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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接地配線が設けられた基板と、
　前記基板の上に積層された複数の回路素子と、
　前記複数の回路素子のうち、少なくとも一組の隣接する下層回路素子と上層回路素子と
の間に設けられた一対の絶縁層と、
　前記一対の絶縁層に狭持された導電層と、
　を備え、
　前記上層回路素子と、前記一対の絶縁層のうち前記上層回路素子側の絶縁層と、前記導
電層とによって容量成分を有するとともに、
　前記下層回路素子と、前記一対の絶縁層のうち前記下層回路素子側の絶縁層と、前記導
電層とによって容量成分を有し、
　さらに、前記上層回路素子が、前記導電層を経由して前記接地配線に接続されているこ
とを特徴とする回路装置。
【請求項２】
　前記複数の回路素子のうち、最下層の回路素子が前記基板にフリップチップ実装されて
いることを特徴とする請求項１に記載の回路装置。
【請求項３】
　接地配線と、
　前記接地配線の上に積層された複数の回路素子と、
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　前記積層された複数の回路素子のうち、少なくとも一組の隣接する下層回路素子と上層
回路素子との間に設けられた一対の絶縁層と、
　前記一対の絶縁層に狭持された導電層と、
　を備え、
　前記上層回路素子と、前記一対の絶縁層のうち前記上層回路素子側の絶縁層と、前記導
電層とによって容量成分を有するとともに、
　前記下層回路素子と、前記一対の絶縁層のうち前記下層回路素子側の絶縁層と、前記導
電層とによって容量成分を有し、
　さらに、前記上層回路素子が、前記導電層を経由して前記接地配線に接続されているこ
とを特徴とする回路装置。
【請求項４】
　２個の回路素子が積層された回路装置であって、
　上側の回路素子が、上側の回路素子と下側の回路素子との間に設けられた前記導電層を
経由して前記接地配線に接続されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれ
か１項に記載の回路装置。
【請求項５】
　３個以上の回路素子が積層された回路装置であって、
　下から２層目以上の各回路素子が、それぞれの下層の回路素子との間に設けられた導電
層を経由して、前記接地配線に接続されていることを特徴とする請求項１乃至請求項４の
いずれか１項に記載の回路装置。
【請求項６】
　前記回路素子の接地に利用される前記導電層の上側の絶縁層と、前記導電層との重なり
部分が前記上側の絶縁層と面する回路素子の投影部分とほぼ等しいことを特徴とする請求
項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の回路装置。
【請求項７】
　前記回路素子の接地に利用される前記導電層の面積が、前記導電層の上側の絶縁層より
大きいことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の回路装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の回路素子を搭載した回路装置に関する。特に、本発明は、複数の回路
素子が積層された回路装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、ＰＤＡ、ＤＶＣ、ＤＳＣといったポータブルエレクトロニクス機器の高機能
化が加速するなか、こうした製品が市場で受け入れられるためには小型・軽量化が必須と
なっており、その実現のために高集積のシステムＬＳＩが求められている。一方、これら
のエレクトロニクス機器に対しては、より使い易く便利なものが求められており、機器に
使用されるＬＳＩに対し、高機能化、高性能化が要求されている。このため、ＬＳＩチッ
プの高集積化にともないそのＩ／Ｏ数が増大する一方でパッケージ自体の小型化要求も強
く、これらを両立させるために、半導体部品の高密度な基板実装に適合した半導体パッケ
ージの開発が強く求められている。
【０００３】
　こうした高密度化の要請に対応するパッケージ技術として、回路素子を積層する多段ス
タック構造が知られている。なお、回路素子は、半導体チップなどの素子を含む。特許文
献１は、最下層の半導体チップが基板にワイヤボンディング実装された回路装置を開示す
る。
【０００４】
　また、特許文献２は、最下層の半導体チップが基板にフリップチップ実装された回路装
置を開示する。
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【０００５】
　図１３は、特許文献１に記載された回路装置の構成を示す断面図である。下層半導体チ
ップ３と上層半導体チップ４とが垂直方向に積層され、下層半導体チップ３と上層半導体
チップ４との間に、伝熱導電板５が介挿されている。下層半導体チップ３および上層半導
体チップ４は、ボンディングワイヤ７およびボンディングワイヤ８によりそれぞれ基板２
の配線層に接続されている。また、伝熱導電板５は、基板２のグランド配線に接続されて
いる。
【０００６】
　図１４は、特許文献１に記載の回路素子が動作中の電位の状態を示す等価回路図を示す
。接地用のボンディングワイヤ７に生じる抵抗成分による電圧降下が、下層半導体チップ
３の接地電位と基板２の接地電位との電位差Ｖ１’となる。また、電源用のボンディング
ワイヤ７に生じる抵抗成分およびインダクタンス成分による電圧降下が、下層半導体チッ
プ３の電源電位と基板２の電源電位との電位差Ｖ２’となる。なお、下層半導体チップ３
に設けられた回路による電圧降下をＶ３’とする。図１４中のＬ１’、Ｌ２’、Ｌ４’お
よびＬ５’のインダクタンス成分は、ノイズ増幅原因となる。
【０００７】
　一方、接地用のボンディングワイヤ８に生じる抵抗成分による電圧降下が、上層半導体
チップ４の接地電位と基板２の接地電位との電位差Ｖ４’となる。また、電源用のボンデ
ィングワイヤ８に生じる抵抗成分による電圧降下が、上層半導体チップ４の電源電位と基
板２の電源電位との電位差Ｖ５’となる。なお、上層半導体チップ４に設けられた回路に
よる電圧降下をＶ６’とする。
【特許文献１】特開２００４－１１１６５６号公報
【特許文献２】特開平１１－２０４７２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に代表される従来の回路装置では、図１４の矢印Ａのように、上層半導体チ
ップの接地電位で発生した高周波成分を持ったノイズが、基板の接地配線に伝播する場合
がある。このノイズ成分が、接地配線を介して、下層半導体チップに影響を与えることに
より、回路装置の動作が不安定になり、信頼性を低下させる要因となっていた。以下では
、接地配線を伝播するノイズを接地ノイズと称する。
【０００９】
　本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、回路素子間を伝播す
る接地ノイズが低減された多段スタック構造を有する回路装置の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の回路装置のある態様は、接地配線が設けられた基板と基板の上に積層された複
数の回路素子と、複数の回路素子のうち、少なくとも一組の隣接する下層回路素子と上層
回路素子との間に設けられた一対の絶縁層と、一対の絶縁層に狭持された導電層とを備え
、上層回路素子が、導電層を経由して接地配線に接続されていることを特徴とする。
【００１１】
　これによれば、上層回路素子と導電層との間に発生する容量成分がキャパシタとなり、
ノイズフィルタとして機能するため、上層回路素子で発生したノイズ成分が接地配線を介
して他の回路素子に伝播することが抑制される。同様に、下層回路素子と導電層との間に
発生する容量成分がキャパシタとなり、ノイズフィルタとして機能するため、上層回路素
子で発生したノイズ成分が接地配線を介して他の回路素子に伝播することが抑制される。
この結果、各回路素子の動作が安定し、多段スタック構造を有する回路装置の信頼性が向
上する。
【００１２】
　上述した構成において、複数の回路素子のうち、最下層の回路素子が基板にフリップチ
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ップ実装されていてもよい。
【００１３】
　フリップチップ実装は、ワイヤボンディング実装に比べて、インダクタンス成分を小さ
くすることができるので、最下層の回路素子のノイズの増幅を抑えることができる。
【００１４】
　また、最下層の回路素子が基板にワイヤボンディング実装されている場合には、最下層
の回路素子のワイヤと上層の回路素子のワイヤとが接地配線のリードを介した直接的な接
続パスが生じる。これに対して、最下層の回路素子をフリップチップ実装することにより
、ワイヤボンディング実装の場合に生じるような直接的な接続パスが生じないため、最下
層の回路素子から上層の回路素子に接地ノイズが伝播することが抑制される。
【００１５】
　さらに最下層の回路素子で発生するデジタルノイズなどの電磁妨害（ＥＭＩ）的なノイ
ズが上層の回路素子へ影響を及ぼすことが回避される。
【００１６】
　本発明の回路装置の他の態様は、接地配線と、当該接地配線の上に積層された複数の回
路素子と、積層された複数の回路素子のうち、少なくとも一組の隣接する下層回路素子と
上層回路素子との間に設けられた一対の絶縁層と、一対の絶縁層に狭持された導電層と、
を備え、上層回路素子が、導電層を経由して接地配線に接続されていることを特徴とする
。
【００１７】
　上記いずれかの態様は、２個の回路素子が積層された回路装置であって、上側の回路素
子が、上側の回路素子と下側の回路素子との間に設けられた導電層を経由して接地配線に
接続されていてもよい。
【００１８】
　これによれば、２段スタック構造を有する回路装置の信頼性が向上する。
【００１９】
　また、　上記いずれかの態様は、３個以上の回路素子が積層された回路装置であって、
下から２層目以上の回路素子が、それぞれの下層の回路素子との間に設けられた導電層を
経由して、接地配線に接続されていてもよい。
【００２０】
　これによれば、下から２層目以上の回路素子で発生した接地ノイズが他の回路素子に影
響を及ぼすことが抑制されるので、３段以上のスタック構造を有する回路装置の信頼性が
向上する。
【００２１】
　上記いずれかの態様において、回路素子の接地に利用される導電層の上側の絶縁層と、
導電層との重なり部分が上側の絶縁層と面する回路素子の投影部分とほぼ等しくてもよい
。
【００２２】
　これによれば、発生するキャパシタの容量を大きくすることができるので、ノイズフィ
ルタとしての特性が向上する。
【００２３】
　上記いずれかの態様において、回路素子の接地に利用される導電層の面積が、導電層の
上側の絶縁層より大きくてもよい。
【００２４】
　これによれば、導電層の上面の一部が露出するため、接地対象の回路素子を導電層の露
出部分に容易にボンディングすることができ、回路装置の製造を容易にすることができる
。
【００２５】
　なお、上述した各要素を適宜組み合わせたものも、本件特許出願によって特許による保
護を求める発明の範囲に含まれうる。
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【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、多段スタック構造を有する回路装置において、上層の回路素子で発生
した接地ノイズの影響を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　（実施形態１）
　図１は、実施形態１に係る回路装置の構成を示す断面図である。図２は、実施形態１に
係る回路装置の平面図である。
【００２８】
　本実施形態の回路装置１０は、基板２０と、基板２０にフリップチップ実装された第１
の回路素子３０と、第１の回路素子３０に積層された第２の回路素子４０と、第１の回路
素子３０と第２の回路素子４０との間に設けられた一対の絶縁層５０および絶縁層５２と
、絶縁層５０と絶縁層５２との間に狭持された導電層６０と、を備える。
【００２９】
　基板２０は、複数の配線層が積層した多層配線構造を有する。基板２０の表面には、接
地配線２１および電源配線２２が設けられている。接地配線２１は、ビアホール２３に充
填された銅配線によりＢＧＡボール２４に接続されている。また、電源配線２２は、ビア
ホール２５に充填された銅配線によりＢＧＡボール２６に接続されている。
【００３０】
　第１の回路素子３０の接地電極は、バンプ３２を介して接地配線２１に接続されている
。また、第１の回路素子３０の電源電極は、バンプ３４を介して電源配線２２に接続され
ている。
【００３１】
　第２の回路素子４０の表面に設けられた電源用のボンディングパッド４１は、金などの
電源用ワイヤ７２によって、電源配線２２に設けられたリード２８と接続されている。
【００３２】
　また、第２の回路素子４０の表面に設けられた接地用のボンディングパッド４２は、金
などの接地用ワイヤ７０によって、導電層６０の表面に設けられたボンディングパッド６
２と接続されている。さらに、導電層６０の表面に設けられたボンディングパッド６４は
、金などの接地用ワイヤ７１によって、接地配線２１に設けられたリード２７と接続され
ている。このように、本実施形態の回路装置１０では、第２の回路素子４０と接地配線２
１とが、導電層６０を介して接続されている。
【００３３】
　図３は、実施形態１に係る回路装置が動作中の電位の状態を示す等価回路図である。第
１の回路素子３０に関して、フリップチップ実装に用いられる接地用のバンプ３２に生じ
る抵抗成分による電圧降下が、第１の回路素子３０の接地電位と基板２０の接地電位との
電位差Ｖ１となる。また、フリップチップ実装に用いられる電源用のバンプ３４に生じる
抵抗成分による電圧降下が、基板２０の電源電位と第１の回路素子３０の電源電位との電
位差Ｖ２となる。なお、第１の回路素子３０に設けられた回路による電圧降下をＶ３とす
る。
【００３４】
　一方、第２の回路素子４０では、接地用ワイヤ７０および接地用ワイヤ７１にそれぞれ
生じる抵抗成分による電圧降下の和が、第２の回路素子４０の接地電位と基板２０の接地
電位との電位差Ｖ４となる。また、電源用ワイヤ７２に生じる抵抗成分による電圧降下が
、基板２０の電源電位と第２の回路素子４０の電源電位との電位差Ｖ５となる。なお、第
２の回路素子４０に設けられた回路による電圧降下をＶ６とする。
【００３５】
　本実施形態の回路装置１０の動作時には、第２の回路素子４０と導電層６０との間に容
量成分が発生し、第２の回路素子４０、絶縁層５２および導電層６０がキャパシタとして
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機能する。すなわち、図３に示したように、キャパシタ８０が接地用ワイヤ７０と並列に
接続されていると見なすことができる。このキャパシタ８０がノイズフィルタとして作用
することにより、第２の回路素子４０で発生した接地ノイズが、基板２０の接地配線２１
に伝播することが低減される。この結果、第２の回路素子４０で発生した接地ノイズが第
１の回路素子３０に影響することが抑制される。同様に、第１の回路素子３０と導電層６
０との間に容量成分が発生し、第１の回路素子３０、絶縁層５０および導電層６０がキャ
パシタとして機能する。すなわち、図３に示したように、キャパシタ９０が接地用ワイヤ
７１および接地用のバンプ３２と並列に接続されているとみなすことができる。このキャ
パシタ９０もノイズフィルタとして作用することにより、第２の回路素子４０で発生した
接地ノイズが、基板２０の接地配線２１に伝播することが低減される。この結果、第２の
回路素子４０で発生した接地ノイズが第１の回路素子３０に影響することが抑制される。
【００３６】
　また、第１の回路素子３０をフリップチップ実装することで、従来例の図１４のＬ１’
に比べ、図３のＬ１のインダクタンス値は小さくなるので、第１の回路素子３０のノイズ
増幅を抑えることができる。
【００３７】
　また、最下層の回路素子が基板にワイヤボンディング実装されている場合には、最下層
の回路素子のワイヤと上層の回路素子のワイヤとが接地配線のリードを介した直接的な接
続パスが生じる。これに対して、最下層の回路素子をフリップチップ実装することにより
、ワイヤボンディング実装の場合に生じるような直接的な接続パスが生じないため、最下
層の回路素子から上層の回路素子に接地ノイズが伝播することが抑制される。
【００３８】
　さらに、最下層の回路素子および上層の回路素子がともに表面側を外向きに向けること
で、最下層の回路素子で発生するデジタルノイズなどの電磁妨害（ＥＭＩ）的なノイズが
上層の回路素子へ影響を及ぼすことが回避される。
【００３９】
　なお、第２の回路素子４０の接地に利用される導電層６０と、その上側の絶縁層５２と
の重なり部分が絶縁層５２と面する第２の回路素子４０の投影部分とほぼ等しいことが好
ましい。ここで、上記重なり部分は、第２の回路素子４０の投影部分と厳密に等しい必要
はなく、上記重なり部分が第２の回路素子４０の投影部分の８０％以上と重なっていれば
よい。
【００４０】
　これによれば、発生するキャパシタの容量を大きくすることができるので、ノイズフィ
ルタとしての特性が向上する。
【００４１】
　また、第２の回路素子４０の接地に利用される導電層６０の面積が、導電層６０の上側
の絶縁層５２より大きいことが好ましい。
【００４２】
　これによれば、導電層６０の上面の一部が露出するため、接地対象の回路素子を導電層
の露出部分に容易にボンディングすることができ、回路装置の製造を容易にすることがで
きる。ワイヤのボンディングには、通常60～70μmの幅が必要であるため、導電層６０の
一辺の長さは絶縁層５２より200μm程度大きいことが好ましい。
【００４３】
　（回路素子積層方法）
　基板２０の上に回路素子を積層する方法について、以下に述べる。
【００４４】
　図４（Ａ）に示すように、絶縁性の樹脂シート２００、導電シート２１０およびＵＶシ
ート２２０が順に積層されたラミネート構造を用意する。
【００４５】
　樹脂シート２００としては、第１の回路素子３０との接合面に接着剤が設けられたエポ
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キシ樹脂性のダイアタッチシートが挙げられる。樹脂シート２００の典型的な膜厚は60μ
mである。
【００４６】
　導電シート２１０としては、ＵＶシート２２０と接する表面に金ワイヤのボンディング
用のAu/Ni層が設けられた銅箔を用いることができる。Au/Ni層は、たとえば、無電解Ni-A
uメッキにより形成される。導電シート２１０の典型的な膜厚は12μmである。なお、導電
シート２１０の材料は銅箔に限られず、導電ペーストなどの導電性材料で置き換えること
ができる。
【００４７】
　ＵＶシート２２０は、紫外線照射により接着力が低下して剥離しやすくなる樹脂シート
である。
【００４８】
　次に、図４（Ｂ）に示すように、フリップチップ実装される第１の回路素子３０の表面
を上にして、樹脂シート２００に第１の回路素子３０を貼り付ける。
【００４９】
　次に、図４（Ｃ）に示すように、ダイシング加工により、樹脂シート２００および導電
シート２１０を第１の回路素子３０と同サイズに切断する。このとき、ＵＶシート２２０
に対してハーフエッチ加工を施す。
【００５０】
　樹脂シート２００のうち、第１の回路素子３０と同サイズに切断された部分が絶縁層５
０となり、導電シート２１０のうち、第１の回路素子３０と同サイズに切断された部分が
導電層６０となる。
【００５１】
　次に、図４（Ｄ）に示すように、第１の回路素子３０を基板２０にフリップチップ実装
した後、紫外線を照射してＵＶシート２２０を剥離し、除去する。フリップチップ実装に
おいて、接地用のバンプ３２は接地配線２１と接続され、電源用のバンプ３４は電源配線
２２と接続される。
【００５２】
　一方、第１の回路素子３０に積層される第２の回路素子４０に関して、以下に述べる加
工を施す。
【００５３】
　まず、図５（Ａ）に示すように、樹脂シート３００およびＵＶシート３１０が積層され
たラミネート構造を用意する。
【００５４】
　樹脂シート３００としては、第２の回路素子４０との接合面に接着剤が設けられたエポ
キシ樹脂性のダイアタッチシートが挙げられる。樹脂シート３００の典型的な膜厚は60μ
mである。なお、樹脂シート３００の膜厚は薄いほど好ましく、比誘電率がより高いほど
好ましい。これによれば、回路素子動作時にノイズフィルタとして働くキャパシタの容量
が大きくなるので、ノイズ除去効果がより向上する。
【００５５】
　次に、図５（Ｂ）に示すように、第２の回路素子４０の裏面に樹脂シート３００を貼り
付ける。
【００５６】
　次に、図５（Ｃ）に示すように、ダイシング加工により、樹脂シート３００を第２の回
路素子４０と同サイズに切断する。このとき、ＵＶシート３１０に対してハーフエッチ加
工を施す。
【００５７】
　樹脂シート３００のうち、第２の回路素子４０と同サイズに切断された部分が絶縁層５
２となる。
【００５８】
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　次に、図５（Ｄ）に示すように、紫外線を照射してＵＶシート３１０を剥離し、除去す
る。
【００５９】
　以上のように準備を施した第１の回路素子３０側の導電層６０と第２の回路素子４０側
の絶縁層５２とを貼り合わせることにより、第１の回路素子３０と第２の回路素子４０と
が積層される。この後、導電層６０の露出部分に、電源用のボンディングパッド４１およ
び接地用のボンディングパッド４２を形成した後、ボンディングパッド４１、ボンディン
グパッド４２とリード２８、リード２７とをそれぞれワイヤボンディングすることにより
、図１に示した形態の回路装置が得られる。ワイヤボンディングに用いられるワイヤとし
ては、径が25μmの金線が挙げられる。
【００６０】
　（実施形態２）
　図６は、実施形態２に係る回路装置５００の構成を示す断面図である。図７は、実施形
態２に係る回路装置５００の平面図である。
【００６１】
　実施形態２に係る回路装置５００は、回路素子が３段スタックである点で、実施形態１
に係る回路装置１０と異なる。以下に、実施形態１と異なる構成を中心に、実施形態２に
係る回路装置５００について説明する。
【００６２】
　実施形態２では、第３の回路素子５８０が第２の回路素子４０の上にさらに積層されて
いる。第３の回路素子５８０と第２の回路素子４０との間には、一対の絶縁層５５０およ
び絶縁層５７０が設けられ、絶縁層５５０と絶縁層５７０との間に導電層５６０が狭持さ
れている。
【００６３】
　第３の回路素子５８０の表面に形成された電源用のボンディングパッド５３０は、電源
用ワイヤ５３４により、電源配線２２に設けられたリード５３２に接続されている。
【００６４】
　また、第３の回路素子５８０の表面に形成された接地用のボンディングパッド５４０は
、接地用ワイヤ５４８により、導電層５６０の表面に設けられたボンディングパッド５４
２に接続されている。導電層５６０の表面に設けられたボンディングパッド５４４は、接
地用ワイヤ５３６により、導電層６０の表面に設けられたボンディングパッド５４６に接
続されている。導電層６０の表面に設けられたボンディングパッド６４は、接地用ワイヤ
７１により、接地配線２１のリード２７に接続されている。このように、本実施形態の回
路装置５００では、第２の回路素子４０と接地配線２１とが、導電層６０を介して接続さ
れていることに加えて、第３の回路素子５８０と接地配線２１とが、導電層５６０を介し
て接続されている。
【００６５】
　この構成によれば、第３の回路素子５８０についても、導電層５６０と第３の回路素子
５８０との間に容量成分が生じるため、第２の回路素子４０のみならず、第３の回路素子
５８０で発生した接地ノイズが接地配線２１を経由して、第１の回路素子３０または第２
の回路素子４０に伝播することが抑制される
【００６６】
　（実施形態３）
　図８は、実施形態３に係る回路装置６００の構成を示す断面図である。以下に、実施形
態１と異なる構成を中心に、実施形態３に係る回路装置６００について説明する。回路装
置６００では、パッケージ化された第２の回路素子４０が用いられている。基板２０に搭
載された第１の回路素子３０およびパッケージ化された第２の回路素子４０がさらにパッ
ケージ化されている。
【００６７】
　回路装置６００の特徴的な構成について以下に説明する。絶縁層５０の上に電源用の導
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電層６１０が形成されている。導電層６１０の表面に、電源用のボンディングパッド６２
０が形成されている。導電層６１０に設けられたボンディングパッド６２０と第２の回路
素子４０に設けられたボンディングパッド４１は、金などの電源用ワイヤ６２２によって
、電気的に接続されている。第２の回路素子４０は、ボンディングパッド６２０，６２，
４１および４２、電源用ワイヤ６２２、接地用ワイヤ７０などの電気配線部材と一緒に封
止樹脂６３０によって封止されている。
【００６８】
　さらに、導電層６１０の表面に、電源用のボンディングパッド６４０が設けられている
。ボンディングパッド６４０と電源配線２２に設けられたリード２８とが電源用ワイヤ６
５０によって電気的に接続されている。これにより、導電層６１０を経由して電源配線２
２と第２の回路素子４０に設けられたボンディングパッド４１とが電気的に接続されてい
る。
【００６９】
　封止樹脂６３０によって封止された第２の回路素子４０、および第１の回路素子３０は
、リード２７，２８、電源用ワイヤ６５０、接地用ワイヤ７１などの電気配線部材と一緒
に封止樹脂６６０により封止されている。
【００７０】
　このように、第１の回路素子３０および第２の回路素子４０がパッケージ化された回路
装置６００においても実施形態１と同様に接地ノイズ低減などの効果が得られる。さらに
、本実施形態では、パッケージ化された第２の回路素子４０について動作試験を行い、動
作確認が保証された第２の回路素子４０を搭載することが可能になるため、回路装置６０
０の歩留まりを向上させることができる。
【００７１】
　（製造方法）
　図９および図１０は、実施形態３の回路装置６００の製造方法を示す工程断面図である
。まず、図９（Ａ）に示すように、絶縁層５０の上の銅箔を選択的にエッチングすること
により、電源用の導電層６１０および接地用の導電層６０をパターニングする。さらに、
導電層６１０の上にボンディングパッド６２０,６４０を形成する。また、導電層６０の
上にボンディングパッド６２,６４を形成する。
【００７２】
　次に、図９（Ｂ）に示すように、接地用の導電層６０の所定領域に絶縁層５２を形成し
、絶縁層５２の上にボンディングパッド４１,４２が設けられた第２の回路素子４０を実
装する。
【００７３】
　次に、図９（Ｃ）に示すように、第２の回路素子４０上のボンディングパッド４１と導
電層６１０上のボンディングパッド６２０とを電源用ワイヤ６２２を用いてワイヤボンデ
ィングする。また、第２の回路素子４０上のボンディングパッド４２と導電層６０上のボ
ンディングパッド６２とを接地用ワイヤ７０を用いてワイヤボンディングする。さらに、
トランスファーモールド法などの封止加工により、第２の回路素子４０をボンディングパ
ッド６２０，６２，４１および４２、電源用ワイヤ６２２、接地用ワイヤ７０などの電気
配線部材と一緒に封止樹脂６３０で封止する。封止樹脂６３０としては、たとえば、エポ
キシ樹脂などの熱硬化性絶縁樹脂を用いることができる。
【００７４】
　このように、第２の回路素子４０をパッケージ化した後、動作試験を行うことにより、
不良品を排除して、動作が保証された第２の回路素子のみを回路装置６００に組み込むこ
とが可能になる。また、第２の回路素子４０をパッケージ化することにより、第２の回路
素子４０のハンドリングを容易にすることができる。
【００７５】
　一方、図１０（Ａ）に示すような多層配線構造を有する基板２０を用意する。基板２０
の表面には、接地配線２１および電源配線２２が設けられている。接地配線２１は、ビア
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ホール２３に充填された銅配線によりＢＧＡボール２４に接続されている。また、電源配
線２２は、ビアホール２５に充填された銅配線によりＢＧＡボール２６に接続されている
。
【００７６】
　次に、図１０（Ｂ）に示すように、基板２０の上に第１の回路素子３０をフリップチッ
プ実装し、接地配線２１および電源配線２２をそれぞれバンプ３２およびバンプ３４を介
して第１の回路素子３０と電気的に接続する。
【００７７】
　次に、図１０（Ｃ）に示すように、パッケージ化された第２の回路素子４０を第１の回
路素子３０の上に実装する。この後、導電層６１０に設けられているボンディングパッド
６４０と電源配線２２に設けられたリード２８とを電源用ワイヤ６５０によりワイヤボン
ディングする。また、導電層６０に設けられたボンディングパッド６４と接地配線２１に
設けられたリード２７とを接地用ワイヤ７１によってワイヤボンディングする。以上の工
程により、実施形態３に係る回路装置６００を製造することができる。
【００７８】
　（実施形態４）
　図１１は、実施形態４に係る回路装置７００の構成を示す断面図である。回路装置７０
０は、第１の回路素子３０が予めパッケージ化されている点、第２の回路素子から絶縁層
５０を除去した点、および配線層を含む基板２０を備えていない点で、実施形態３と相違
する。以下に、実施形態３と異なる構成を中心に、実施形態４に係る回路装置７００につ
いて説明する。
【００７９】
　本実施形態の接地配線２１および電源配線２２は、エポキシ樹脂などで形成された基材
７０２の上に形成されている。接地配線２１には、第１の回路素子３０の接地に用いられ
るリード７５０および第２の回路素子４０の接地に用いられるリード２７が設けられてい
る。また、電源配線２２には、第１の回路素子３０の電源接続に用いられるリード７２０
および第２の回路素子４０の電源接続に用いられるリード２８が設けられている。
【００８０】
　第１の回路素子３０は、図示しない接着剤を介して接地配線２１の上に搭載されている
。第１の回路素子３０に設けられた電源用のボンディングパッド７３０と電源配線２２に
設けられたリード７２０とが電源用ワイヤ７４０によって電気的に接続されている。また
、第１の回路素子３０に設けられた接地用のボンディングパッド７６０と接地配線２１に
設けられたリード７５０とが接地用ワイヤ７７０によって電気的に接続されている。
【００８１】
　第１の回路素子３０は、ボンディングパッド７３０,７６０、電源用ワイヤ７４０、接
地用ワイヤ７７０などの電気配線部材とともに、電気絶縁性の封止樹脂７８０によって封
止されている。
【００８２】
　封止樹脂７８０の上に、実施形態３と同様に、パッケージ化された第２の回路素子４０
から絶縁層５０を除去したパッケージが図示しない接着剤を介して搭載されている。
【００８３】
　このように、本実施形態では、第１の回路素子３０のパッケージ化に用いられる封止樹
脂７８０が実施形態３における絶縁層５０の役割を果たすことにより、実施形態３と同様
に、接地ノイズ低減などの効果が得られる。さらに、本実施形態では、パッケージ化され
た第１の回路素子３０および第２の回路素子４０についてそれぞれ動作試験を行い、動作
確認が保証された第１の回路素子３０および第２の回路素子４０を搭載することにより、
回路装置７００の歩留まりを向上させることができる。
【００８４】
　（製造方法）
　図１２は、実施形態４の回路装置７００の製造方法を示す工程断面図である。まず、図
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１２（Ａ）に示すように、エポキシ樹脂などの基材７０２の上に接地配線２１および電源
配線２２を形成する。接地配線２１に、第１の回路素子３０の接地に用いられるリード７
５０および第２の回路素子４０の接地に用いられるリード２７を設ける。また、電源配線
２２に、第１の回路素子３０の電源接続に用いられるリード７２０および第２の回路素子
４０の電源接続に用いられるリード２８を設ける。接地配線２１の所定領域に電源用のボ
ンディングパッド７３０および接地用のボンディングパッド７６０を有する第１の回路素
子３０を図示しない接着剤を介して接地配線２１の所定の位置に搭載する。第１の回路素
子３０に設けられたボンディングパッド７３０と電源配線２２に設けられたリード７２０
とを電源用ワイヤ７４０を用いてワイヤボンディングする。また、第１の回路素子３０に
設けられたボンディングパッド７６０と接地配線２１に設けられたリード７５０とを接地
用ワイヤ７７０によってワイヤボンディングする。
【００８５】
　次に、図１２（Ｂ）に示すように、トランスファーモールド法により、第１の回路素子
３０を、ボンディングパッド７３０,７６０、電源用ワイヤ７４０、接地用ワイヤ７７０
などの電気配線部材とともに、電気絶縁性の封止樹脂７８０によって封止する。さらに、
封止樹脂７８０の上に、図９（Ｃ）に示したパッケージ化された第２の回路素子４０から
絶縁層５０を除去したパッケージを図示しない接着剤を介して搭載する。
【００８６】
　次に、図１２（Ｃ）に示すように、ワイヤボンディングにより電源用のボンディングパ
ッド６４０とリード２８とを電源用ワイヤ６５０を用いて接続する。また、ワイヤボンデ
ィングにより接地用のボンディングパッド６４とリード２７とを接地用ワイヤ７１を用い
て接続する。さらに、トランスファーモールド法により、個別にパッケージ化された第１
の回路素子３０および第２の回路素子４０の全体を封止樹脂６６０を用いて封止する。以
上の工程により、実施形態４にかかる回路装置７００を製造することができる。
【００８７】
　本発明は、上述の各実施の形態に限定されるものではなく、当業者の知識に基づいて各
種の設計変更等の変形を加えることも可能であり、そのような変形が加えられた実施の形
態も本発明の範囲に含まれうるものである。
【００８８】
　たとえば、上述の各実施の形態では、基板として多層配線基板を用いているが、基板と
して単層配線基板を用いてもよい。
【００８９】
　また、上述の各実施の形態では、最下層の回路素子が基板にフリップチップ実装されて
いるが、最下層の回路素子は基板にワイヤボンディング実装されていてもよい。
【００９０】
　また、実施形態２では、ボンディングパッド５４４が、接地用ワイヤ５３６により、導
電層６０に設けられたボンディングパッド５４６に接続されているが、接地配線２１に別
途リードを設けることにより、ボンディングパッド５４４と接地配線２１とを接地用ワイ
ヤ５３６により直接に接続してもよい。
【００９１】
　また、実施形態２では、第２の回路素子４０および第３の回路素子５８０の両方が、各
々の下部に設けられた導電層を経由して接地配線に接続されているが、接地ノイズの伝播
の低減が必要ないずれかの回路素子について、下部に設けられた導電層を経由して接地配
線されていてもよい。
【００９２】
　また、実施形態４では、第１の回路素子３０および第２の回路素子４０がそれぞれ個別
にパッケージ化され、第１の回路素子３０および第２の回路素子４０の全体がさらにパッ
ケージ化されているが、第１の回路素子３０のみが個別にパッケージ化され、パッケージ
化された第１の回路素子３０およびベアチップの第２の回路素子４０の全体がパッケージ
化されていてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】実施形態１に係る回路装置の構成を示す断面図である。
【図２】実施形態１に係る回路装置の平面図である。
【図３】実施形態１に係る回路装置が動作中の電位の状態を示す等価回路図である。
【図４】基板の上に回路素子を積層する工程を示す断面図である。
【図５】基板の上に回路素子を積層する工程を示す断面図である。
【図６】実施形態２に係る回路装置の構成を示す断面図である。
【図７】実施形態２に係る回路装置の平面図である。
【図８】実施形態３に係る回路装置の構成を示す断面図である。
【図９】実施形態３の回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１０】実施形態３の回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１１】実施形態４に係る回路装置の構成を示す断面図である。
【図１２】実施形態４の回路装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１３】従来の回路装置の構成を示す断面図である。
【図１４】従来の回路装置が動作中の電位の状態を示す等価回路図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１　回路装置、２０　基板、２１　接地配線、２２　電源配線、３０　第１の回路素子
、４０　第２の回路素子、５０　絶縁層、５２　絶縁層、６０　導電層。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(15) JP 4509052 B2 2010.7.21

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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