面４０Ｓと配線層３３の上面３３Ａとに沿って形成される段差を被
覆するように形成されている。
【００３７】
　絶縁層４１には、所要の箇所に、当該絶縁層４１を厚さ方向に貫通して配線層４０の上
面４０Ｔの一部を露出する貫通孔４１Ｘが形成されている。
　配線層４２は、絶縁層４１の上面に形成されている。配線層４２は、配線層４０と電気
的に接続されている。この配線層４２は、貫通孔４１Ｘ内に充填されたビア配線と、絶縁
層４１の上面に形成された配線パターンとを有している。
【００３８】
　絶縁層４３は、絶縁層４１の上面に、配線層４２を被覆するように形成されている。絶
縁層４３には、所要の箇所に、当該絶縁層４３を厚さ方向に貫通して配線層４２の上面の
一部を露出する貫通孔４３Ｘが形成されている。
【００３９】
　ここで、貫通孔４１Ｘ，４３Ｘは、図１において上側（配線層４４側）から下側（配線
構造２１側）に向かうに連れて径が小さくなるテーパ状に形成されている。例えば、貫通
孔４１Ｘ，４３Ｘは、上側の開口端の開口径が下側の開口端の開口径よりも大径となる略
逆円錐台形状に形成されている。貫通孔４１Ｘ，４３Ｘの上側の開口端の開口径は、例え
ば、５～１０μｍ程度とすることができる。
【００４０】
　配線層４４は、絶縁層４３の上面４３Ａに形成されている。配線層４４は、貫通孔４３
Ｘ内に充填されたビア配線と、絶縁層４３の上面４３Ａから上方に突出する接続端子Ｐ２
とを有している。接続端子Ｐ２は、例えば、絶縁層４３の上面４３Ａから上方に延びるよ
うに形成された柱状の接続端子（金属ポスト）である。接続端子Ｐ２の平面形状は、任意
の形状及び任意の大きさとすることができる。例えば、接続端子Ｐ２の平面形状は、直径
が２０～２５μｍ程度の円形状とすることができる。接続端子Ｐ２のピッチは、例えば、
４０～５０μｍ程度とすることができる。この接続端子Ｐ２は、半導体チップ等の電子部
品と電気的に接続するための電子部品搭載用のパッドとして機能する。
【００４１】
　なお、必要に応じて、接続端子Ｐ２の表面（上面及び側面、又は上面のみ）に表面処理



(11) JP 2017-108019 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

層を形成するようにしてもよい。この表面処理層としては、例えば、外部接続用パッドＰ
１上に形成される表面処理層と同様のものを用いることができる。
【００４２】
　以上説明した配線基板２０に半導体チップ５０がフリップチップ実装されている。すな
わち、半導体チップ５０の回路形成面（ここでは、下面）に配設された接続端子５１を、
接合部材５２を介して配線基板２０の接続端子Ｐ２に接合することにより、半導体チップ
５０は、接続端子５１及び接合部材５２を介して配線層４４と電気的に接続されている。
【００４３】
　半導体チップ５０としては、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧ
ＰＵ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。
また、半導体チップ５０としては、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）
チップ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップな
どのメモリチップを用いることもできる。なお、配線基板２０に複数の半導体チップ５０
を搭載する場合には、ロジックチップとメモリチップとを組み合わせて配線基板２０に搭
載するようにしてもよい。なお、半導体チップ５０の厚さは、例えば、２００～３００μ
ｍ程度とすることができる。
【００４４】
　接続端子５１としては、例えば、金属ポストを用いることができる。この接続端子５１
は、半導体チップ５０の回路形成面から下方に延びる柱状の接続端子である。本例の接続
端子５１は、例えば、円柱状に形成されている。接続端子５１の材料としては、例えば、
銅や銅合金を用いることができる。なお、接続端子５１としては、金属ポストの他に、例
えば金バンプを用いることもできる。
【００４５】
　接合部材５２は、接続端子５１に接合されるとともに、配線層４４に接合されている。
接合部材５２としては、例えば、錫（Ｓｎ）層や鉛（Ｐｂ）フリーはんだのはんだめっき
を用いることができる。はんだめっきの材料としては、例えば、Ｓｎ－銀（Ａｇ）系、Ｓ
ｎ－Ｃｕ系、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ系の鉛フリーはんだを用いることができる。
【００４６】
　封止樹脂６０は、半導体チップ５０を封止するように配線基板２０の最上層の絶縁層４
３の上面４３Ａに積層されている。封止樹脂６０は、半導体チップ５０の回路形成面（こ
こでは、下面）及び側面を被覆するとともに、絶縁層４３の上面４３Ａ、接続端子Ｐ２、
接続端子５１及び接合部材５２を被覆するように形成されている。本例の封止樹脂６０は
、半導体チップ５０の回路形成面とは反対側の裏面（ここでは、上面）を露出するように
形成されている。封止樹脂６０の上面は、例えば、半導体チップ５０の裏面と略面一にな
るように形成されている。
【００４７】
　封止樹脂６０の材料としては、例えば、感光性樹脂よりも機械的強度（剛性や硬度等）
の高い絶縁性樹脂を用いることができる。封止樹脂６０の材料としては、例えば、熱硬化
性樹脂を主成分とする非感光性の絶縁性樹脂を用いることができる。封止樹脂６０の材料
としては、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁性樹脂、又はこれら樹脂にシリカや
アルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いることができる。封止樹脂６０としては、
例えば、モールド樹脂を用いることができる。また、封止樹脂６０の材料としては、例え
ば、当該封止樹脂６０の熱膨張係数が絶縁層３０及びソルダレジスト層２２の熱膨張係数
と等しくなるように調整された絶縁性樹脂であることが好ましい。例えば、封止樹脂６０
の熱膨張係数は２０ｐｐｍ／℃以下になるように調整されていることが好ましい。また、
封止樹脂６０の厚さは、例えば、３００～４００μｍ程度とすることができる。
【００４８】
　半導体パッケージ１０には、封止樹脂６０と配線構造２３の全ての絶縁層４１，４３と
を厚さ方向に貫通して、配線層３３の上面３３Ａの一部を露出する貫通孔６０Ｘが形成さ
れている。貫通孔６０Ｘは、例えば図２に示した配線層３３のパッド３４の上面の一部を
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露出するように形成されている。この貫通孔６０Ｘは、図１において上側（封止樹脂６０
の上面側）から下側（配線層３３側）に向かうに連れて径が小さくなるテーパ状に形成さ
れている。例えば、貫通孔６０Ｘは、下側の開口端の開口径が上側の開口端の開口径より
も小さくなる略逆円錐台形状に形成されている。例えば、貫通孔６０Ｘの上側の開口端の
開口径は３００～５００μｍ程度とすることができる。なお、貫通孔６０Ｘの形状は、こ
れに限らず、例えば、下側の開口端の開口径が上側の開口端の開口径と等しくなる形状と
してもよい。
【００４９】
　ここで、貫通孔６０Ｘの底部に露出する配線層３３（パッド３４）は、ＰＯＰ用の接続
パッドとなる。そして、このＰＯＰ用の接続パッドとなる配線層３３（パッド３４）が、
熱硬化性樹脂からなる絶縁層３０に埋め込まれている。このため、半導体パッケージ１０
に他の半導体パッケージが積層接合される際に、配線層３３にかかる力を、機械的強度の
高い熱硬化性樹脂からなる絶縁層３０で受けることができる。これにより、配線層３３に
外力が加わることによって絶縁層３０にクラック等の樹脂破壊が発生することを抑制でき
る。なお、必要に応じて、貫通孔６０Ｘから露出する配線層３３（パッド３４）の表面に
表面処理層を形成するようにしてもよい。この表面処理層としては、例えば、外部接続用
パッドＰ１上に形成される表面処理層と同様のものを用いることができる。
【００５０】
　次に、半導体パッケージ１０の製造方法について説明する。以下の説明では、１つの半
導体パッケージ１０を拡大して説明するが、実際には１つの基板上に複数の半導体パッケ
ージ１０となる部材を一括して作製した後、個々の半導体パッケージ１０に個片化される
。
【００５１】
　図３（ａ）に示すように、支持基板１００を準備する。支持基板１００としては、例え
ば、金属板や金属箔を用いることができる。本例の支持基板１００としては、３５～７０
μｍ程度の支持体銅箔に剥離層を介して２～５μｍ程度の極薄銅箔が貼り合わされた銅箔
を用いる。
【００５２】
　次に、支持基板１００の上面に、その支持基板１００の上面全面を被覆する金属膜１０
１を形成する。例えば、支持基板１００の極薄銅箔の上面に金属膜１０１を形成する。金
属膜１０１は、例えば、スパッタ法、電解めっき法や蒸着法を用いて形成することができ
る。金属膜１０１の材料としては、支持基板１００をエッチング除去する際にストッパ層
となる導電材料を用いることができる。また、金属膜１０１の材料としては、後工程で形
成される配線層３３に対して選択的にエッチング除去することのできる導電材料を用いる
ことができる。このような金属膜１０１の材料としては、例えば、チタン（Ｔｉ）、Ｎｉ
、クロム（Ｃｒ）、Ｓｎなどの金属、又はこれら金属から選択される少なくとも一種の金
属を含む合金を用いることができる。本例の金属膜１０１の材料としてはＮｉを用いる。
金属膜１０１の厚さは、例えば、１０～５０ｎｍ程度とすることができる。
【００５３】
　続いて、金属膜１０１の上面に、その金属膜１０１の上面全面を被覆するシード層１０
２を形成する。シード層１０２は、例えば、スパッタ法、電解めっき法や無電解めっき法
を用いて形成することができる。シード層１０２の材料としては、例えば、銅や銅合金を
用いることができる。シード層１０２の厚さは、例えば、１００～５００ｎｍ程度とする
ことができる。
【００５４】
　次いで、図３（ｂ）に示す工程では、シード層１０２の上面に、開口パターン１０３Ｘ
を有するレジスト層１０３を形成する。開口パターン１０３Ｘは、配線層３３（図１参照
）の形成領域に対応する部分のシード層１０２の上面を露出するように形成される。レジ
スト層１０３の材料としては、例えば、次工程のめっき処理に対して耐めっき性がある材
料を用いることができる。例えば、レジスト層１０３の材料としては、感光性のドライフ
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ィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例えば、ノボラック系樹脂やアクリル系樹脂
等のドライフィルムレジストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば、感光性
のドライフィルムレジストを用いる場合には、シード層１０２の上面にドライフィルムを
熱圧着によりラミネートし、そのドライフィルムをフォトリソグラフィ法によりパターニ
ングして開口パターン１０３Ｘを有するレジスト層１０３を形成する。なお、液状のフォ
トレジストを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジスト層１０３を形成することがで
きる。
【００５５】
　続いて、レジスト層１０３をめっきマスクとして、シード層１０２をめっき給電層に利
用する電解めっき法（ここでは、電解銅めっき法）を施すことにより、レジスト層１０３
の開口パターン１０３Ｘから露出されたシード層１０２の上面に金属層１０４を形成する
。
【００５６】
　続いて、図３（ｃ）に示す工程では、図３（ｂ）に示したレジスト層１０３を剥離液（
例えば、有機アミン系剥離液、苛性ソーダ、アセトンやエタノールなど）により除去する
。
【００５７】
　次いで、図３（ｄ）に示す工程では、金属層１０４をエッチングマスクとして、不要な
シード層１０２をエッチング（例えば、ウェットエッチング）により除去する。ウェット
エッチングのエッチング液としては、例えば、硫酸過水液（硫酸と過酸化水素水の混合水
溶液）などの酸性水溶液を用いることができる。本工程により、金属膜１０１の上面に、
シード層１０２と金属層１０４とによって構成される配線層３３が形成される。
【００５８】
　次に、図４（ａ）に示す工程では、金属膜１０１の上面に、配線層３３の上面全面及び
側面全面を被覆する絶縁層３０を形成する。例えば、絶縁層３０の材料としてフィルム状
の絶縁性樹脂を用いる場合には、金属膜１０１の上面にフィルム状の絶縁性樹脂をラミネ
ートする。但し、この工程では、フィルム状の絶縁性樹脂の熱硬化は行わず、半硬化状態
にしておく。また、絶縁層３０の材料として液状又はペースト状の絶縁性樹脂を用いる場
合には、金属膜１０１の上面に液状又はペースト状の絶縁性樹脂を、印刷法やスピンコー
ト法等により塗布する。その後、塗布した液状又はペースト状の絶縁性樹脂をプリベーク
して半硬化状態にする。
【００５９】
　続いて、半硬化状態の絶縁層３０上に、支持基板１０５を形成する。支持基板１０５と
しては、例えば、金属板や金属箔を用いることができる。本例の支持基板１０５としては
、３５～７０μｍ程度の支持体銅箔に剥離層を介して２～５μｍ程度の極薄銅箔が貼り合
わされた銅箔を用いる。例えば、半硬化状態の絶縁層３０上に、支持基板１０５（銅箔）
を熱圧着によりラミネートする。例えば、支持基板１０５の極薄銅箔が絶縁層３０に接す
るように、支持基板１０５を半硬化状態の絶縁層３０上にラミネートする。その後、半硬
化状態の絶縁層３０を１７０℃程度の温度雰囲気でキュア（熱硬化処理）を行うことによ
り硬化させる。このとき、絶縁層３０の硬化に伴って、絶縁層３０が支持基板１０５及び
金属膜１０１に接着される。また、本工程により、絶縁層３０に配線層３３を収容する凹
部３０Ｙが形成され、その凹部３０Ｙの底面上に配線層３３が形成される。
【００６０】
　次いで、支持基板１００を除去する。例えば、支持基板１００の支持体銅箔を極薄銅箔
から機械的に剥離する。このとき、支持体銅箔と極薄銅箔との間には剥離層が介在されて
おり、支持体銅箔と極薄銅箔との間の接着力は弱いため、支持体銅箔を極薄銅箔から容易
に剥離することができる。その後、金属膜１０１上に残った極薄銅箔を、塩化第二鉄水溶
液、塩化第二銅水溶液や過硫酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチングにより
除去する。このとき、金属膜１０１は、支持基板１００の極薄銅箔をエッチングする際の
エッチングストッパ層として機能する。本工程により、図４（ｂ）に示すように、金属膜
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１０１の表面が外部に露出される。なお、図４（ｂ）において、同図に示す構造体は図４
（ａ）とは上下反転して描かれている。
【００６１】
　続いて、金属膜１０１を除去する。例えば、金属膜１０１の材料としてＴｉを用いる場
合には、四フッ化炭素（ＣＦ４）等のエッチングガスを用いたドライエッチングや、水酸
化カリウム（ＫＯＨ）系のエッチング液を用いたウェットエッチングにより、配線層３３
（Ｃｕ層）に対して選択的にエッチングして金属膜１０１を除去する。このとき、配線層
３３及び絶縁層３０が、金属膜１０１をエッチングする際のエッチングストッパ層として
機能する。本工程により、図４（ｃ）に示すように、絶縁層３０の上面３０Ａと配線層３
３の上面３３Ａとが外部に露出される。
【００６２】
　次に、図４（ｄ）に示す工程では、支持基板１０５の上面の一部が露出されるように絶
縁層３０の所定箇所に貫通孔３０Ｘを形成する。貫通孔３０Ｘは、例えば、ＣＯ２レーザ
やＵＶ－ＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することができる。次いで、貫
通孔３０Ｘをレーザ加工法によって形成した場合には、デスミア処理を行って、貫通孔３
０Ｘの底部に露出する支持基板１０５の露出面に付着した樹脂スミアを除去する。このデ
スミア処理により、貫通孔３０Ｘの内側面及び絶縁層３０の上面３０Ａが粗化される。
【００６３】
　次に、図５（ａ）に示す工程では、貫通孔３０Ｘの内面を含む絶縁層３０の表面全面と
貫通孔３０Ｘに露出する支持基板１０５の上面全面と配線層３３の上面３３Ａとを被覆す
るシード層（図示略）を形成し、そのシード層を給電層とする電解めっきを施す。例えば
、シード層を無電解銅めっき法により形成し、そのシード層を給電層とする電解銅めっき
法を施す。これにより、貫通孔３０Ｘを充填するとともに、絶縁層３０の上面３０Ａ全面
及び配線層３３の上面３３Ａ全面を被覆する導電層１０６が形成される。
【００６４】
　続いて、例えばＣＭＰ法（Chemical Mechanical Polishing）等により、絶縁層３０の
上面３０Ａから突出する導電層１０６を研磨するとともに、配線層３３の上面３３Ａの一
部と粗化面である絶縁層３０の上面３０Ａの一部とを研磨する。これにより、図５（ｂ）
に示すように、貫通孔３０Ｘ内に充填されたビア配線３１が形成され、そのビア配線３１
の上端面３１Ａと絶縁層３０の上面３０Ａと配線層３３の上面３３Ａとが略面一になるよ
うに形成される。また、絶縁層３０の上面３０Ａの一部を研磨することにより、絶縁層３
０の上面３０Ａが平滑化される。例えば、研磨前における絶縁層３０の上面３０Ａの粗度
が表面粗さＲａ値で３００～４００ｎｍ程度であるのに対し、研磨により絶縁層３０の上
面３０Ａの粗度を表面粗さＲａ値で１５～４０ｎｍ程度とすることができる。換言すると
、本工程では、絶縁層３０の上面３０Ａが平滑化される（例えば、表面粗さＲａ値で１５
～４０ｎｍ程度となる）ように、絶縁層３０の上面３０Ａが研磨される。なお、貫通孔３
０Ｘの内側面は粗面化された状態のままであるため、絶縁層３０の上面３０Ａは貫通孔３
０Ｘの内側面よりも表面粗度が小さくなる。本工程の研磨により、絶縁層３０の上面３０
Ａとビア配線３１の上端面３１Ａと配線層３３の上面３３Ａとが研磨面となる。
【００６５】
　次に、図５（ｃ）に示す工程では、絶縁層３０の上面３０Ａ全面とビア配線３１の上端
面３１Ａ全面と配線層３３の上面３３Ａとを被覆するようにシード層１０７を形成する。
このシード層１０７は、例えば、スパッタ法や無電解めっき法により形成することができ
る。例えば、本工程では、絶縁層３０の上面３０Ａが平滑面であるため、その上面３０Ａ
に対してスパッタ法によりシード層１０７を均一に形成することができ、シード層１０７
の上面を平滑に形成することができる。例えば、スパッタ法によりシード層１０７を形成
する場合には、まず、絶縁層３０の上面３０Ａとビア配線３１の上端面３１Ａと配線層３
３の上面３３Ａとを被覆するように、それら上面３０Ａ，３３Ａ及び上端面３１Ａ上にチ
タン（Ｔｉ）をスパッタリングにより堆積させてＴｉ層を形成する。その後、Ｔｉ層上に
銅をスパッタリングにより堆積させてＣｕ層を形成する。これにより、２層構造（Ｔｉ層
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／Ｃｕ層）のシード層１０７を形成することができる。なお、Ｔｉ層の厚さは例えば１０
～５０ｎｍ程度とすることができ、Ｃｕ層の厚さは例えば１００～５００ｎｍ程度とする
ことができる。このように、シード層１０７の下層にＴｉ層（密着層）を形成することに
より、絶縁層３０とシード層１０７との密着性を向上させることができる。なお、Ｔｉ層
を窒化チタン（ＴｉＮ）からなるＴｉＮ層に変更し、ＴｉＮ層とＣｕ層からなる２層構造
のシード層１０７を形成するようにしてもよい。ここで、チタンや窒化チタンは、絶縁層
３０との密着性が銅よりも高く、銅よりも耐腐食性の高い金属である。
【００６６】
　また、無電解めっき法によりシード層１０７を形成する場合には、例えば、無電解銅め
っき法によりＣｕ層（１層構造）からなるシード層１０７を形成することができる。
　次いで、図５（ｄ）に示す工程では、シード層１０７上に、所定の箇所に開口パターン
１０８Ｘを有するレジスト層１０８を形成する。開口パターン１０８Ｘは、配線層４０（
図１参照）の形成領域に対応する部分のシード層１０７を露出するように形成される。こ
のため、開口パターン１０８Ｘの一部は、配線層３３の上面３３Ａの一部と平面視で重な
るように形成される。レジスト層１０８の材料としては、例えば、次工程のめっき処理に
対して耐めっき性がある材料を用いることができる。レジスト層１０８の材料としては、
例えば、レジスト層１０３（図３（ｂ）参照）と同様の材料を用いることができる。また
、レジスト層１０８は、レジスト層１０３と同様の方法により形成することができる。本
工程において、シード層１０７の上面が平滑面になっているため、そのシード層１０７上
に形成されるレジスト層１０８にパターニング欠陥が生じることを抑制できる。すなわち
、レジスト層１０８に開口パターン１０８Ｘを高精度に形成することができる。
【００６７】
　次に、レジスト層１０８をめっきマスクとして、シード層１０７の上面に、そのシード
層１０７をめっき給電層に利用する電解めっき法を施す。具体的には、レジスト層１０８
の開口パターン１０８Ｘから露出されたシード層１０７の上面に電解めっき法（ここでは
、電解銅めっき法）を施すことにより、そのシード層１０７の上面に金属層１０９（電解
めっき金属層）を形成する。なお、金属層１０９の厚さは、例えば、２～５μｍ程度とす
ることができる。
【００６８】
　続いて、図６（ａ）に示す工程では、図５（ｄ）に示したレジスト層１０８を例えばア
ルカリ性の剥離液により除去する。
　次いで、金属層１０９をエッチングマスクとして、不要なシード層１０７をエッチング
により除去する。例えば、シード層１０７がＴｉ層／Ｃｕ層からなる場合には、まず、硫
酸過水系のエッチング液を用いたウェットエッチングによりＣｕ層を除去する。その後、
例えば、ＣＦ４等のエッチングガスを用いたドライエッチングや、ＫＯＨ系のエッチング
液を用いたウェットエッチングにより、Ｔｉ層を除去する。本工程により、図６（ｂ）に
示すように、ビア配線３１の上端面３１Ａと配線層３３の上面３３Ａの一部とに接触され
たシード層１０７と、そのシード層１０７上に形成された金属層１０９とからなる配線層
４０が絶縁層３０の上面３０Ａに形成される。このように、配線層４０は、セミアディテ
ィブ法によって形成される。また、配線層４０とビア配線３１と配線層３３とは別工程で
形成されるため、配線層４０とビア配線３１と配線層３３とは一体的に形成されていない
。なお、これ以降の図６（ｃ）～図９（ｃ）では、シード層１０７と金属層１０９の図示
を省略し、配線層４０として図示する。
【００６９】
　次に、図６（ｃ）に示す工程では、絶縁層３０の上面３０Ａ上に、配線層４０の上面４
０Ｔの一部を露出する貫通孔４１Ｘを有する絶縁層４１を形成する。このとき、絶縁層４
１は、配線層４０の上面４０Ｔ及び側面４０Ｓと配線層３３の上面３３Ａとに沿って形成
された段差を被覆するように形成されている。
【００７０】
　例えば、絶縁層４１として樹脂フィルムを用いる場合には、絶縁層３０の上面３０Ａに
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樹脂フィルムを熱圧着によりラミネートし、その樹脂フィルムをフォトリソグラフィ法に
よりパターニングして絶縁層４１を形成する。また、絶縁層３０の上面３０Ａに液状又は
ペースト状の絶縁性樹脂をスピンコート法などにより塗布し、その絶縁性樹脂をフォトリ
ソグラフィ法によりパターニングして絶縁層４１を形成する。
【００７１】
　なお、このような感光性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層４１の上面の粗
度は、例えば、表面粗さＲａ値で２～１０ｎｍ程度とすることができる。すなわち、絶縁
層４１の上面は、貫通孔３０Ｘの内側面よりも表面粗度が低く、且つ絶縁層３０の上面３
０Ａ（研磨面）よりも表面粗度が小さい。
【００７２】
　次いで、図６（ｄ）に示す工程では、図５（ｃ）～図６（ｂ）に示した工程と同様に、
例えばセミアディティブ法により、貫通孔４１Ｘに充填されたビア配線と、そのビア配線
を介して配線層４０と電気的に接続され、絶縁層４１の上面に積層された配線パターンと
を有する配線層４２を形成する。
【００７３】
　次に、図７（ａ）に示す工程では、図６（ｃ）に示した工程と同様に、絶縁層４１上に
、配線層４２の上面の一部を露出する貫通孔４３Ｘを有する絶縁層４３を形成する。続い
て、図５（ｃ）～図６（ｂ）に示した工程と同様に、例えばセミアディティブ法により、
貫通孔４３Ｘに充填されたビア配線と、そのビア配線を介して配線層４２と電気的に接続
され、絶縁層４３の上面４３Ａに積層された接続端子Ｐ２とを有する配線層４４を形成す
る。なお、必要に応じて、接続端子Ｐ２の表面（上面及び側面、又は上面のみ）に表面処
理層を形成するようにしてもよい。
【００７４】
　以上の製造工程により、絶縁層３０の上面３０Ａに配線構造２３が形成される。
　図７（ｂ）に示す工程では、まず、回路形成面に形成された接続端子５１と、その接続
端子５１の下面に形成された接合部材５２とを有する半導体チップ５０を準備する。続い
て、接続端子Ｐ２上に、半導体チップ５０の接続端子５１をフリップチップ接合する。例
えば、接合部材５２がはんだ層である場合には、接続端子Ｐ２と接続端子５１とを位置合
わせした後に、リフロー処理を行って接合部材５２（はんだ層）を溶融させ、接続端子５
１を接続端子Ｐ２に電気的に接続する。
【００７５】
　次に、図７（ｃ）に示す工程では、絶縁層４３の上面４３Ａに、半導体チップ５０を封
止する封止樹脂６０を形成する。封止樹脂６０は、例えば、半導体チップ５０の側面及び
回路形成面を被覆し、接続端子５１及び接合部材５２の表面を被覆するように形成される
。本例では、半導体チップ５０の裏面を露出するように封止樹脂６０が形成される。これ
に限らず、半導体チップ５０の裏面を被覆するように封止樹脂６０を形成してもよい。
【００７６】
　例えば、封止樹脂６０の材料として熱硬化性を有したモールド樹脂を用いる場合には、
図７（ｂ）に示した構造体を金型内に収容し、その金型内に圧力（例えば、５～１０ＭＰ
ａ）を印加し、流動化したモールド樹脂を導入する。その後、モールド樹脂を１８０℃程
度の温度で加熱して硬化させることで、封止樹脂６０を形成する。なお、モールド樹脂を
充填する方法としては、例えば、トランスファーモールド法、コンプレッションモールド
法やインジェクションモールド法などの方法を用いることができる。
【００７７】
　続いて、図８（ａ）に示す工程では、半導体チップ５０及び封止樹脂６０を上面側から
薄化する。例えば、バックグラインド等によって、封止樹脂６０の上面と半導体チップ５
０の裏面（ここでは、上面）とを研削することにより、半導体チップ５０及び封止樹脂６
０を薄化する。薄化前の半導体チップ５０の厚さが例えば７００～１０００μｍ程度であ
るのに対し、薄化により半導体チップ５０の厚さを例えば２００～３００μｍ程度とする
ことができる。本工程により、封止樹脂６０の上面と半導体チップ５０の裏面とが略面一
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に形成される。
【００７８】
　次いで、図４（ｂ）に示した工程と同様に、支持基板１０５を除去する。このとき、支
持基板１０５の極薄銅箔をウェットエッチングにより除去する際に、ビア配線３１（Ｃｕ
層）の下端面もエッチングされる。そこで、本工程では、ビア配線３１におけるエッチン
グ量が例えば０．５μｍ以下となるように、エッチング条件（エッチング液の組成等）が
調整されている。例えば、エッチング液として、エッチングレートが遅いエッチング液が
選択される。本工程により、図８（ｂ）に示すように、絶縁層３０の下面とビア配線３１
の下端面とが外部に露出される。
【００７９】
　次に、図８（ｃ）に示す工程では、絶縁層３０の下面全面とビア配線３１の下端面全面
とを被覆するシード層（図示略）を形成し、そのシード層を給電層とする電解めっきを施
す。例えば、シード層を無電解銅めっき法により形成し、そのシード層を給電層とする電
解銅めっき法を施す。これにより、絶縁層３０の下面全面とビア配線３１の下端面全面と
を被覆する金属層１１０が形成される。
【００８０】
　続いて、金属層１１０の下面に、レジスト層１１１を形成する。レジスト層１１１は、
配線層３２（図１参照）に対応する部分の金属層１１０の下面を被覆するように形成され
る。レジスト層１１１の材料としては、例えば、次工程のエッチング処理に対して耐エッ
チング性がある材料を用いることができる。レジスト層１１１の材料としては、例えば、
レジスト層１０３（図３（ｂ）参照）と同様の材料を用いることができる。また、レジス
ト層１１１は、レジスト層１０３と同様の方法により形成することができる。
【００８１】
　次いで、レジスト層１１１をエッチングマスクとして金属層１１０をエッチングし、金
属層１１０をパターニングする。これにより、図９（ａ）に示すように、絶縁層３０の下
面に、ビア配線３１の下端面と接する配線層３２が形成される。本工程のエッチング処理
に用いられるエッチング液としては、例えば、塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液、過
硫酸アンモニウム水溶液、塩化アンモニウム銅水溶液などのエッチング液を用いることが
できる。本例では、配線層３２をサブトラクティブ法により形成したが、セミアディティ
ブ法等の別の配線形成方法により配線層３２を形成してもよい。
【００８２】
　以上の製造工程により、配線構造２３の下面に配線構造２１が形成される。
　次に、図９（ｂ）に示す工程では、配線層３２の下面の一部を露出させるための開口部
２２Ｘを有するソルダレジスト層２２を、絶縁層３０の下面に積層する。このソルダレジ
スト層２２は、例えば、感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし、又は液状のソ
ルダレジストを塗布し、当該レジストを所要の形状にパターニングすることにより形成す
ることができる。これにより、ソルダレジスト層２２の開口部２２Ｘから配線層３２の下
面の一部が外部接続用パッドＰ１として露出される。なお、必要に応じて、外部接続用パ
ッドＰ１上に表面処理層を形成するようにしてもよい。
【００８３】
　続いて、図９（ｃ）に示す工程では、封止樹脂６０と絶縁層４１，４３とを厚さ方向に
貫通し、配線層３３の上面３３Ａの一部を露出する貫通孔６０Ｘを形成する。例えば、貫
通孔６０Ｘは、ＣＯ２レーザやＵＶ－ＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成す
ることができる。次いで、貫通孔６０Ｘをレーザ加工法によって形成した場合には、デス
ミア処理を行って、貫通孔６０Ｘの底部に露出する配線層３３の露出面に付着した樹脂ス
ミアを除去する。
【００８４】
　以上の製造工程により、図１に示した半導体パッケージ１０を製造することができる。
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）熱硬化性樹脂を主成分とする絶縁性樹脂からなる絶縁層３０の上面３０Ａに凹部
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３０Ｙを形成し、その凹部３０ＹにＰＯＰ用の接続パッドとなる配線層３３（パッド３４
）を形成した。このため、配線層３３を有する半導体パッケージ１０に別の半導体パッケ
ージを接合する際に配線層３３にかかる荷重を、機械的強度の高い熱硬化性樹脂からなる
絶縁層３０で受けることができる。これにより、配線層３３に外力が加わった際に絶縁層
３０にクラック等の樹脂破壊が発生することを好適に抑制することができる。
【００８５】
　（２）配線層３３を、絶縁層３０の上面３０Ａに形成された凹部３０Ｙに収容し、絶縁
層３０に埋め込むようにした。これにより、絶縁層３０の上面３０Ａに配線層３３を形成
する場合に比べて、配線基板２０及び半導体パッケージ１０全体を薄型化することができ
る。
【００８６】
　また、配線層３３は、別の半導体パッケージを接合する際や貫通孔６０Ｘを形成する際
に大きな負荷がかかる。このため、配線層３３は、大きな負荷に耐えられる厚さが必要で
ある。本実施形態では、配線層３３を絶縁樹脂の厚さが厚く設定された絶縁層３０に埋め
込むようにしたため、配線層３３を容易に厚く形成することができる。
【００８７】
　（３）配線層３３の側面全面及び下面全面を被覆するように絶縁層３０を形成した。こ
のため、絶縁層３０の上面３０Ａに配線層３３を形成する場合に比べて、配線層３３と絶
縁層３０との界面を増加させることができる。これにより、例えば配線層３３と絶縁層３
０との熱膨張係数の相違に起因する熱応力を分散させることができ、１箇所に集中する応
力を減少させることができる。この結果、配線層３３と絶縁層３０との界面にクラックが
発生することを好適に抑制できる。
【００８８】
　（４）絶縁層３０の上面３０Ａとビア配線３１の上端面３１Ａと配線層３３の上面３３
Ａとを研磨面とし、それら上面３０Ａ，３３Ａ及び上端面３１Ａを絶縁層３０の貫通孔３
０Ｘの内側面よりも平滑な面とした。このため、例えばスパッタ法により、絶縁層３０の
上面３０Ａに金属膜（例えば、シード層１０７）を均一に形成することができる。したが
って、粗化面にシード層１０７を形成する場合に比べて、シード層１０７を薄く形成する
ことができる。さらに、絶縁層３０の上面３０Ａは凹凸の少ない平滑面であるため、絶縁
層３０の上面３０Ａが凹凸の大きい粗化面である場合に比べて、シード層１０７をエッチ
ング除去する際の残渣の発生を抑制することができる。これらにより、絶縁層３０の上面
３０Ａに積層される配線層の微細化が進んだ場合であっても、その配線層の微細化に容易
に対応することができる。
【００８９】
　（５）絶縁層４１の熱膨張係数とソルダレジスト層２２の熱膨張係数と封止樹脂６０の
熱膨張係数とが等しくなるように調整した。これにより、例えば配線構造２３を中心とし
た上下の物性値（熱膨張係数等）のバランスが良好となる。すなわち、半導体パッケージ
１０を上下方向（積層方向）に見たときに、配線構造２３を中心とした物性値の分布が上
下対称に近づく。このため、半導体パッケージ１０に反りやうねりが発生することを好適
に抑制することができる。
【００９０】
　（６）配線構造２３の最下層の配線層４０を、ＰＯＰ用の配線層３３の上面３３Ａと接
するように、絶縁層３０の上面３０Ａに形成した。すなわち、配線層４０と配線層３３と
を、ビア配線等を介さずに直接接続するようにした。これにより、配線層４０と配線層３
３との接続態様の自由度を向上させることができる。
【００９１】
　例えば図１０（ａ）に示すように、配線層４０の下面を、配線層３３のパッド３４の上
面全面と接するように形成することもできる。この場合の貫通孔６０Ｘは、図１０（ｂ）
に示すように、例えば、封止樹脂６０と絶縁層４１，４３と配線層４０とを厚さ方向に貫
通するように形成される。このとき、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、貫通
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孔６０Ｘの底部において、配線層４０（パッド４０Ａ）の一部が貫通孔６０Ｘ内に突出し
ていてもよい。例えば、この場合の配線層４０は、貫通孔６０Ｘの底部において、貫通孔
６０Ｘ内にリング状に突出するように形成される。このため、図１１（ｂ）に示すように
、貫通孔６０Ｘから配線層４０の一部が露出される。これら図１０及び図１１に示した例
では、図２に示したパッド３５や、図１０（ａ）及び図１１（ａ）に示した回路パターン
３６を省略することが可能となるため、配線基板２０の小型化に貢献することができる。
また、貫通孔６０Ｘ内に貫通電極が形成される場合には、その貫通電極と配線層４０とを
直接接続させることもできる。
【００９２】
　また、図１２～図１４に示すように、配線層４０のパッド４０Ａ（図１１参照）を省略
し、配線層４０の回路パターン４０Ｂの下面を、配線層３３の上面と接するように形成す
ることもできる。例えば、配線層４０（回路パターン４０Ｂ）の下面を、配線層３３のパ
ッド３４，３５及び回路パターン３６のいずれかの上面の一部と接するように形成するこ
とができる。この場合には、回路パターン３６よりも幅の狭い回路パターン４０Ｂの一部
と配線層３３とが接触されるため、その接触面積は小さくなる。但し、平面形状の大きい
パッド４０Ａ（図１１参照）を省略できるため、配線基板２０の小型化に貢献することが
できる。
【００９３】
　例えば、図１２（ａ）及び図１２（ｂ）に示すように、配線層４０（回路パターン４０
Ｂ）の下面を、配線層３３のパッド３４の上面の一部と接するように形成してもよい。本
変形例の配線層４０は、その一部が貫通孔６０Ｘの底部に露出されている。但し、貫通孔
６０Ｘの底部に配線層４０が露出されていなくてもよい。なお、この場合には、図２に示
したパッド３５や図１２（ａ）に示した回路パターン３６を省略することもできる。
【００９４】
　また、図１３に示すように、配線層４０（回路パターン４０Ｂ）の下面を、配線層３３
のパッド３５の上面の一部と接するように形成することもできる。
　あるいは、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示すように、配線層４０（回路パターン４
４０Ｂ）の下面を、配線層３３の回路パターン３６の上面の一部と接するように形成する
こともできる。例えば図１４（ａ）に示すように、回路パターン３６を横断するように回
路パターン４０Ｂを形成し、その横断する部分で回路パターン４０Ｂの下面と回路パター
ン３６の上面とを接続してもよい。なお、この場合には、図２に示したパッド３５を省略
することもできる。
【００９５】
　以上説明したように、ビア配線等を介さずに配線層４０と配線層３３とを直接接続した
ことにより、配線層４０と配線層３３との接続態様を種々の接続態様から選択することが
できる。
【００９６】
　（第２実施形態）
　以下、図１５～図１８に従って第２実施形態を説明する。先の図１～図１４に示した部
材と同一の部材にはそれぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説
明は省略する。
【００９７】
　図１５に示すように、半導体パッケージ１０Ａでは、接続パッドＰ３となる配線層６２
と配線層３３とを電気的に接続する貫通電極６１が貫通孔６０Ｘに充填されている。この
貫通電極６１は、封止樹脂６０と絶縁層４１，４３とを厚さ方向に貫通するように形成さ
れている。
【００９８】
　封止樹脂６０の上面には、貫通電極６１を介して配線層３３と電気的に接続された配線
層６２が形成されている。配線層６２は、例えば、貫通電極６１と一体に形成されている
。このとき、配線層６２は、他の半導体パッケージ７０（図１６参照）と電気的に接続さ
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れる接続パッドＰ３として機能する。このように、半導体パッケージ１０Ａでは、ＰＯＰ
用の配線層３３（パッド３４）が、貫通電極６１及び配線層６２（接続パッドＰ３）を介
して、他の配線基板（半導体パッケージ）や半導体チップなどの電子部品と電気的に接続
される。
【００９９】
　なお、必要に応じて、接続パッドＰ３の表面（上面及び側面、又は上面のみ）に表面処
理層を形成するようにしてもよい。この表面処理層としては、例えば、外部接続用パッド
Ｐ１上に形成される表面処理層と同様のものを用いることができる。
【０１００】
　接続パッドＰ３は、例えば、平面視でペリフェラル状に配置されている。各接続パッド
Ｐ３の平面形状は、任意の形状及び任意の大きさとすることができる。例えば、各接続パ
ッドＰ３の平面形状は、直径が３００～５００μｍ程度の円形状とすることができる。
【０１０１】
　次に、図１６に従って、半導体装置１１の構造について説明する。
　半導体装置１１は、半導体パッケージ１０Ａと、その半導体パッケージ１０Ａに接合さ
れた半導体パッケージ７０と、半導体パッケージ１０Ａ，７０間に形成された封止樹脂９
５と、外部接続端子９６とを有している。
【０１０２】
　半導体パッケージ７０は、配線基板７１と、その配線基板７１にフリップチップ実装さ
れた１つ又は複数の半導体チップ８０と、配線基板７１と半導体チップ８０との間に形成
されたアンダーフィル樹脂８２とを有している。
【０１０３】
　配線基板７１は、コア基板７２と、コア基板７２に設けられた貫通電極７３と、最下層
の配線層７４と、最上層の配線層７５と、ソルダレジスト層７６，７７とを有している。
コア基板７２は、配線基板７１の厚さ方向の中心付近に設けられている。コア基板７２に
は、所要の箇所（図１６では２箇所）に、コア基板７２の上面７２Ａから下面７２Ｂまで
を貫通する貫通孔７２Ｘが設けられている。貫通孔７２Ｘ内には、コア基板７２を厚さ方
向に貫通する貫通電極７３が形成されている。
【０１０４】
　コア基板７２の下面７２Ｂには配線層７４が形成され、コア基板７２の上面７２Ａには
配線層７５が形成されている。これら配線層７４，７５は貫通電極７３を介して相互に電
気的に接続されている。ソルダレジスト層７６は、配線層７４の一部を覆うようにコア基
板７２の下面７２Ｂに積層されている。ソルダレジスト層７６には、配線層７４の一部を
接続パッドＰ５として露出させるための開口部７６Ｘが形成されている。この接続パッド
Ｐ５は、半導体パッケージ１０Ａに形成された接続パッドＰ３の各々に対向するように設
けられている。
【０１０５】
　一方、ソルダレジスト層７７は、配線層７５の一部を覆うようにコア基板７２の上面７
２Ａに積層されている。ソルダレジスト層７７には、配線層７５の一部を接続パッドＰ６
として露出させるための開口部７７Ｘが形成されている。
【０１０６】
　半導体チップ８０は、その回路形成面（図１６では、下面）に配設されたバンプ８１を
接続パッドＰ６に接合することにより、バンプ８１を介して配線層７５と電気的に接続さ
れている。アンダーフィル樹脂８２は、配線基板７１と半導体チップ８０との隙間を充填
するように設けられている。
【０１０７】
　半導体パッケージ１０Ａの接続パッドＰ３上には、はんだボール９０が接合されている
。はんだボール９０は、半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０との間に介在し
て設けられ、その一端が接続パッドＰ３に接合され、他端が接続パッドＰ５に接合されて
いる。はんだボール９０は、半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０とを接続（
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接合）する接続端子として機能する。
【０１０８】
　このように、半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０とがはんだボール９０を
介して積層接合され、ＰＯＰ構造の半導体装置１１が形成されている。
　半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０との間の空間には、封止樹脂９５が充
填されている。この封止樹脂９５によって、半導体パッケージ７０が半導体パッケージ１
０Ａに対して固定されるとともに、配線基板２０に実装された半導体チップ５０が封止さ
れる。すなわち、封止樹脂９５は、半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０とを
接着する接着剤として機能するとともに、半導体チップ５０を保護する保護層として機能
する。さらに、封止樹脂９５を設けたことにより、半導体装置１１全体の機械的強度を高
めることができる。
【０１０９】
　なお、封止樹脂９５の材料としては、例えば、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶
縁性樹脂、又はこれら樹脂にシリカやアルミナ等のフィラーを混入した樹脂材を用いるこ
とができる。また、封止樹脂９５としては、例えば、モールド樹脂やアンダーフィル材を
用いることができる。
【０１１０】
　外部接続端子９６は、配線基板２０の外部接続用パッドＰ１上に形成されている。この
外部接続端子９６は、例えば、図示しないマザーボード等の実装基板に設けられたパッド
と電気的に接続される接続端子である。外部接続端子９６としては、例えば、はんだボー
ルやリードピンを用いることができる。なお、本例では、外部接続端子９６として、はん
だボールを用いている。
【０１１１】
　次に、図１７に従って、半導体パッケージ１０Ａの製造方法について説明する。この半
導体パッケージ１０Ａの製造方法は、図９（ｃ）に示した工程の後に以下の工程を実施す
る。
【０１１２】
　次に、図１７（ａ）に示す工程では、図５（ｃ）に示した工程と同様に、貫通孔６０Ｘ
の内面を含む封止樹脂６０の表面全面と、貫通孔６０Ｘから露出する配線層３３の上面３
３Ａ全面と、半導体チップ５０の裏面全面とを被覆するシード層１１２を形成する。シー
ド層１１２は、例えば、スパッタ法や無電解めっき法により形成することができる。シー
ド層１１２としては、例えば、２層構造（Ｔｉ層／Ｃｕ層）や１層構造（Ｃｕ層）のシー
ド層を採用することができる。
【０１１３】
　続いて、図５（ｄ）に示す工程と同様に、シード層１１２上に、配線層６２（図１５参
照）の形成領域に対応する部分のシード層１１２を露出する開口パターン１１３Ｘを有す
るレジスト層１１３を形成する。次いで、レジスト層１１３をめっきマスクとして、シー
ド層１１２をめっき給電層に利用する電解めっき法（ここでは、電解銅めっき法）を施す
。これにより、シード層１１２よりも内側の貫通孔６０Ｘを充填する金属層１１４が形成
され、金属層１１４上及びシード層１１２上に金属層１１５が形成される。続いて、レジ
スト層１１３を例えばアルカリ性の剥離液により除去した後に、金属層１１５をマスクと
して不要なシード層１１２をエッチングにより除去する。これにより、図１７（ｂ）に示
すように、貫通孔６０Ｘの内側面を被覆するシード層１１２と金属層１１４とによって構
成された貫通電極６１が貫通孔６０Ｘ内に形成される。また、封止樹脂６０の上面に形成
されたシード層１１２と金属層１１５とによって構成され、接続パッドＰ３として機能す
る配線層６２が封止樹脂６０上に形成される。
【０１１４】
　以上の製造工程により、図１５に示した半導体パッケージ１０Ａを製造することができ
る。
　次に、図１８に従って、半導体装置１１の製造方法について説明する。
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【０１１５】
　まず、図１８（ａ）に示す工程では、配線基板７１を準備する。続いて、半導体パッケ
ージ１０Ａの接続パッドＰ３上又は配線基板７１の接続パッドＰ５上に、はんだボール９
０を搭載（接合）する。例えば、接続パッドＰ５上に、適宜フラックスを塗布した後、は
んだボール９０を搭載し、２３０～２６０℃程度の温度でリフローして固定する。その後
、フラックスを塗布した場合には、表面を洗浄してフラックスを除去する。次いで、半導
体パッケージ１０Ａの上方に、はんだボール９０が搭載された配線基板７１を位置決めし
、接続パッドＰ３上にはんだボール９０を接合する。具体的には、まず、接続パッドＰ３
に適宜フラックスを塗布する。その後、配線基板７１を、はんだボール９０を間に挟んだ
状態で半導体パッケージ１０Ａの上に配置し、それら半導体パッケージ１０Ａ及び配線基
板７１をリフロー炉で２３０～２６０℃程度の温度で加熱する。これにより、はんだボー
ル９０が溶融し、はんだボール９０が接続パッドＰ３に接合される。これにより、はんだ
ボール９０を介して接続パッドＰ３と接続パッドＰ５とが電気的に接続されるとともに、
はんだボール９０を介して配線基板７１が半導体パッケージ１０Ａ上に固定される。
【０１１６】
　ここで、本工程において半導体パッケージ１０Ａの接続パッドＰ３に印加される荷重は
、半導体チップ５０をフリップチップ実装する際に接続端子Ｐ２に印加される荷重よりも
大きくなる。このため、接続パッドＰ３及び配線層３３の荷重を受ける絶縁層にクラック
等の樹脂破壊が発生しやすくなる。これに対し、本実施形態では、感光性樹脂よりも機械
的強度の高い封止樹脂６０上に接続パッドＰ３が形成され、感光性樹脂よりも機械的強度
の高い絶縁層３０に配線層３３が形成されている。このため、配線基板７１を接合する際
に接続パッドＰ３及び配線層３３にかかる荷重を、機械的強度の高い封止樹脂６０及び絶
縁層３０で受けることができる。これにより、半導体パッケージ１０Ａの上に配線基板７
１を接合する際に、封止樹脂６０及び絶縁層３０にクラック等の樹脂破壊が発生すること
を好適に抑制できる。
【０１１７】
　次に、図１８（ｂ）に示す工程では、図７（ｃ）に示した工程と同様に、半導体パッケ
ージ１０Ａと配線基板７１との間の空間を充填するように封止樹脂９５を形成する。この
封止樹脂９５によって、半導体パッケージ１０Ａと配線基板７１とが強固に固定される。
【０１１８】
　続いて、配線基板７１の接続パッドＰ６上に、半導体チップ８０のバンプ８１をフリッ
プチップ接合する。その後、フリップチップ接合された半導体チップ８０と配線基板７１
との間に、アンダーフィル樹脂８２を充填し、そのアンダーフィル樹脂８２を硬化する。
【０１１９】
　以上の製造工程により、半導体パッケージ７０が製造され、その半導体パッケージ７０
が半導体パッケージ１０Ａ上に積層接合されたことになる。
　その後、半導体パッケージ１０Ａの外部接続用パッドＰ１上に外部接続端子９６（図１
６参照）を形成する。以上の製造工程により、図１６に示した半導体装置１１を製造する
ことができる。
【０１２０】
　以上説明した本実施形態によれば、第１実施形態の（１）～（６）の効果に加えて以下
の効果を奏することができる。
　（７）感光性樹脂を主成分とする絶縁層４１よりも機械特性の高い封止樹脂６０の上面
に接続パッドＰ３を形成し、別の半導体パッケージ７０を接続パッドＰ３と貫通電極６１
を介してＰＯＰ用の配線層３３（パッド３４）に電気的に接続するようにした。このため
、半導体パッケージ１０Ａの接続パッドＰ３に別の半導体パッケージ７０を接合する際に
ＰＯＰ用の配線層３３（パッド３４）にかかる荷重を、絶縁層３０だけでなく、機械的強
度の高い封止樹脂６０でも受けることができる。これにより、配線層３３（パッド３４）
にかかる荷重を封止樹脂６０にも分散することができ、配線層３３（パッド３４）に外力
が加わった際に絶縁層３０にクラック等の樹脂破壊が発生することを更に抑制することが
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できる。
【０１２１】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・図１０～図１４に示した変形例の半導体パッケージ１０に、貫通孔６０Ｘ内に充填さ
れた貫通電極６１と、封止樹脂６０の上面に形成された配線層６２とを設けるようにして
もよい。
【０１２２】
　・上記第２実施形態では、接続パッドＰ３となる配線層６２と配線層３３とを電気的に
接続する貫通電極６１を、貫通孔６０Ｘを充填するように形成した。
　これに限らず、例えば図１９に示すように、貫通孔６０Ｘの内面（貫通孔６０Ｘの内側
面及び貫通孔６０Ｘの底部に露出する配線層３３の上面３３Ａ）に沿って形成された貫通
電極６３を介して、接続パッドＰ３と配線層３３とを電気的に接続するようにしてもよい
。このとき、図中右側に示すように、貫通孔６０Ｘの内側面に形成された部分よりも、貫
通孔６０Ｘの底部に形成された部分が厚くなるように貫通電極６３を形成してもよい。な
お、この場合の接続パッドＰ３（配線層６２）は、封止樹脂６０の上面に、例えば平面視
略環状（リング状）に形成される。
【０１２３】
　・図２０に示すように、配線層３３（パッド３４）に、他の半導体パッケージ１２０に
形成された接続端子１２１を接続するようにしてもよい。これにより、半導体パッケージ
１０上に、半導体パッケージ１２０が積層接合される。このとき、配線層３３（パッド３
４）と接続端子１２１との間に、導電性接着剤やはんだ層等が介在していてもよい。なお
、半導体パッケージ１２０としては、半導体チップが搭載された配線基板でも良いし、機
能素子でもよい。
【０１２４】
　・上記各実施形態の配線構造２１における配線層３２、ビア配線３１及び絶縁層３０の
層数や配線の取り回しなどは様々に変形・変更することが可能である。例えば、絶縁層３
０の下面に配線層と絶縁層とを複数層積層するようにしてもよい。
【０１２５】
　例えば図２１に示すように、配線構造２１において、絶縁層３０の下面に、配線層３２
と、絶縁層１３４と、配線層１３５と、絶縁層１３６と、配線層１３７とを順に積層する
ようにしてもよい。この場合のソルダレジスト層２２は、配線構造２１の最下層の配線層
１３７の一部を被覆するように、配線構造２１の最下層の絶縁層１３６の下面に積層され
る。そして、ソルダレジスト層２２には、最下層の配線層１３７の一部を外部接続用パッ
ドＰ１として露出させるための開口部２２Ｘが形成されている。
【０１２６】
　・上記各実施形態の配線構造２３における配線層４０，４２，４４及び絶縁層４１，４
３の層数や配線の取り回しなどは様々に変形・変更することが可能である。
　・上記各実施形態では、半導体チップ５０の裏面を露出するように封止樹脂６０を形成
した。これに限らず、半導体チップ５０の裏面を被覆するように封止樹脂６０を形成して
もよい。
【０１２７】
　・上記各実施形態の半導体パッケージ１０，１０Ａでは、配線基板２０に半導体チップ
５０を実装するようにした。これに限らず、例えば、半導体チップ５０の代わりに、チッ
プコンデンサ、チップ抵抗やチップインダクタ等のチップ部品や水晶振動子などの電子部
品を配線基板２０に実装するようにしてもよい。
【０１２８】
　・また、半導体チップ５０、チップ部品及び水晶振動子などの電子部品の実装の形態（
例えば、フリップチップ実装、ワイヤボンディング実装、はんだ実装又はこれらの組み合
わせ）などは様々に変形・変更することが可能である。
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【０１２９】
　・上記第２実施形態の半導体装置１１における封止樹脂９５を省略してもよい。
　・上記第２実施形態では、半導体パッケージ１０Ａと半導体パッケージ７０とを接続す
る接続端子としてはんだボール９０を用いるようにした。これに限らず、例えば、柱状の
接続端子である金属ポストや、スプリング性を有した接続端子（スプリング接続端子）等
を、半導体パッケージ１０と半導体パッケージ７０とを接続する接続端子として用いるよ
うにしてもよい。
【０１３０】
　・上記第２実施形態の配線基板７１において、最外層の配線層７４，７５よりも内層の
構造については特に限定されない。すなわち、配線基板７１は、少なくとも、最外層の配
線層７４，７５が基板内部を通じて相互に電気的に接続された構造を有していれば十分で
あるため、最外層の配線層７４，７５よりも内層の構造については特に限定されない。例
えば、コア基板７２の上面７２Ａ及び下面７２Ｂに、所要数の配線層と絶縁層とを積層す
るようにしてもよい。あるいは、配線基板７１を、コア基板７２を含まないコアレス基板
としてもよい。
【０１３１】
　・上記各実施形態の半導体パッケージ１０，１０Ａ，７０に形成された貫通孔の断面形
状は特に限定されない。例えば、半導体パッケージ１０，１０Ａ，７０に形成された貫通
孔をストレート形状（断面視略矩形状）に形成するようにしてもよい。
【０１３２】
　・上記各実施形態では、図８（ｂ）に示した工程において支持基板１０５を除去した後
に、絶縁層３０の下面に配線層３２を形成した。これに限らず、例えば、絶縁層３０の下
面に形成された支持基板１０５を除去せずに、その支持基板１０５をパターニングして配
線層３２を形成するようにしてもよい。
【０１３３】
　・上記各実施形態の半導体パッケージ１０，１０Ａの製造方法において、半導体チップ
５０及び封止樹脂６０を上面側から薄化する工程を省略してもよい。
　・上記各実施形態の半導体パッケージ１０，１０Ａの製造方法において、貫通孔６０Ｘ
は、封止樹脂６０を形成した後であればいつ形成してもよい。例えば、半導体チップ５０
及び封止樹脂６０を上面側から薄化した直後に、その薄化後の封止樹脂６０と絶縁層４３
，４１とを厚さ方向に貫通する貫通孔６０Ｘを形成するようにしてもよい。
【０１３４】
　・上記各実施形態の半導体パッケージ１０，１０Ａの製造方法において、ソルダレジス
ト層２２は、最下層の配線層３２を形成した後であればいつ形成してもよい。例えば、貫
通電極６１及び配線層６２を形成した後にソルダレジスト層２２を形成するようにしても
よい。
【０１３５】
　・上記第２実施形態及び上記各変形例では、半導体パッケージ１０，１０Ａ上に、半導
体パッケージ７０，１２０を積層接合するようにした。これに限らず、例えば、半導体パ
ッケージ７０，１２０の代わりに半導体チップ等の電子部品を、半導体パッケージ１０，
１０Ａの接続パッドＰ３に接続するようにしてもよい。電子部品としては、例えば、チッ
プコンデンサ、チップ抵抗やチップインダクタ等のチップ部品や水晶振動子等を挙げるこ
とができる。
【０１３６】
　・上記各実施形態並びに各変形例は適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１３７】
　１０，１０Ａ　半導体パッケージ
　１１　半導体装置
　２０　配線基板
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　２１　配線構造
　２２　ソルダレジスト層（最外絶縁層）
　２３　配線構造
　３０　絶縁層
　３０Ｘ　貫通孔
　３０Ｙ　凹部
　３１　ビア配線
　３２　配線層
　３３　配線層
　４０　配線層
　４１　絶縁層
　４２　配線層
　４３　絶縁層（最上層の絶縁層）
　４４　配線層（最上層の配線層）
　５０　半導体チップ
　６０　封止樹脂
　６０Ｘ　貫通孔
　６１　貫通電極
　６２　配線層
　７０　半導体パッケージ
　９０　はんだボール（接続端子）
　Ｐ２　接続端子（パッド）
　Ｐ３　接続パッド

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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