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(57)【要約】
　　　第１の配線が形成された第１の基板に半導体チッ
プを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第
２の基板と前記第１の基板とを張り合わせる第２の工程
と、を有し、前記第２の工程では、前記半導体チップが
前記第１の基板と前記第２の基板の間で封止されるとと
もに、前記第１の配線と前記第２の配線が電気的に接続
されて、前記半導体チップに接続される多層配線が形成
されることを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法。



(2) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線が形成された第１の基板に半導体チップを実装する第１の工程と、
　第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基板とを張り合わせる第２の工程と、
を有し、
　前記第２の工程では、前記半導体チップが前記第１の基板と前記第２の基板の間で封止
されるとともに、前記第１の配線と前記第２の配線が電気的に接続されて、前記半導体チ
ップに接続される多層配線が形成されることを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第２の工程では、前記第１の基板側に設置された電気接続部材と第２の配線の接続
により、または、前記第２の基板側に設置された電気接続部材と第１の配線の接続により
、前記第１の配線と前記第２の配線が電気的に接続されることを特徴とする請求項１記載
のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項３】
　前記電気接続部材は、内部にスペーサを有する半田ボールであることを特徴とする請求
項２記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項４】
　前記電気接続部材はメッキ法により形成されることを特徴とする請求項２記載のチップ
内蔵基板の製造方法。
【請求項５】
　前記電気接続部材は、ボンディングワイヤにより形成されることを特徴とする請求項２
記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の工程では、前記半導体チップと前記第２の配線の電気的な接続が行われるこ
とを特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の配線と前記第２の配線との接続部は、平面視した場合に互い違いになるよう
に配列されることを特徴とする請求項１項記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第２の工程では、異方性導電材料を含む層によって前記半導体チップの封止と前記
第１の配線と前記第２の配線の電気的な接続が行われることを特徴とする請求項１記載の
チップ内蔵基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の基板は、当該第１の基板を支持する第１の支持基板上に形成され、当該第１
の基板が形成された後、当該第１の支持基板は当該第１の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の支持基板は導電材料を含み、前記第１の配線は当該導電材料を給電経路とし
た電解メッキにより形成される部分を含むことを特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基
板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２の基板は、当該第２の基板を支持する第２の支持基板上に形成され、当該第２
の基板が形成された後、当該第２の支持基板は当該第２の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記第２の基板上に別の半導体チップが実装された第３の基板がさらに積層されること
を特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１３】
　第１の配線が形成され、該第１の配線に半導体チップが実装されてなる第１の基板と、
　第２の配線が形成されるとともに、前記第１の基板と張り合わせられる第２の基板と、
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を有するチップ内蔵基板であって、
　前記第１の基板と前記第２の基板の間に、前記半導体チップを封止すると共に前記第１
の配線と前記第２の配線を電気的に接続する封止接続層が形成されて、前記半導体チップ
に接続される多層配線が形成されることを特徴とするチップ内蔵基板。
【請求項１４】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、内部にスペーサを有する半田ボールにより電気的
に接続されることを特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項１５】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、導電性のポストにより電気的に接続されることを
特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項１６】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、ボンディングワイヤにより形成されるバンプによ
り電気的に接続されることを特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項１７】
　前記第１の配線と前記第２の配線との接続部は、平面視した場合に互い違いになるよう
に配列されることを特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項１８】
　前記封止接続層は、異方性導電材料を含む層を有することを特徴とする請求項１３記載
のチップ内蔵基板。
【請求項１９】
　前記第１の基板には、前記第２の基板に実装された電子部品を露出させる開口部が形成
されていることを特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項２０】
　前記第２の基板には、前記第１の基板に実装された電子部品を露出させる開口部が形成
されていることを特徴とする請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項２１】
　前記封止接続層に、前記半導体チップとともに電子部品が封止されていることを特徴と
する請求項１３記載のチップ内蔵基板。
【請求項２２】
　前記電子部品は、前記第２の基板に実装されていることを特徴とする請求項２１記載の
チップ内蔵基板。
【請求項２３】
　前記電子部品は、前記半導体チップと積層されていることを特徴とする請求項２１記載
のチップ内蔵基板。
【請求項２４】
　前記第１の基板または前記第２の基板に含まれる導電層により、前記電子部品が電磁的
に遮蔽されることを特徴とする請求項２１記載のチップ内蔵基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップを内蔵するチップ内蔵基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体チップなどの半導体装置を用いた電子機器の高性能化が進められており、
基板へ半導体チップを実装する場合の高密度化や、また半導体チップを搭載した基板の小
型化、省スペース化などが求められている。
【０００３】
　このため、半導体チップが埋め込まれた基板、いわゆるチップ内蔵型の配線基板が提案
されており、半導体チップを基板に内蔵するための様々な構造が提案されている。また、
近年は半導体チップの配線の微細化が進んでいるために、これに伴ってチップ内蔵基板の
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配線構造が微細化し、チップ内蔵基板の配線構造の多層化が要求されている。
【０００４】
　しかし、チップ内蔵基板の配線構造の微細化、多層化が進むに従い、チップ内蔵基板の
生産に時間がかかるようになり、生産の効率が低下する問題が生じていた。また、配線構
造の微細化・多層化に伴って生産の歩留まりが低下する問題が生じていた。特に、チップ
内蔵基板の場合には、高価な半導体チップが基板に埋設されるため、生産の歩留まりの低
下により高価な半導体チップが多数無駄になってしまう可能性が生じていた。
【０００５】
　上記の特許文献１（特開２００３－３４７７２２号公報）には、半導体チップが実装さ
れた基板を積層する方法が開示されている。しかし、上記の特許文献１に開示された発明
は、単に基板を積層する方法であって、半導体チップを内蔵した基板の配線を微細化・多
層化した場合の生産の歩留まりの低下に対する解決手段はなんら開示されておらず、また
その示唆もない。
【特許文献１】特開２００３－３４７７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明では、上記の問題を解決した、新規で有用なチップ内蔵基板および当該
チップ内蔵基板の製造方法を提供することを課題としている。
【０００７】
　本発明の具体的な課題は、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに
接続される多層配線の信頼性が高いチップ内蔵基板と、当該チップ内蔵基板を製造する製
造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成された第１の基板に半導体
チップを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基板と
を張り合わせる第２の工程と、を有し、前記第２の工程では、前記半導体チップが前記第
１の基板と前記第２の基板の間で封止されるとともに、前記第１の配線と前記第２の配線
が電気的に接続されて、前記半導体チップに接続される多層配線が形成されることを特徴
とするチップ内蔵基板の製造方法により、解決する。
【０００９】
　また、本発明の第２の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成され、該第１の配線
に半導体チップが実装されてなる第１の基板と、第２の配線が形成されるとともに、前記
第１の基板と張り合わせられる第２の基板と、を有するチップ内蔵基板であって、前記第
１の基板と前記第２の基板の間に、前記半導体チップを封止すると共に前記第１の配線と
前記第２の配線を電気的に接続する封止接続層が形成されて、前記半導体チップに接続さ
れる多層配線が形成されることを特徴とするチップ内蔵基板により、解決する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに接続され
る多層配線の信頼性が高いチップ内蔵基板と、当該チップ内蔵基板を製造する製造方法を
提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１Ａ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図１Ｂ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図１Ｃ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図１Ｄ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図１Ｅ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
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【図１Ｆ】実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その６）である。
【図２Ａ】実施例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２Ｂ】実施例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図３】実施例３によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図４Ａ】実施例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図４Ｂ】実施例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図４Ｃ】実施例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図５Ａ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図５Ｂ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図５Ｃ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図５Ｄ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図５Ｅ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図５Ｆ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その６）である。
【図５Ｇ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その７）である。
【図５Ｈ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その８）である。
【図５Ｉ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その９）である。
【図５Ｊ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１０）である。
【図５Ｋ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１１）である。
【図５Ｌ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１２）である。
【図５Ｍ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１３）である。
【図５Ｎ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１４）である。
【図５Ｏ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１５）である。
【図５Ｐ】実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１６）である。
【図６Ａ】実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図６Ｂ】実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図６Ｃ】実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図６Ｄ】実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図６Ｅ】実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図７】実施例７によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図８】実施例８によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図９】実施例９によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１０】実施例１０によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１１】実施例１１によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１２】実施例１２によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１３】実施例１３によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１４】実施例１４によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１５】実施例１５によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１６】実施例１６によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１７】実施例１７によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１８】実施例１７によるチップ内蔵基板の接続部分を示す図である。
【図１９Ａ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図１９Ｂ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図１９Ｃ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図１９Ｄ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図１９Ｅ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図２０】実施例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２１Ａ】実施例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図２１Ｂ】実施例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図２２】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その１）である。
【図２３】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その２）である。
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【図２４】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その３）である。
【図２５】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その４）である。
【図２６】実施例２０によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２７】実施例２０によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図２８】実施例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２９】実施例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図３０】実施例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３１】実施例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３２】実施例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その３）である。
【図３３】実施例２３によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３４】実施例２３によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３５】実施例２４によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３６】実施例２４によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３７】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３８】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３９】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その３）である。
【図４０】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その４）である。
【図４１】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その５）である。
【図４２】実施例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その６）である。
【図４３Ａ】絶縁層の形成方法を示す図（その１）である。
【図４３Ｂ】絶縁層の形成方法を示す図（その２）である。
【図４４Ａ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その１）である。
【図４４Ｂ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その２）である。
【図４４Ｃ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その３）である。
【図４４Ｄ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その４）である。
【図４４Ｅ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その５）である。
【図４４Ｆ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その６）である。
【図４４Ｇ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その７）である。
【図４５】実施例２７によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図４６】実施例２７によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【符号の説明】
【００１２】
　１００，１００Ａ，２００，４００，５００，８００，９００　　基板
　３００，３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃ，３００Ｄ，３００Ｅ，３００Ｆ，３００Ｇ，
３００Ｈ，３００Ｉ，３００Ｊ，３００Ｋ，３００Ｌ，３００Ｍ，３００Ｎ　　チップ内
蔵基板
　１０１，２０１，３０１　　コア基板
　１０２，２０２，３０２　　ビアプラグ
　１０３Ａ，１０３Ｂ，２０３Ａ，２０３Ｂ，３０３Ａ，３０３Ｂ　　パターン配線
　１０４Ａ，１０４Ｂ，２０４Ａ，２０４Ｂ，３０４Ａ，３０４Ｂ　　ソルダーレジスト
層
　１０５Ａ，１０５Ｂ，２０５Ａ，２０５Ｂ，３０５Ａ，３０５Ｂ　　接続層
　１０６　　開口部
　１０７，４０７，４０９，５０７，５０９　　接続層
　１０８，４１１，５１１　　バンプ
　１０９，４１０Ａ，５１０Ａ　　アンダーフィル
　１１０，３０７，３０９，４１０，５１０　　半導体チップ
　１１１，２０６，２０７，３１３，４１３，５１０　　半田ボール
　４０１，５０１　　支持基板
　４０２，５０２　　接続層
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　４０３，５０３　　絶縁層
　４０５，４０８，５０５，５０８　　配線部
　４０５ａ，４０８ａ，５０５ａ，５０８ａ　　ビアプラグ
　４０５ｂ，４０８ｂ，５０５ｂ，５０８ｂ　　パターン配線
　４１２，５１２　　ソルダーレジスト層
　ＳＰ１，ＳＰ２　　スペーサ
　ＰＳ１，ＰＳ２，ＰＳ３，ＰＳ４　　ポスト
　ＡＤ１，ＡＤ２，ＡＤ３　　接続層
　ＢＰ１，ＢＰ２，ＢＰ３　　バンプ
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明によるチップ内蔵基板の製造方法では、第１の配線が形成された第１の基板に半
導体チップを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基
板とを張り合わせる第２の工程と、を有し、前記第２の工程では、前記半導体チップが前
記第１の基板と前記第２の基板の間で封止されるとともに、前記第１の配線と前記第２の
配線が電気的に接続されて、前記半導体チップに接続される多層配線が形成されることを
特徴としている。
【００１４】
　従来のチップ内蔵基板では、例えばビルドアップ法により半導体チップに接続され、且
つ半導体チップを内蔵する多層配線構造が形成されていたため、配線が微細化されたり配
線の層数が増えると、配線の信頼性が低下したり、生産の歩留まりが低下する問題が生じ
ていた。このため、高価な半導体チップが内蔵された基板を廃棄せざるを得ない問題が生
じる場合があった。
【００１５】
　一方、本発明によるチップ内蔵基板の製造方法では、半導体チップに接続される多層配
線構造を、配線が形成された複数の基板を張り合わせる（積層する）ことで形成している
。この場合、上記の第１の配線と第２の配線が、半導体チップに接続される多層配線構造
を構成する。このため、微細化された多層配線構造の信頼性が良好となるとともに、製造
の歩留まりが良好となる効果を奏する。
【００１６】
　次に、上記の製造方法のさらに具体的な例について、図面に基づき以下に説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１Ａ～図１Ｆは、本発明の実施例１によるチップ内蔵基板の製造方法を手順を追って
説明する図である。ただし以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説
明を省略する場合がある（以下の実施例についても同様）。
【００１８】
　まず、図１Ａに示す工程において、例えばプリプレグ材（ガラス繊維にエポキシ樹脂な
どを含浸させた材料）よりなるコア基板１０１に対して、例えばＣｕよりなる該コア基板
１０１を貫通するビアプラグ１０２を形成する。また、前記コア基板１０１の第１の側（
後の工程において半導体チップが実装される側）に、パターン配線１０３Ａを、前記コア
基板１０１の第２の側にパターン配線１０３Ｂを、例えばＣｕにより形成する。
【００１９】
　また、それぞれ複数形成されるパターン配線１０３Ａと１０３Ｂのうち、一部のパター
ン配線１０３Ａ、１０３Ｂが前記ビアプラグ１０２で接続されるように形成する。
【００２０】
　また、前記コア基板１０１の第１の側にはソルダーレジスト層１０４Ａが形成され、当
該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線１０３Ａの一部には、例えばＮｉ／
Ａｕ（パターン配線１０３Ａ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよりなる接続
層１０５Ａが形成される。また、後の工程において半導体チップが実装されるための、開
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口部１０６に形成されたパターン配線１０３Ａには、前記接続層１０５Ａは形成されない
。また、同様に、前記コア基板１０１の第２の側にはソルダーレジスト層１０４Ｂが形成
され、当該ソルダーレジスト層１０４Ｂから露出する前記パターン配線１０３Ｂには、例
えばＮｉ／Ａｕ（パターン配線１０３Ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよ
りなる接続層１０５Ｂが形成される。ここで、半導体チップを実装するための配線基板１
００が形成される。
【００２１】
　次に、図１Ｂに示す工程において、前記開口部１０６から露出する前記パターン配線１
０３Ａ上に、例えば半田などよりなる接続層１０７を、電解メッキなどにより形成する。
【００２２】
　次に、図１Ｃに示す工程において、バンプ（例えば、ワイヤボンディングにより、Ａｕ
などのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプなど）１０８が形成された半導体チ
ップ１１０を、前記接続層１０７を介して前記パターン配線１０３Ａに、フリップチップ
実装する。次に、前記半導体チップと前記配線基板１００の間にアンダーフィル（アンダ
ーフィル樹脂）１０９を浸透させる。
【００２３】
　このようにして、前記配線基板１００に、半導体チップ１１０がフリップチップ実装さ
れてなる、配線基板１００Ａが形成される。なお、前記パターン配線１０３Ａに実装され
るものは、半導体チップに限定されず、他の電子部品（例えば、キャパシタ、レジスタ、
インダクタ等）であってもよい。また、半導体チップに再配線を形成した、ＣＳＰ（chip
 size package）でもよい。
【００２４】
　次に、図１Ｄに示す工程において、上記の配線基板１００を形成した場合と同様にして
、上記の配線基板１００Ａに張り合わせる（積層する）配線基板２００を形成する。この
場合、まず、コア基板２０１に対して、例えばＣｕよりなる該コア基板２０１を貫通する
ビアプラグ２０２を形成する。また、前記コア基板１０１の第１の側（半導体チップに面
する側の反対側）に、パターン配線２０３Ａを、前記コア基板２０１の第２の側にパター
ン配線２０３Ｂを、例えばＣｕにより形成する。
【００２５】
　また、それぞれ複数形成されるパターン配線２０３Ａと２０３Ｂのうち、一部のパター
ン配線２０３Ａ、２０３Ｂが前記ビアプラグ２０２で接続されるようにして形成される。
【００２６】
　また、前記コア基板２０１の第１の側にはソルダーレジスト層２０４Ａが形成され、当
該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線２０３Ａには、例えばＮｉ／Ａｕ（
パターン配線２０３Ａ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよりなる接続層２０
５Ａが形成される。また、同様に、前記コア基板２０１の第２の側にはソルダーレジスト
層２０４Ｂが形成され、当該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線２０３Ｂ
には、例えばＮｉ／Ａｕ（パターン配線２０３Ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層
）などよりなる接続層２０５Ｂが形成され、さらに当該接続層２０５Ｂに半田ボール２０
６が形成される。ここで、前記配線基板１００Ａと張り合わせられるための配線基板２０
０が形成される。
【００２７】
　次に、図１Ｅに示す工程において、前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００とを張
り合わせる（積層する）。
【００２８】
　この場合、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａとの間には、前記半導体チップ
１１０を封止するとともに、該配線基板２００の配線と該配線基板１００の配線とを接続
する、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートにより形成
されるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中に形成される電気接続部
材（例えば半田ボール２０６）より形成される。この場合、前記接続層２０５Ｂを介して
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前記パターン配線２０３Ｂに接続されている前記半田ボール２０６は、前記接続層１０５
Ａを介して、前記パターン配線１０３Ａと電気的に接続される。
【００２９】
　例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａを貼り合わせる場合には、以下の
第１の方法、または、第２の方法によって貼り合わせることが可能である。
【００３０】
　まず、第１の方法は、以下のように行うことができる。まず、前記配線基板２００を、
熱硬化性のフィルム状のビルドアップ樹脂（この段階では未硬化）を介して前記配線基板
１００Ａに積層・押圧し、前記配線基板２００の半田ボール（電気接続部材）２０６をフ
ィルム状のビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００Ａの接続層１０５Ａに押し当
てる。この状態で加熱することにより、半田ボール２０６を溶融し、半田ボール２０６を
接続層１０５Ａに電気的に接続する。また、当該ビルドアップ樹脂は熱により硬化され、
絶縁層Ｄ１となる。
【００３１】
　また、第２の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を配線基
板１００Ａに積層・加熱し、半田ボール（電気接続部材）２０６を溶融させて接続層１０
５Ａに接続する。次に、配線基板２００と配線基板１００Ａの間に液状の樹脂を充填・硬
化し、絶縁層Ｄ１を形成する。
【００３２】
　また、後述する他の実施例においても、同様の方法で配線基板の貼り合わせを行うこと
が可能である。
【００３３】
　次に、図１Ｆに示す工程において、前記接続層１０５Ｂ、２０５Ａに、半田ボール（外
部接続端子）１１１、２０７をそれぞれ形成し、チップ内蔵基板３００を形成する。
【００３４】
　本実施例によるチップ内蔵基板３００を製造する場合には、前記半導体チップ１１０に
接続される多層配線構造が、配線（パターン配線１０３Ａ，１０３Ｂ、２０３Ａ、２０３
Ｂなど）が形成された複数の基板（配線基板１００Ａ，２００）を張り合わせる（積層す
る）ことで形成される。このため、例えば全ての多層配線構造をビルドアップ法により形
成する場合に比べて、配線の信頼性が高く、また製造の歩留まりが良好である特徴を有し
ている。さらに、半導体チップ実装側と上層側（上層配線側）を分けて製造できるため、
個別検査なども可能となる。このために、基板内にチップを内蔵後に不良が発見され、高
価な半導体チップが廃棄される割合が減少する効果を有する。
【００３５】
　また、このように基板の組み合わせにより多層配線構造を有するチップ内蔵基板を製造
すると、複数の基板を個別にストックできるメリットがある。また、複数の基板に対して
個別に設計変更を加えたり、または半導体チップの仕様の変更に柔軟に対応することも可
能となり、製造上メリットが大きい。
【００３６】
　また、前記封止接続層Ｌ１は、例えばビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、半田ボ
ール２０６などの電気接続部材（導電材料）の組み合わせにより形成され、当該封止接続
層Ｌ１によって半導体チップが保護・絶縁されるとともに、積層される基板１００Ａ、２
００を張り合わせ、且つ、基板１００Ａ、２００のパターン配線同士の電気的な接続が行
われる。このため、前記基板１００Ａ、２００の機械的な強度が確保されるとともに、半
導体チップが保護・絶縁され、また半導体チップに接続される多層配線の接続の信頼性が
良好となる。
【００３７】
　また、上記の封止接続層Ｌ１は、ビルドアップ樹脂と半田ボールの組み合わせに限定さ
れず、以下に示すように、様々な構造とすることが可能である。
【実施例２】
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【００３８】
　図２Ａ～図２Ｂは、本発明の実施例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である
。
【００３９】
　まず、図２Ａに示す工程に至るまでの工程は、実施例１の図１Ａ～図Ｄに示す工程と同
様の工程を実施する。ただし、図１Ｄに相当する工程においては、前記半田ボール２０６
は形成しない。本実施例では、実施例１の図１Ｅに示した以降の工程に相当する、図２Ａ
以下の工程を実施する。
【００４０】
　図２Ａを参照するに、本工程においては、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａ
との間には、前記封止接続層Ｌ１に相当する、封止接続層Ｌ２が形成される。前記封止接
続層Ｌ２は、例えば、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２により構成される。当該異方性
導電材料の例としては、例えば、異方性導電フィルム（ＡＣＦ）または異方性導電ペース
ト（ＡＣＰ）などがある。すなわち、異方導電性材料は、半導体チップを封止する封止材
料としての機能と、貼り合わせられる２つの配線基板の各々の配線パターンを接続する電
気接続部材の機能とを兼ね備えている。
【００４１】
　上記の工程において、例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａを貼り合わ
せる場合には、以下の第３の方法、または、第４の方法によって貼り合わせることが可能
である。
【００４２】
　まず、第３の方法は、以下のように行うことができる。まず、前記配線基板２００を、
熱硬化性の異方性導電フィルム（この段階では未硬化）を介して前記配線基板１００Ａに
積層・押圧し、この状態で加熱する。この加熱により、当該異方性導電フィルムが熱によ
り硬化され、接続層Ｄ２が形成される。
【００４３】
　また、第４の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００、または
配線基板１００Ａに、異方性導電ペーストを塗布した状態で、配線基板２００と配線基板
１００Ａを積層・押圧し、この状態で加熱する。この加熱によって当該異方性導電ペース
トが熱により硬化され、接続層Ｄ２が形成される。
【００４４】
　また、後述する他の実施例においても、同様の方法で配線基板の貼り合わせを行うこと
が可能である。
【００４５】
　次に、図２Ｂに示す工程において、図１Ｆに示す工程と同様の工程を実施し、前記接続
層１０５Ｂ、２０５Ａに、半田ボール１１１、２０７をそれぞれ形成し、チップ内蔵基板
３００Ａを形成する。
【００４６】
　上記の構造においては、当該封止接続層Ｌ２によって、前記半導体チップ１１０が封止
されて保護・絶縁がされるとともに積層される基板１００Ａ、２００が張り合わせられて
機械的な強度が確保され、さらに該配線基板２００のパターン配線２０３Ｂと該配線基板
１００のパターン配線１０３Ａとが（前記接続層２０５Ｂと前記接続層１０５Ａとが）電
気的に接続されている。
【００４７】
　すなわち、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ａは、封止接続層の半田ボールを省略
した構造で構成することが可能となり、製造が容易であると共に、単純な構造で接続の信
頼性が高い特徴を有している。また、前記封止接続層Ｌ２を形成する方法としては、異方
性導電フィルムの貼り付けによる形成に限定されず、例えば、異方性導電ペースト、異方
性導電インクなどの異方性導電接着剤を用いて形成してもよい。
【００４８】
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　このように、封止接続層には、様々な材料・構造のものを用いることが可能である。例
えば、実施例１に記載した前記絶縁層Ｄ１と前記半田ボール２０６の組み合わせよりなる
封止接続層Ｌ１において、半田ボールに相当するビアプラグなどの導電構造を、予め当該
絶縁層Ｄ１に形成するようにしてもよい。この場合、２つの配線基板の電気的な接続の信
頼性が良好となるとともに、チップ内蔵基板の製造が容易となる効果を奏する。
【実施例３】
【００４９】
　また、図３は、実施例１に記載したチップ内蔵基板３００の別の変形例である。図３を
参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｂでは、実施例１の図１Ｆに示した工
程の後で、さらに前記チップ内蔵基板３００上に、配線基板２００Ａが積層されて（張り
合わせされて）いる。
【００５０】
　前記配線基板２００Ａは、前記配線基板２００と同様にして形成される。この場合、当
該配線基板２００Ａの、コア基板３０１、ビアプラグ３０２、パターン配線３０３Ａ、３
０３Ｂ、ソルダーレジスト層３０４Ａ、３０４Ｂ、接続層３０５Ａ、３０５Ｂは、それぞ
れ、前記配線基板２００の、コア基板２０１、ビアプラグ２０２、パターン配線２０３Ａ
、２０３Ｂ、ソルダーレジスト層２０４Ａ、２０４Ｂ、接続層２０５Ａ、２０５Ｂに相当
し、同様の方法・材料により形成することができる。
【００５１】
　上記の配線基板２００Ａの、前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上には、半導体チップ３
０７と半導体チップ３０９が積層されて実装されている。前記半導体チップ３０７は、設
置フィルム３０６を介して前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上に、前記半導体チップ３０
９は、設置フィルム３０８を介して当該半導体チップ３０７上にそれぞれ設置されている
。
【００５２】
　さらに、前記半導体チップ３０７、３０９は、それぞれワイヤ３１０、３１１によって
、前記パターン配線３０３Ａ（前記接続層３０５Ａ）に電気的に接続されている。また、
前記半導体チップ３０７、３０９、前記ワイヤ配線３１０，３１１を封止するモールド樹
脂よりなる絶縁層３１２が形成されている。
【００５３】
　このように、本発明によるチップ内蔵基板の構成は、２つの基板を用いる場合に限定さ
れず、３枚以上の基板を用いて構成してもよい。
【実施例４】
【００５４】
　また、積層される（張り合わせされる）基板の構成やその順番は、様々に変更すること
が可能である。例えば、図４Ａ～図４Ｃは、本発明の実施例４によるチップ内蔵基板の製
造方法を示す図である。
【００５５】
　まず、図４Ａに示す工程に至るまでの工程は、実施例１の図１Ａ～図Ｃに示す工程と同
様の工程を実施する。本実施例では、実施例１の図１Ｄに示した以降の工程に相当する図
４Ａ以下の工程を実施する。
【００５６】
　まず、図４Ａに示す工程においては、実施例１の配線基板２００に相当する、配線基板
２００Ｂを形成する。当該配線基板２００Ｂは、実施例３に示した前記配線基板２００Ａ
において、前記半導体チップ３０７、３０９を、前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上で、
モールド樹脂よりなる絶縁層３１２で封止して形成する。また、前記接続層３０５Ｂには
、半田ボール３１３を形成する。
【００５７】
　次に、図４Ｂに示す工程において、実施例１に示した図１Ｅの工程と同様にして、前記
配線基板１００Ａと前記配線基板２００Ｂとを張り合わせる（積層する）。
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【００５８】
　この場合、この場合、前記配線基板２００Ｂと前記配線基板１００Ａとの間には、先に
説明した封止接続層Ｌ１が形成され、当該封止接続層Ｌ１によって半導体チップが保護・
絶縁されるとともに、積層される配線基板１００Ａ、２００Ｂを張り合わせ、且つ、配線
基板１００Ａ、２００Ｂのパターン配線同士の電気的な接続が行われる。
【００５９】
　次に、図４Ｃに示す工程において、前記接続層１０５Ｂに半田ボール１１１を形成し、
チップ内蔵基板３００Ｃを形成する。
【００６０】
　このように、本発明において積層される配線基板は、その構成や順番を様々に変更する
ことが可能である。
【実施例５】
【００６１】
　また、本発明では、上記に示した、いわゆるプリント配線基板（配線基板１００、１０
０Ａ，２００，２００Ａ，２００Ｂなど）を張り合わせる場合に限定されず、いわゆるビ
ルドアップ法により形成される基板（以下文中ビルドアップ基板）とプリント配線基板を
張り合わせる場合に適用したり、またはビルドアップ基板同士を張り合わせる場合に適用
することも可能である。
【００６２】
　このように、積層される基板がビルドアップ基板を含む場合、半導体チップに接続され
る多層配線の微細化、多層化が容易となる効果を奏する。また、このように、積層される
基板がビルドアップ基板を含む場合であったり、またはビルドアップ基板同士を積層して
チップ内蔵基板を形成する場合であっても、半導体チップに接続される、該半導体チップ
を内蔵する多層配線を全てビルドアップ法により形成する場合に比べて、歩留まりが良好
であって、廃棄される半導体チップの数が少なくなる効果を奏する。
【００６３】
　すなわち、より製造の歩留まりが良好であり信頼性の高いプリント配線基板と、微細化
や多層化に有利なビルドアップ基板を組み合わせることで、製造の歩留まりを良好にしつ
つ、かつ微細化・多層化されたチップ内蔵基板を製造することが可能となる。
【００６４】
　また、必要とする層を分割してビルドアップ法によりそれぞれ形成することで、全ての
層をビルドアップ法で一括して形成する場合に比べて製造の歩留まりを良好にして廃棄さ
れる半導体チップの数を少なくすることが可能となる。以下、これらの製造方法の例につ
いて説明する。
【００６５】
　図５Ａ～図５Ｐは、本発明の実施例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である
。まず、図５Ａに示す工程において、導電材料、例えばＣｕよりなる、厚さが２００μｍ
の支持基板４０１を準備する。
【００６６】
　次に、図５Ｂに示す工程において、前記支持基板４０１上にフォトリソグラフィ法にて
レジストパターン（図示せず）を形成し、当該レジストパターンをマスクにして電解メッ
キにより、例えばＡｕ層４０２ａ，Ｎｉ層４０２ｂ，およびＣｕ層４０２ｃが積層された
構造を有する接続層４０２を形成する。当該電解メッキにおいては、前記支持基板４０１
が通電経路となるため、当該支持基板４０１は導電材料であることが好ましく、また例え
ばＣｕのような低抵抗の材料であるとさらに好ましい。
【００６７】
　次に、図５Ｃの工程において、前記接続層４０２を覆うように、前記支持基板４０１上
に、絶縁層４０３を形成する。前記絶縁層４０３は、例えばビルドアップ樹脂（エポキシ
樹脂、ポリイイミド樹脂など）や、ソルダーレジスト（アクリル樹脂、エポキシアクリル
系樹脂など）により形成される。
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【００６８】
　また、この場合当該絶縁層４０３を、例えば、ガラス繊維に樹脂を含浸させたガラス布
エポキシプリプレグ等のプリプレグ材など機械的な強度が高い材料により形成すると、当
該絶縁層４０３が配線基板の補強層（スティフナー）として機能し、好ましい。
【００６９】
　前記絶縁層４０３を形成した後、当該絶縁層４０３に、前記接続層４０２が露出するよ
うに、例えばレーザによりビアホール４０３Ａを形成する。
【００７０】
　次に、図５Ｄに示す工程において、必要に応じてデスミア工程を行ってビアホールの残
渣物の除去と前記絶縁層４０３の表面処理（粗化処理）を行った後、当該絶縁層４０３の
表面と前記接続層４０２の表面に、無電解メッキにより、Ｃｕのシード層４０４を形成す
る。
【００７１】
　次に、図５Ｅに示す工程において、フォトリソグラフィ法にてレジストパターン（図示
せず）を形成する。次に、当該レジストパターンをマスクにして、Ｃｕの電解メッキによ
り、前記ビアホール４０３Ａにビアプラグ４０５ａを、前記絶縁層４０３上に前記ビアプ
ラグ４０５ａに接続されるパターン配線４０５ｂを形成し、配線部４０５を形成する。
【００７２】
　前記配線部４０５を形成した後、レジストパターンを剥離し、露出した余剰なシード層
をエッチングにより除去する。
【００７３】
　次に、図５Ｆに示す工程において、前記配線部４０５を覆うように、前記絶縁層４０３
上に、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂よりなる絶縁層（ビルドアップ層）４０６を形成し
、さらに、当該絶縁層４０６に、前記パターン配線４０５ｂの一部が露出するようにレー
ザによりビアホール４０６Ａを形成する。
【００７４】
　次に、図５Ｇに示す工程において、図５Ｄに示した工程と同様にして、必要に応じてデ
スミア工程を行ってビアホールの残渣物の除去と前記絶縁層４０６の表面処理を行った後
、当該絶縁層４０６の表面と露出した前記パターン配線４０５ｂの表面に、無電解メッキ
により、Ｃｕのシード層４０７を形成する。
【００７５】
　次に、図５Ｈに示す工程において、図５Ｅに示した工程と同様にして、フォトリソグラ
フィ法にてレジストパターン（図示せず）を形成する。次に、当該レジストパターンをマ
スクにして、Ｃｕの電解メッキにより、前記ビアホール４０６Ａにビアプラグ４０８ａを
、前記絶縁層４０６上に前記ビアプラグ４０８ａに接続されるパターン配線４０８ｂを形
成し、配線部４０８を形成する。
【００７６】
　前記配線部４０８を形成した後、レジストパターンを剥離し、露出した余剰なシード層
をエッチングにより除去する。
【００７７】
　次に、図５Ｉに示す工程において、前記配線部４０８を覆うように、前記絶縁層４０６
上に、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂よりなる絶縁層（ビルドアップ層）４０６ａを形成
する。
【００７８】
　次に、図５Ｊに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層４０６ａに、前記
パターン配線４０８ｂの一部が露出するように開口部４０６Ｂを形成する。
【００７９】
　次に、図５Ｋに示す工程において、必要に応じてデスミア工程を行って開口部の残渣物
の除去と前記絶縁層４０６の表面処理を行った後、例えば電解メッキにより、前記開口部
４０６Ｂに、はんだ接続部４０９を形成する。
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【００８０】
　次に、図５Ｌに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層４０６ａに、前記
パターン配線４０８ｂの別の一部が露出するように開口部を形成し、当該開口部に、メッ
キにより、Ａｕ／Ｎｉ（パターン配線４０８ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）
よりなる接続層４０７を形成する。
【００８１】
　次に、例えばＡｕ等のボンディングワイヤにより形成されるバンプ４１１が形成された
半導体チップ４１０を、前記バンプ４１１と前記はんだ接続部４０９が対応するようにし
て前記配線部４０８上に設置する。この場合、必要に応じて前記はんだ接続部４０９のリ
フローを行って当該はんだ接続部４０９とバンプ４１１の電気的な接続を良好にすること
が好ましい。また、必要に応じて前記半導体チップ４１０と前記絶縁層４０６ａの間には
樹脂を充填してアンダーフィル４１０Ａを形成すると好適である。
【００８２】
　このようにして、ビルドアップ基板に半導体チップが実装されてなる配線基板４００が
形成される。
【００８３】
　次に、図５Ｍに示す工程において、実施例１の図１Ｅに示す工程と同様にして、前記配
線基板４００と、前記配線基板２００とを張り合わせる（積層する）。
【００８４】
　この場合、前記配線基板４００と前記配線基板２００との間には、前記半導体チップ４
１０を封止するとともに、該配線基板４００の配線と該配線基板２００の配線とを接続す
る、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートにより形成さ
れるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中の半田ボール２０６より形
成される。この場合、前記接続層２０５Ｂを介して前記パターン配線２０３Ｂに接続され
ている前記半田ボール２０６は、前記接続層４０７を介して、前記パターン配線４０８ｂ
と電気的に接続される。また、この場合、実施例２に示したように、上記の封止接続層Ｌ
１に変えて、異方性導電材料よりなる前記接続層Ｄ２を含む前記封止接続層Ｌ２を用いて
もよい。
【００８５】
　次に、図５Ｎに示す工程において、前記支持基板４０１を、例えばウエットエッチング
により、除去する。このように、前記支持基板４０１を用いることで、ビルドアップ基板
である配線基板４００の平面度が良好となり、さらに当該支持基板４０１を除去すること
で、配線基板４００の薄型化が可能になっている。また、前記支持基板４０１の除去は、
前記配線基板４００と前記配線基板２００の張り合わせの後で行われることが好ましい。
この場合、前記配線基板２００のコア基板２０１によって、チップ内蔵基板全体の平面度
が保持されるためである。
【００８６】
　次に、図５Ｏに示す工程において、前記絶縁層４０３を覆うように、また前記接続層４
０２が露出するようにソルダーレジスト層４１２を形成する。なお、絶縁層４０３をソル
ダーレジストで形成する場合にはこの工程は省略できる。
【００８７】
　次に、図５Ｐに示す工程において、必要に応じて前記接続層４０２に半田ボール４１３
を形成する。このようにして、チップ内蔵基板３００Ｄを形成することができる。
【００８８】
　このように、本発明によるチップ内蔵基板は、ビルドアップ基板である配線基板４００
と、プリント配線基板である配線基板２００との組み合わせにより、半導体チップに接続
される多層配線が形成される。このため、半導体チップに接続される多層配線を全てビル
ドアップ法により形成する場合に比べて、歩留まりが良好であって、廃棄される半導体チ
ップの数が少なくなる効果を奏する。また、半導体チップに接続される多層配線を全てプ
リント配線基板により形成する場合に比べて、多層配線の微細化・多層化が容易である特
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徴を有している。
【実施例６】
【００８９】
　また、図６Ａ～図６Ｅは、本発明の実施例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図
である。
【００９０】
　まず、図６Ａに示す工程において、上記の実施例５の図５Ａ～図５Ｌの工程を実施する
ことで前記配線基板４００を形成し、同様にして、配線基板５００を形成する。この場合
、前記配線基板５００の、支持基板５０１、接続層５０２、絶縁層５０３、５０６、５０
６ａ，配線部５０５（ビアプラグ５０５ａ、パターン配線５０５ｂ）、配線部５０８（ビ
アプラグ５０８ａ、パターン配線５０８ｂ）、接続層５０７は、それぞれ、当該配線基板
４００の、支持基板４０１、接続層４０２、絶縁層４０３、４０６、４０６ａ，配線部４
０５（ビアプラグ４０５ａ、パターン配線４０５ｂ）、配線部４０８（ビアプラグ４０８
ａ、パターン配線４０８ｂ）、接続層４０７に相当し、当該配線基板４００と同様にして
形成される。但し、当該配線基板５００には、半導体チップが実装されず、前記接続層５
０７には半田ボール５１０が形成される。
【００９１】
　次に、図６Ｂに示す工程において、実施例１の図１Ｅに示した工程と同様にして、上記
の配線基板４００と配線基板５００を張り合わせる（積層する）。
【００９２】
　この場合、この場合、前記配線基板４００と前記配線基板５００との間には、前記半導
体チップ４１０を封止するとともに、該配線基板４００の配線と該配線基板５００の配線
とを接続する、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートに
より形成されるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中の半田ボール５
１０より形成される。この場合、前記接続層５０７を介して前記パターン配線５０８ｂに
接続されている前記半田ボール５１０は、前記接続層４０７を介して、前記パターン配線
４０８ｂと電気的に接続される。また、この場合、実施例２に示したように、上記の封止
接続層Ｌ１に変えて、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２を含む封止接続層Ｌ２を用いて
もよい。
【００９３】
　次に、図６Ｃに示す工程において、図５Ｎに示した工程と同様にして、前記支持基板４
０１、５０１を、例えばウエットエッチングにより、除去する。このように、前記支持基
板４０１、５０１を用いることで、ビルドアップ基板である配線基板４００、５００の平
面度が良好となり、さらに当該支持基板４０１、５０１を除去することで、配線基板４０
０、５００の薄型化が可能になっている。また、前記支持基板４０１、５０１の除去は、
平面度を保持するために、前記配線基板４００と前記配線基板５００の張り合わせの後で
行われることが好ましい。
【００９４】
　次に、図６Ｄに示す工程において、前記絶縁層４０３を覆うように、また前記接続層４
０２が露出するようにソルダーレジスト層４１２を形成する。同様にして、前記絶縁層５
０３を覆うように、また前記接続層５０２が露出するようにソルダーレジスト層５１２を
形成する。なお、絶縁層４０３、５０３をソルダーレジスト層で形成する場合、この工程
は省略できる。
【００９５】
　次に、図６Ｅに示す工程において、必要に応じて前記接続層４０２に半田ボール４１３
を形成する。このようにして、チップ内蔵基板３００Ｅを形成することができる。
【００９６】
　このように、本実施例によるチップ内蔵基板の製造方法では、必要とする層（半導体チ
ップに接続される配線）を分割してビルドアップ法によりそれぞれ形成することで、全て
の層を一括してビルドアップ法で形成する場合に比べて、製造の歩留まりを良好にして廃
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棄される半導体チップの数を少なくすることが可能となる。
【実施例７】
【００９７】
　また、図７は、本発明の実施例７によるチップ内蔵基板６００を示す図である。図７を
参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板６００は、実施例６に記載したチップ内蔵基
板３００Ｅを積層した構造を有している。このように、本発明によるチップ内蔵基板は、
必要に応じて様々に構成されるとともに、必要に応じて積層される層を増大させて、さら
に多層化を実現することが可能である。
【実施例８】
【００９８】
　また、図８は、本発明の実施例８によるチップ内蔵基板３００Ｆを示す図である。本実
施例によるチップ内蔵基板３００Ｆは、実施例１に記載したチップ内蔵基板３００に、略
球状のスペーサＳＰ１を付加した構造を有している。
【００９９】
　前記スペーサＳＰ１は、例えば樹脂材料（例えば、ジビニルベンゼン）、または、導電
材料（例えばＣｕ）により形成される。
【０１００】
　前記スペーサＳＰ１が前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００との間の、前記絶縁
層Ｄ１内に挿入されることで、該配線基板１００Ａと該配線基板２００の間隔が調整され
る。前記スペーサＳＰ１が挿入されたことで、該配線基板１００Ａと該配線基板２００の
間隔の制御（維持）が容易となることに加えて、チップ内蔵基板３００Ｆの反りの量を低
減することが可能となる。また、前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００の平行度も
良好となる効果を奏する。
【実施例９】
【０１０１】
　また、図９は、本発明の実施例９によるチップ内蔵基板３００Ｇを示す図である。本実
施例によるチップ内蔵基板３００Ｇでは、実施例８に記載したスペーサＳＰ１に相当する
スペーサＳＰ２が、前記半田ボール（電気接続部材）２０６内に設置されている。
【０１０２】
　すなわち、本実施例の場合、内部にスペーサを有する半田ボール（電気接続部材）２０
６が、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成された配線を
電気的に接続するとともに、当該配線基板１００Ａと当該配線板２００の間隔の制御を行
う機能を有していることになる。また、本実施例の場合、特にスペーサを設置するための
領域を必要とせず、配線の狭ピッチ化に対応することが可能になっている。
【０１０３】
　前記スペーサＳＰ２は、例えば樹脂材料（例えば、ジビニルベンゼン）、または、導電
材料（例えばＣｕ）により形成される。
【０１０４】
　本実施例の場合、前記スペーサＳＰ２に、例えばＣｕなどの導電性が良好である導電材
料を用いた場合には、実施例８の場合に比べて、前記配線基板１００Ａに形成された配線
と前記配線基板２００に形成された配線の接続部の抵抗を小さくすることができる。
【０１０５】
　すなわち、２つの配線基板に形成された各々のパターン配線を接続する電気接続部材の
内部に、スペーサとして機能する該電気接続部材よりも抵抗値の小さい金属材料を挿入し
てもよい。また、この場合当該電気接続部材と当該金属材料とは、溶融する温度が異なる
ことが好ましい。例えば、半田ボール（電気接続部材）が溶融した場合に、半田ボールよ
りも溶融温度が高いＣｕがスペーサとしての機能を果たして、２枚の配線基板の間隔を所
定の値に保持する。特に、Ｃｕ等の金属ボールの表面を、半田層で被覆してなる電気接続
部材（半田ボール）を用いると好適である。
【０１０６】
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　また、実施例８、９の場合において、前記絶縁層Ｄ１に換えて、前記接続層Ｄ２（異方
性導電材料よりなる層）を用いても良い。すなわち、電気的な接続を確実にするため、半
田ボールと異方性導電材料を併用しても良い。
【実施例１０】
【０１０７】
　上記の実施例８、９では、例えば、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線
基板２００に形成された配線を電気的に接続する電気接続部材として半田ボールを用いた
が、電気接続部材に半田ボール以外の突起状導電部材を用いてもよい。当該突起状導電部
材としては、例えば、ポスト状（例えば円柱状）の導電部材（実施例１０～１３で後述）
、または、ボンディングワイヤにより形成されるバンプ（実施例１４～１６で後述）があ
る。
【０１０８】
　図１０は、本発明の実施例１０によるチップ内蔵基板３００Ｈを示す図である。図１０
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｈでは、前記配線基板１００Ａに形
成された配線と前記配線基板２００に形成された配線を電気的に接続するための、Ｃｕよ
りなる導電性のポストＰＳ１が形成されている。
【０１０９】
　前記ポストＰＳ１は、前記接続層２０５Ｂを介して前記パターン配線２０３Ｂに接続さ
れている。また、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの間には、例えば半田よりなる
接続層ＡＤ１が形成されている。この場合、前記ポストＰＳ１は、前記接続層ＡＤ１、１
０５Ａを介して、前記パターン配線１０３Ａに接続される。また、前記接続層ＡＤ１を形
成する場合に、半田ボールか、または実施例９に記載したようなスペーサーを有する半田
ボールを用いても良い。
【０１１０】
　上記の構造においては、実施例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ３は、前記
絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ１、および前記接続層ＡＤ１を有している。
【０１１１】
　本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｈを形成する場合には、例えばＣｕのメッキ法に
より、前記配線基板２００の、前記接続層２０５Ｂ上に前記ポストＰＳ１を形成すればよ
い。また、当該ポストＰＳ１は、前記配線基板１００Ａ側（前記接続層１０５Ａ上）に形
成するようにしてもよい。
【０１１２】
　本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｈは、実施例８、実施例９の場合と同様に、前記
配線基板１００Ａと前記配線基板２００の間隔の制御が容易となることに加えて、チップ
内蔵基板３００Ｈの反りの量を低減することが可能となる。また、前記配線基板１００Ａ
と前記配線基板２００の平行度も良好となる効果を奏する。
【０１１３】
　また、本実施例の場合には、例えば半田ボールを用いる場合に比べて、前記配線基板１
００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成された配線の接続を、より狭ピッチ
で行うことが可能になる。このため、半導体装置の微細化に対応することが容易になる効
果を奏する。
【０１１４】
　また、本実施例によるチップ内蔵基板では、前記配線基板１００Ａに形成された配線と
前記配線基板２００に形成された配線の接続の抵抗が小さく、電気的な接続の信頼性に優
れた構造である特徴を有している。
【実施例１１】
【０１１５】
　図１１は、本発明の実施例１１によるチップ内蔵基板３００Ｉを示す図である。図１１
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｉでは、上記の実施例１０によるチ
ップ内蔵基板３００Ｈにおいて、前記ポストＰＳ１に相当するポストＰＳ２が用いられ、
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さらに該ポストＰＳ２と前記接続層２０５Ｂの間に、例えば半田よりなる接続層ＡＤ２が
形成されている。また、前記接続層ＡＤ２は、前記接続層ＡＤ１と同様の方法で形成する
ことができる。
【０１１６】
　上記の構造においては、実施例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ４は、前記
絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ２、および前記接続層ＡＤ１、ＡＤ２を有している。すなわ
ち、上記の構造では、前記ポストＰＳ２の両面に半田よりなる接続層が形成されることに
なる。
【０１１７】
　このように、半田よりなる接続層を付加することで、電気的な接続の確実性を良好にす
ることができる。
【実施例１２】
【０１１８】
　図１２は、本発明の実施例１２によるチップ内蔵基板３００Ｊを示す図である。図１２
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｊでは、上記の実施例１０によるチ
ップ内蔵基板３００Ｈにおいて、前記接続層ＡＤ１が形成されておらず、また、前記絶縁
層Ｄ１に換わって、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２が形成されている。上記の構造に
おいては、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は、前記接続層Ｄ
２により行われることになる。すなわち、上記の構造においては、実施例１０の封止接続
層Ｌ３に相当する封止接続層Ｌ５は、前記接続層Ｄ２、前記ポストＰＳ１を有しているこ
とになる。
【０１１９】
　上記の構造においては、チップ内蔵基板の製造が容易になる特徴を有している。例えば
、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの電気的な接続は、前記ポストＰＳ１を前記接
続層Ｄ２に挿入する（押し込む）ことで容易に行うことが可能となる。このため、前記ポ
ストＰＳ１と前記接続層１０５Ａを接続するための熱圧着や超音波接合などの特別な工程
を必要とせず、製造工程が単純となる効果を奏する。また、ポストＰＳ１は、接続層１０
５Ａ側に形成してもよい。
【実施例１３】
【０１２０】
　図１３は、本発明の実施例１３によるチップ内蔵基板３００Ｋを示す図である。図１３
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｋでは、前記接続層１０５Ａにポス
トＰＳ３、前記接続層２０５ＢにポストＰＳ４がそれぞれ形成され、該ポストＰＳ３と該
ポストＰＳ４の間には、例えば半田よりなる接続層ＡＤ３が形成されている。
【０１２１】
　前記ポストＰＳ３、ＰＳ４は、例えばメッキ方により、形成することができる。すなわ
ち、上記の構造においては、実施例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ６は、前
記絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ３、ＰＳ４、および前記接続層ＡＤ３を有していることに
なる。
【０１２２】
　このように、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成され
た配線を電気的に接続するポストは、該配線基板１００Ａの側と該配線基板２００の側の
双方に形成してもよい。
【実施例１４】
【０１２３】
　図１４は、本発明の実施例１４によるチップ内蔵基板３００Ｌを示す図である。図１４
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｌでは、実施例１２に記載した前記
チップ内蔵基板３００Ｊにおいて、前記ポストＰＳ１がバンプＢＰ１に置き換わった構造
となっている。
【０１２４】
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　上記の構造においては、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は
、異方性導電材料よりなる前記接続層Ｄ２により行われることになる。すなわち、上記の
構造においては、実施例１２の封止接続層Ｌ５に相当する封止接続層Ｌ７は、前記接続層
Ｄ２、前記バンプＢＰ１を有していることになる。
【０１２５】
　上記の構造においては、実施例１２に記載した効果に加えて、さらにチップ内蔵基板の
製造工程が単純であるというメリットがある。例えば、前記バンプＢＰ１は、ワイヤボン
ディングにより、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプが複数（例え
ば２個）積層されて形成されている。このため、メッキ法などの複雑な（薬液を要する）
プロセスが不要となり、製造コストを抑制することが可能となる。また、バンプＢＰ１を
、接続層１０５Ａ側に形成してもよい。
【実施例１５】
【０１２６】
　図１５は、本発明の実施例１５によるチップ内蔵基板３００Ｍを示す図である。図１５
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｍでは、実施例１４に記載した前記
チップ内蔵基板３００Ｌにおいて、前記接続層Ｄ２に換わって絶縁層Ｄ１が用いられてい
る。この場合、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は、例えば半
田よりなる接続層ＡＤ４により、行われる構造になっている。すなわち、上記の構造にお
いては、実施例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ８は、前記絶縁層Ｄ１、前記
バンプＢＰ１、および前記接続層ＡＤ４を有していることになる。
【０１２７】
　この場合、前記チップ内蔵基板３００Ｌに比べて、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０
５Ａの接続の抵抗が小さくなる。また、バンプＢＰ１を接続層１０５Ａに設け、接続層Ａ
Ｄ４を接続層２０５Ｂに設けてもよい。
【実施例１６】
【０１２８】
　図１６は、本発明の実施例１６によるチップ内蔵基板３００Ｎを示す図である。図１６
を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板３００Ｎでは、前記接続層１０５Ａにバン
プ（ワイヤボンディングにより、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバン
プ）ＢＰ２、前記接続層２０５Ｂにバンプ（ワイヤボンディングにより、Ａｕなどのボン
ディングワイヤを用いて形成されるバンプ）ＢＰ３がそれぞれ形成され、該バンプＢＰ２
と該バンプＢＰ３が、例えば超音波接合、または熱圧着などにより、接続されている。す
なわち、上記の構造においては、実施例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ９は
、前記絶縁層Ｄ１、前記バンプＢＰ２、ＢＰ３を有していることになる。
【０１２９】
　このように、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成され
た配線を電気的に接続するバンプは、該配線基板１００Ａの側と該配線基板２００の側の
双方に形成してもよい。
【実施例１７】
【０１３０】
　また、２つの配線基板を接続する場合に、（Ｃｕ）ポストを用いると半田ボールを用い
た場合に比べて接続部の狭ピッチ化が可能となることは先に説明したが、さらに狭ピッチ
化に対応するためには、例えば、チップ内蔵基板を以下の構造とするとさらに好適である
。以下に説明するチップ内蔵基板では、２つの配線基板を接続するためのポストを、狭ピ
ッチで設置することが可能な構造を有している。
【０１３１】
　次に、上記の配線基板の構成の一例について、図１７に基づき、説明する。
【０１３２】
　図１７は、本発明の実施例１７に係るチップ内蔵基板７００を模式的に示す図である。
図１７を参照するに、本実施例によるチップ内蔵基板７００は、半導体チップ７０４がフ



(20) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

10

20

30

40

50

リップチップ実装された配線基板８００と、該配線基板８００上の配線基板９００との間
に封止接続層Ｌ１０が形成されてなる構造を有している。
【０１３３】
　前記封止接続層Ｌ１０は、前記絶縁層Ｄ１に相当する絶縁層７０１と、前記ポストＰＳ
１に相当するポスト７０２、および半田よりなる接続層７０３と、を有している。前記封
止接続層Ｌ１０は、前記配線基板８００上に実装された前記半導体チップ７０４を封止す
るとともに、前記配線基板８００に形成された配線と前記配線基板９００に形成された配
線を接続する機能を有している。
【０１３４】
　前記配線基板８００は、例えばプリプレグ材よりなるコア基板８０１の両面に、配線が
形成されてなる構造を有している。前記コア基板８０１の、前記半導体チップ７０４が実
装される側（以下上側）には、パターン配線８０４が形成され、該パターン配線８０４を
覆うように絶縁層（ビルドアップ層）８０２が形成され、さらに該絶縁層８０２上に絶縁
層（ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）８０３が形成されている。
【０１３５】
　また、前記絶縁層８０２中には、前記パターン配線８０４に接続されるビアプラグ８０
５が形成され、該ビアプラグ８０５には、最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄが接続され
ている。前記絶縁層８０３は、当該最上層パターンを覆うように形成される一方で、該絶
縁層８０３には、当該最上層パターンの一部を露出せる開口部が形成さている。当該開口
部は、最上層パターンが半導体チップやポストに接続される部分に対応する。
【０１３６】
　また、前記半導体チップ７０４は、前記最上層パターン８０６Ｄに接続されるようにし
て実装されている。また、前記ポスト７０２は、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃ
に接続されるようにして形成されているが、この構造の詳細については後述する。
【０１３７】
　また、前記コア基板８０１の、前記半導体チップ７０４が実装される側の反対側（以下
下側）には、パターン配線８０９が形成され、該パターン配線８０９を覆うように絶縁層
（ビルドアップ層）８０７が形成され、さらに該絶縁層８０７を覆うように上に絶縁層（
ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）８０８が形成されている。
【０１３８】
　また、前記絶縁層８０７中には、前記パターン配線８０９に接続されるビアプラグ８１
０が形成されている。さらに、前記パターン配線８０４に接続されるとともに、前記コア
基板８０１を貫通し、前記絶縁層８０７にかけて延伸するビアプラグ８１２が形成されて
いる。また、前記ビアプラグ８１０または前記ビアプラグ８１２に接続されるとともに、
周囲を前記絶縁層８０８で囲まれた電極パッド８１１が形成されている。
【０１３９】
　一方、前記配線基板９００は、例えばプリプレグ材よりなるコア基板９０１の両面に配
線が形成されてなる構造を有している。前記コア基板９０１の、前記半導体チップ７０４
に面する側の反対側（以下上側）には、パターン配線９０４が形成され、該パターン配線
９０４を覆うように絶縁層（ビルドアップ層）９０２が形成され、さらに該絶縁層９０２
上に絶縁層（ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）９０３が形成されて
いる。
【０１４０】
　また、前記絶縁層９０２中には、前記パターン配線９０４に接続されるビアプラグ９０
５が形成され、該ビアプラグ９０５には、周囲を前記絶縁層９０３で囲まれる電極パッド
９０６が接続されている。
【０１４１】
　また、前記コア基板９０１の、前記半導体チップ７０４に面する側（以下、下側）には
、パターン配線９０９が形成され、該パターン配線９０９を覆うように絶縁層（ビルドア
ップ層）９０７が形成され、さらに該絶縁層９０７を覆うように絶縁層（ソルダーレジス
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ト層、またはビルドアップ層でもよい）９０８が形成されている。
【０１４２】
　また、前記絶縁層９０７中には、前記パターン配線９０９に接続されるビアプラグ９１
０が形成されている。さらに、前記パターン配線９０４に接続されるとともに前記コア基
板９０１を貫通し、前記絶縁層９０７にかけて延伸するビアプラグ９１２が形成されてい
る。また、前記ビアプラグ９１０または前記ビアプラグ９１２に接続されるとともに、周
囲を前記絶縁層９０８で囲まれた電極パッド９１１が形成され、複数形成される該電極パ
ッド９１１のうちの一部は、前記接続層７０３を介して前記ポスト７０２に接続される構
造になっている。
【０１４３】
　上記のチップ内蔵基板７００では、前記配線基板８００の上側の配線構造を多層配線構
造とするとともに、多層配線構造の最上層のパターン（最上層パターン８０６Ａ～８０６
Ｃ）と最上層パターンを覆う絶縁層の構造を、前記ポスト７０２を狭ピッチで配置可能な
ように構成していることが特徴である。
【０１４４】
　図１８は、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃと、該最上層パターン８０６Ａ～８
０６Ｃに接続するように形成される前記ポスト７０２の位置関係を、平面図で示したもの
である。図１８を参照するに、本実施例の場合、隣接する最上層パターンの延伸する長さ
が適宜変更されている。例えば、最上層パターンは、交互に短いものと長いものとが並ぶ
ように配置されている。このため、最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃに接続されるポス
ト７０２は、平面視した場合に互い違いに配列されることになる。
【０１４５】
　また、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃの、前記ポスト７０２に接続される部分
以外の部分は、前記絶縁層８０３で覆われている。図１８のＸ－Ｘ'断面が図１７に対応
するが、当該断面において前記最上層パターン８０６Ｂ上は、前記絶縁層８０３に覆われ
ていることがわかる。
【０１４６】
　上記の構造を有しているため、本実施例によるチップ内蔵基板７００では、ポスト７０
２をより狭ピッチで設置することが可能になっている。すなわち、前記ポストに接続され
る最上層の導電パターンを適宜変更し、必要に応じてポストの接続部以外の部分を絶縁層
（ソルダーレジスト層）で覆うことで、接続部の狭ピッチ化に対応することが可能になる
。
【０１４７】
　次に、上記のチップ内蔵基板７００の製造方法の一例について、図１９Ａ～図１９Ｅに
基づき、説明する。
【０１４８】
　まず、図１９Ａに示す工程において、公知の方法（例えばセミアディティブ法）によっ
て、前記配線基板８００を形成する。例えば、銅箔付きのプリプレグ材の表面をパターン
エッチングすることで前記パターン配線８０４、８０９を形成し、さらにＣｕのメッキ法
によって前記ビアプラグ８０５、８１０、８１２、電極パッド８１１、および最上層パタ
ーン８０６Ａ～８０６Ｄなどを形成する。また、この段階では、前記絶縁層８０３によっ
て、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄは全て覆われている。
【０１４９】
　次に、図１９Ｂに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層８０３を貫通し
て前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄに到達する開口部ｈを形成する。なお、本図に
示す断面では、前記最上層パターン８０６Ｂに対応する開口部ｈは図示されない。これは
、平面視した場合に、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃに対応する開口部は、互い
違いに形成されるためである。すなわち、本図に示す断面においては、前記最上層パター
ン８０６Ｂ上は前記絶縁層８０３で覆われている。
【０１５０】
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　次に、図１９Ｃに示す工程において、前記絶縁層８０３上にレジスト層ＦＲを塗布また
は貼り付けにより形成する。次に、前記レジスト層ＦＲのパターニングを行って、前記最
上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃが露出した部分（前記開口部ｈ）に対応する、開口部Ｈ
を形成する。
【０１５１】
　次に、図１９Ｄに示す工程において、前記開口部Ｈおよび前記開口部ｈに対応するよう
に、例えばＣｕのメッキ法により、ポスト７０２を形成し、前記レジスト層ＦＲを剥離す
る。
【０１５２】
　次に、図１９Ｅに示す工程において、前記最上層パターン８０６Ｄに接続されるように
半導体チップ７０４をフリップチップ実装するとともに、該半導体チップを前記絶縁層７
０１で封止する。また、前記配線基板８００上には前記配線基板９００が貼り合わせられ
、この場合、前記ポスト７０２と前記電極パッド９１１の間には、例えば半田よりなる接
続層７０３が形成される。このようにして、前記配線基板８００と前記配線基板９００の
電気的な接続が行われるとともに、該配線基板８００と該配線基板９００の間の半導体チ
ップ７０４が封止され、チップ内蔵基板７００が形成される。
【０１５３】
　上記の製造方法によれば、配線基板の接続部分の狭ピッチ化に対応して、微細な配線構
造を有する高性能な半導体装置を製造することが可能である。
【０１５４】
　また、上記の実施例８～実施例１７の構造は、実施例５（図５Ｐ）のチップ内蔵基板３
００Ｄ、実施例６（図６Ｅ）のチップ内蔵基板３００Ｅのように、ビルドアップ基板を用
いた(ビルドアップ法により製造される)チップ内蔵基板にも適用することが可能である。
【０１５５】
　また、上記の実施例では、チップ内蔵基板の外部接続端子として半田ボールが形成され
た例を示しているが、半田ボールを省略した構造とすることも可能である。例えば、実施
例１（図１Ｆ）を例にとると、半田ボール１１１，２０７を省略した構造としてもよい。
この場合、接続層１０５Ｂ、２０５Ａが外部接続端子として機能する。
【０１５６】
　また、上記のここまでの実施例では、チップ内蔵基板１個に対応する部分のみを図示し
ているが、例えば、大判の基板などを用いて、同時に複数のチップ内蔵基板が形成される
ようにしてもよい。すなわち、本発明は、チップ内蔵基板に対応する大きさの基板を張り
合わせる場合に限定されない。例えば、大判の基板を用いてチップ内蔵基板を同時に複数
形成し、後の工程において当該大判の基板を切断（ダイシング）することにより、チップ
内蔵基板を個々に分離するようにしてもよい。
【０１５７】
　この場合、以下に説明するように、様々な大きさの基板を様々に組み合わせて、チップ
内蔵基板を形成することが可能である。なお、以下の説明では、第１の基板として、例え
ば上記の配線基板１００Ａ、第２の基板として上記の配線基板２００などを用いることが
可能である。
【０１５８】
　まず、第１の例としては、個々の第１の基板と個々の第２の基板を積層して（張り合わ
せて）、チップ内蔵基板を形成する方法がある。この場合、原則的に基板の切断は不要と
なる。
【０１５９】
　次に、第２の例としては、以下の方法がある。まず、大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第１の基板を形成し、当該大判の基板上の第１の基板
に、個々の第２の基板を積層する（張り合わせる）。その後、前記第１の基板が個々に分
離されるよう、前記大判の基板を切断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１６０】
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　次に、第３の例としては、以下の方法がある。まず、大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第２の基板を形成し、当該大判の基板上の第２の基板
に、個々の第１の基板を積層する（張り合わせる）。その後、前記第２の基板が個々に分
離されるよう、前記大判の基板を切断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１６１】
　第４の例としては、以下の方法がある。まず、第１の大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第１の基板を形成し、同様に、第２の大判の基板（ま
たは支持基板上に形成した大判の基板）上に、複数の第２の基板を形成する。次に、上記
の第１の大判の基板と第２の大判の基板を積層し（張り合わせ）、前記第１の基板に、前
記第２の基板が積層されるようにする。その後、前記第１の基板と前記第２の基板が個々
に分離されるように、張り合わされた前記第１の大判の基板と前記第２の大判の基板を切
断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１６２】
　このように、本発明による製造方法では、様々な大きさの基板を組み合わせて、チップ
内蔵基板を製造することが可能である。
【実施例１８】
【０１６３】
　また、例えば、半導体チップをフリップチップ実装する場合に、アンダーフィルの形状
、または、アンダーフィルの形成方法は様々に変更してもよい。例えば、実施例１の図１
Ｃに示したように、半導体チップと基板の間には、アンダーフィルと呼ばれる樹脂材料（
例えば液状樹脂）を浸透させて硬化させることが一般的に行われている。
【０１６４】
　しかし、アンダーフィルを形成した後においても、配線基板はさらに加熱・冷却が繰り
返されるため、アンダーフィルと周囲の材料との熱履歴や熱膨張係数、もしくは応力の違
いなどにより、アンダーフィル（配線基板）に反りが発生してしまう場合がある。
【０１６５】
　このため、アンダーフィルに起因する配線基板などの反りを抑制するために、例えば以
下に示すようにしてアンダーフィルが形成される面積（体積）が小さくなるようにしても
よい。
【０１６６】
　例えば実施例１に示した製造方法において、図１Ｃに示した工程に換えて、図２０に示
す工程を実施してもよい。図２０を参照するに、本実施例に示す場合には、アンダーフィ
ル１０９Ａを半導体チップと配線基板の間の全体に浸透させずに、半導体チップ１１０の
四辺のバンプ１０８とバンプ１０８の近傍にのみ塗布している。このため、アンダーフィ
ルが形成される面積（体積）が小さくなり、アンダーフィルに起因する配線基板などの反
りを抑制することが可能となる。
【０１６７】
　また、アンダーフィルは、以下の図２１Ａ～２１Ｂに示すように、半導体チップの中心
付近にのみ形成されるようにしてもよい。この場合、上記の図２０に示す工程に換えて、
図２１Ａ～図２１Ｂに示す工程を実施すればよい。
【０１６８】
　まず、配線基板のソルダーレジスト層１０４Ａ上の半導体チップが実装される位置の中
央に、ポッティングによって液状樹脂（アンダーフィル）１０９Ｂを滴下する。次に、図
２１Ｂに示す工程において、半導体チップ１０１をフリップチップ実装することで、半導
体チップ１０１の中心近傍にのみアンダーフィル１０９Ｂを形成することができる。
【実施例１９】
【０１６９】
　また、２枚の配線基板を貼り合わせる場合に用いる電気接続部材（例えばはんだボール
など）は、半導体チップが実装された基板の側に設置されていてもよく、また、半導体チ
ップが実装された基板と貼り合わせられる側の基板側に設置されていてもよい。
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【０１７０】
　例えば、実施例１の場合には、先に説明したように、半導体チップが実装された配線基
板に貼り合わせられる配線基板の側に、電気接続部材が設置されている。図２２は、実施
例１の図１Ｅに示した工程をより詳細に説明する図であり、実施例１に示した配線基板の
製造方法において、配線基板１００Ａと配線基板２００とを貼り合わせる工程を模式的に
示した図である。
【０１７１】
　図２２を参照するに、実施例１の場合には、半導体チップ１１０が実装された配線基板
１００Ａに貼り合わせられる配線基板２００の側に、電気接続部材（半田ボール２０６）
が設置されている。
【０１７２】
　また、図２２に示す工程は、図２３に示す工程のように変更してもよい。本図に示す場
合には、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａの側に、電気接続部材（半田
ボール２０６）が設置されている。
【０１７３】
　また、２枚の配線基板の貼り合わせにあたっては、半導体チップが実装された基板と、
半導体チップが実装された基板と貼り合わせられる側の基板のいずれを下（上）側として
もよい。
【０１７４】
　例えば、図２４に示すように、図２２に示した工程において配線基板１００Ａと配線基
板２００の上下関係をいれかえて、下側（例えば作業台などの上）に設置された配線基板
２００の上から、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａを貼り付けてもよい
。この場合、電気接続部材（半田ボール２０６）は、下側の配線基板２００側に設置され
ている。
【０１７５】
　また、図２５に示すように、図２３に示した工程において配線基板１００Ａと配線基板
２００の上下関係をいれかえて、下側（例えば作業台などの上）に設置された配線基板２
００の上から、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａを貼り付けてもよい。
この場合、電気接続部材（半田ボール２０６）は、上側の配線基板１００Ａ側に設置され
ている。
【実施例２０】
【０１７６】
　また、例えば、上記の実施例では、半導体チップが、配線基板に対してフェースダウン
で実装（例えばフリップチップ実装）される場合を例にとって説明しているが、本発明は
これに限定されるものではない。例えば、半導体チップをフェースアップで基板に設置（
実装）してもよい。
【０１７７】
　図２６～図２７は、半導体チップをフェースアップで配線基板に実装し、チップ内蔵基
板を製造する場合の製造方法を模式的に示す図である。図２６を参照するに、本実施例に
おいては、まず、実施例１の図１Ａ～図１Ｂまでを実施し、配線基板１００を図１Ｂに示
す状態とする。すなわち、図１Ａに示した配線基板１００において、ソルダーレジスト層
１０４Ａの開口部１０６から露出するパターン配線１０３Ａ上に、例えば半田などよりな
る接続層１０７を、電解メッキなどにより形成する。
【０１７８】
　さらに、実施例１の図１Ｄに示した配線基板２００（ソルダーレジスト層２０４Ｂ上）
に、フィルム上の樹脂２０８（例えばダイアタッチフィルムと呼ばれる）を用いて半導体
チップ１１０をフェースアップで貼り付ける。また、半導体チップ１１０上には、Ａｕ等
のボンディングワイヤにより形成されるバンプ（電気接続部材）１０８が形成されている
。
【０１７９】
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　また、配線基板２００の接続層２０５Ｂ上（パターン配線２０３Ｂ上）には、半田ボー
ル２０６に換えて、電気接続部材として、積層された複数のバンプ（ワイヤボンディング
により、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプ）２０９を形成する。
【０１８０】
　次に、図２７に示す工程において、図１Ｅで先に説明した場合と同様にして、配線基板
１００と配線基板２００とを貼り合わせる。
【０１８１】
　例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００を貼り合わせる場合には、以下の第
１の方法、または、第２の方法によって貼り合わせることが可能である。
【０１８２】
　まず、第１の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を、熱硬
化性のフィルム状のビルドアップ樹脂（この段階では未硬化）を介して配線基板１００に
積層・押圧する。ここで、配線基板２００のバンプ（電気接続部材）２０９をフィルム状
のビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００の接続層１０５Ａに押し当てる。これ
と同時に、バンプ１０８をビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００の接続層１０
７に押し当てる。この状態で加熱することにより、接続層１０７が溶融するとともに、当
該樹脂ビルドアップ樹脂は熱により硬化され、絶縁層Ｄ１となる。この結果、絶縁層Ｄ１
とバンプ２０９を含む封止接続層Ｌ１ａが形成される。
【０１８３】
　また、第２の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を配線基
板１００に積層・押圧する。ここで、配線基板２００のバンプ２０９を配線基板１００の
接続層１０５Ａに押し当てる。これと同時に、バンプ１０８を接続層１０７に押し当てる
。この状態で加熱することにより、接続層１０７は溶融する。次に、配線基板２００と配
線基板１００の間に液状の樹脂を充填・硬化し、絶縁層Ｄ１を形成する。この結果、絶縁
層Ｄ１とバンプ２０９を含む封止接続層Ｌ１ａが形成される。
【０１８４】
　このようにして、配線基板１００と配線基板２００を貼り合わせることで、バンプ２０
９によって、配線基板２００のパターン配線２０３Ｂと、配線基板１００のパターン配線
１０３Ａの電気的な接続が行われる。上記の電気的な接続と同時に、バンプ１０８によっ
て、半導体チップ１１０と配線基板１００のパターン配線１０３Ａとの電気的な接続が行
われる。
【０１８５】
　なお、本実施例においては、半導体チップ１１０が最初に実装（設置または貼り付け）
される側の基板（配線基板２００）においては、半導体チップ１１０の電気的な接続は行
われていない。すなわち、本実施例における「実装」とは、少なくとも半導体チップを取
り付ける（設置する）ことを意味しており、必ずしも電気的な接続までを含む意味では用
いていない。
【０１８６】
　本実施例によれば、半導体チップが実装される（設置される）側の基板との間にアンダ
ーフィルを充填させる必要がなくなる。このため、アンダーフィルに起因する基板の反り
の発生が抑制される効果を奏する。
【実施例２１】
【０１８７】
　また、上記の実施例では、半導体チップとパターン配線の接続にバンプを用いる場合を
例にとって説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、半導体チ
ップとパターン配線の接続にボンディングワイヤを用いてもよい。
【０１８８】
　図２８～図２９は、実施例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である。まず
、図２８に示す工程においては、実施例１の図１Ａに示した配線基板１００と同様の構造
を有する配線基板（ソルダーレジスト層１０４Ａ上）に、フィルム状の樹脂ＤＦ（例えば
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ダイアタッチフィルムと呼ばれる）を用いて半導体チップ１１０をフェースアップで貼り
付ける。さらに、ボンディングワイヤＷＢによって半導体チップ１１０とパターン配線１
０３Ａとを接続する。この場合、パターン配線１０３Ａの形状とソルダーレジスト層１０
４Ａに形成される開口部は、ワイヤボンディングに合わせて適宜変更すればよい。
【０１８９】
　次に、図２９に示す工程においては、実施例１の図１Ｅの工程と同様の工程を実施して
、チップ内蔵基板を製造することができる。本実施例に示すように、半導体チップは、実
装される基板に対してフェースアップであってもよく、また、電気的な接続をワイヤボン
ディングにより行ってもよい。
【実施例２２】
【０１９０】
　また、本発明によるチップ内蔵基板には、半導体チップ以外の電子部品が実装（または
内蔵）されていてもよい。例えば、上記の電子部品としては、表面実装デバイスとよばれ
る電子部品がある。具体的には、上記の電子部品として、コンデンサ、インダクタ、抵抗
素子、発振素子（例えば水晶振動子など）、フィルタ、通信素子（例えばＳＡＷ素子など
）、などがある。
【０１９１】
　図３０は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ１、ＥＬ２，ＥＬ
３を実装した例を示した図である。例えば、電子部品ＥＬ２，ＥＬ３は、パターン配線２
０３Ａに接続されるように、配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側の反対側（
上側）に実装されている。
【０１９２】
　しかし、配線基板２００の上側の実装エリアは限られているため、多数の電子部品を実
装しようとすると、配線基板２００（チップ内蔵基板）を大きくする必要が生じてしまう
。そこで、電子部品が、封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止されるように、すなわち電
子部品が配線基板２００と１００の間に設置されると、少ない設置エリアに多数の電子部
品を実装することが可能となり、好ましい。本実施例の場合、複数の電子部品ＥＬ１が、
封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止されるように、すなわち電子部品が配線基板２００
と１００の間に設置されている。
【０１９３】
　例えば、本実施例によるチップ内蔵基板では、電子部品ＥＬ１が、配線基板１００Ａの
半導体チップ１１０が実装された面と同じ面に実装されている。また、電子部品ＥＬ１は
、さらに配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側にも実装されている。この場合
、電子部品ＥＬ１は、半導体チップ１１０と同様に封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止
される。また、配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側に電子部品ＥＬ１を実装
する場合には、平面視した場合に半導体チップ１１０を回避する位置（半導体チップ１１
０に隣接する位置）に電子部品ＥＬ１が実装されることが好ましい。この場合、チップ内
蔵基板を薄型化することが可能となる。
【０１９４】
　また、上記の構造において、電子部品ＥＬ１は、配線基板２００と配線基板１００Ａの
両方に搭載されていてもよく、また、電子部品ＥＬ１は、配線基板２００のみ、配線基板
１００のみに搭載されていてもよい。
【０１９５】
　また、電子部品を、例えば、配線基板２００（半導体チップが実装された基板に張り合
わせられる基板）の、半導体チップ１１０に面する側に実装する場合には、以下のように
構成してもよい。図３１は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ１
、ＥＬ２，ＥＬ３に加えてさらに電子部品ＥＬ４を実装した例を示した図である。
【０１９６】
　本図に示す場合には、電子部品ＥＬ４が、配線基板２００（半導体チップが実装された
基板に張り合わせられる基板）の、半導体チップ１１０に面する側に実装されている。ま
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た、電子部品ＥＬ４は、半導体チップ１１０の直上に配置されている。このように、電子
部品を半導体チップ１１０の直上に配置すると、電子部品を高密度に実装することが可能
となり、平面視した場合のチップ内蔵基板の面積を小さくすることが可能となる。
【０１９７】
　また、本図に示すチップ内蔵基板では、配線基板１００Ａ（下側の配線基板）に導電層
１００Ｐが形成（内蔵）され、配線基板２００（上側の配線基板）には導電層２００Ｐが
形成（内蔵）されている。導電層１００Ｐは、配線基板１００Ａを平面視した場合に実質
的に配線基板１００Ａの全面に形成される。同様に、導電層２００Ｐは、配線基２００を
平面視した場合に実質的に配線基板２００の全面に形成される。
【０１９８】
　このため、配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装される電子部品ＥＬ１、ＥＬ
４、および半導体チップ１１０は、電磁的に遮蔽されることになる。このため電磁的に遮
蔽される電子部品（半導体チップ）は、例えば電子部品ＥＬ２、ＥＬ３などのノイズの影
響を受けにくくなる。また、電磁的に遮蔽される電子部品（半導体チップ）は、電子部品
ＥＬ２、ＥＬ３などへノイズの影響を与えにくくなる効果を奏する。
【０１９９】
　例えば、配線基板には、接地されて電位が接地レベルとなる導電層（グランドプレーン
）と、接地電位に対して所定の電位が与えられる導電層（パワープレーン）が形成される
場合がある。このため、上記のグランドプレーンやパワープレーンなどの導電層を電磁的
な遮蔽に用いることで、配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装される電子部品や
半導体チップの電磁的な遮蔽が容易となる。
【０２００】
　例えば、上記の構造を用いて、ノイズの発生源となりやすい電子部品や半導体チップを
電磁的に遮蔽することが容易となり、また、ノイズの影響を受けやすい電子部品や半導体
チップを電磁的に遮蔽することが容易となる。
【０２０１】
　例えば、上記の構造を用いて、アナログ素子とデジタル素子とを電磁的に分離すること
が容易となる。例えば、配線基板１００Ａと配線基板２００の間にアナログ素子（デジタ
ル素子）を実装し、配線基板２００上（配線基板２００の半導体チップに面する側の反対
側）にデジタル素子（アナログ素子）を実装すればよい。
【０２０２】
　また、パターン配線１０３Ａと導電層１００Ｐの間には、配線構造１０２ａ（ビアプラ
グやパターン配線など）、パターン配線１０３Ｂと導電層１００Ｐの間には配線構造１０
２ｂを必要に応じて形成してもよい。同様に、パターン配線２０３Ａと導電層２００Ｐの
間には、配線構造２０２ａ、パターン配線２０３Ｂと導電層２００Ｐの間には配線構造２
０２ｂを必要に応じて形成してもよい。
【０２０３】
　また、図３１に示した構造を図３２に示すように変更して、電子部品ＥＬ４を、半導体
チップ１１０上に積層して実装してもよい。
【実施例２３】
【０２０４】
　また、例えば、電子部品の中には、半導体チップよりも厚い（高さが高い）ものがある
ため、電子部品を配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装する場合に、電子部品に
合わせて配線基板１００Ａと配線基板２００の間隔を設定すると、チップ内蔵基板が厚く
（大きく）なってしまう場合がある。
【０２０５】
　そこで、チップ内蔵基板に電子部品を実装する場合には、配線基板１００Ａまたは配線
基板２００に、実装される電子部品を露出させる開口部を形成し、チップ内蔵基板の小型
化を図ってもよい。
【０２０６】
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　図３３は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ５を実装した例を
示した図である。本図に示す場合においては、電子部品ＥＬ５が、配線基板１００Ａ上に
実装されており、電子部品ＥＬ５とパターン配線１０３Ａが接続されている。
【０２０７】
　本図に示すチップ内蔵基板においては、配線基板２００に、配線基板１００Ａに実装さ
れた電子部品ＥＬ５を露出させるための開口部２００ａが形成されていることが特徴であ
る。このため、実装面からの高さが、半導体チップ１１０よりも高くなる電子部品ＥＬ５
を実装する場合に、チップ内蔵基板が厚くなる影響を抑制することが可能となる。
【０２０８】
　また、図３４に示すように、電子部品ＥＬ５を配線基板２００に実装する場合には、配
線基板１００Ａに、配線基板２００に実装された電子部品ＥＬ１を露出させるための開口
部１００ａを形成すればよい。
【０２０９】
　また、配線基板１００Ａに半導体チップを実装する場合に、配線基板２００に当該半導
体チップを露出させる開口部を形成してもよい。また、同様に、配線基板２００に半導体
チップを実装する場合に、配線基板１００Ａに当該半導体チップを露出させる開口部を形
成してもよい。例えば、実装される半導体チップが大きい（厚い）場合や、積層された複
数の半導体チップを実装する場合には、配線基板に開口部を形成することで、チップ内蔵
基板の大型化の影響を抑制することができる。
【実施例２４】
【０２１０】
　また、チップ内蔵基板を構成する場合に、ソルダーレジスト層が占める部分ができるだ
け小さくなるように構成することが好ましい。例えば、ソルダーレジスト層は、半田など
を溶融した場合に半田の流れ止めとして用いる樹脂材料であるが、パターニングが容易と
なるように感光材料を含む場合があり、ビルドアップ樹脂とよばれる一般的な樹脂材料と
は成分が異なるものである。
【０２１１】
　一般的には、ソルダーレジスト層は、ビルドアップ樹脂に比べて物理的な強度が小さく
、またガラス転移温度が低い（耐熱性が低い）特徴がある。そこで、例えば以下に示すよ
うにして、ソルダーレジスト層の面積をできるだけ小さくする（または用いないようにす
る）ことが好ましい。
【０２１２】
　図３５は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００において、配線基板２００のソルダ
ーレジスト層２０４Ｂを小さくした例を示す図である。本図に示す場合においては、ソル
ダーレジスト層２０４Ｂが形成される面積を小さくしており、ソルダーレジスト層２０４
Ｂを半田による接続が行われるパターン配線２０３Ｂの近傍に限的に形成している。
【０２１３】
　このため、配線基板１００Ａと配線基板２００の間で、ソルダーレジスト層に換わって
ビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１が占める体積（面積）が大きくなり、チップ内蔵基
板の信頼性が良好となる効果を奏する。また、このような構成を配線基板１００Ａ側のソ
ルダーレジスト層１０４Ａに適用してもよい。
【０２１４】
　また、図３６は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００において、配線基板２００の
ソルダーレジスト層２０４Ｂを削除した構成を示す図である。本図に示す場合においては
、半田ボール２０６が溶融されて接続されるパターン配線２０３Ｂが、ビアプラグ２０２
に対応する位置に形成されるようにされている。さらに、パターン配線２０３Ｂの形状が
小さくされ、半田がパターン配線２０３Ｂの上で流れるスペースが小さくされている。例
えば、パターン配線２０３Ｂは、いわゆる電極パッドに近い程度の形状（面積）とされる
ことが好ましい。
【０２１５】
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　上記の構成とすることで、ソルダーレジスト層２０４Ｂを省略した構造とすることが可
能となり、チップ内蔵基板の信頼性を良好とすることができる。
【実施例２５】
【０２１６】
　また、本発明によるチップ内蔵基板では、実装（内蔵）される半導体チップは１個の場
合に限定されず、複数の半導体チップが実装されるようにしてもよい。
【０２１７】
　図３７～図４２は、実施例１に示したチップ内蔵基板３００に複数の半導体チップを実
装する例を模式的に示した図である。なお、チップ内蔵基板には、先に説明した電子部品
ＥＬ２、ＥＬ３が実装されており、また、配線基板１００Ａ，配線基板２００については
詳細な構造（パターン配線やビアプラグなど）を一部省略して、模式的な記載としている
。
【０２１８】
　図３７に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チップ１
１０上に、さらに半導体チップ１１０Ａが積層して実装されている。また、半導体チップ
１１０Ａは、ボンディングワイヤによって配線基板１００Ａに接続されている。
【０２１９】
　また、図３８に示し場合には、配線基板１００Ａ上に、ともにフェースアップで積層さ
れた半導体チップ１１０、１１０Ａが、各々ボンディングワイヤによって配線基板１００
Ａに接続されている。
【０２２０】
　また、図３９に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チ
ップ１１０上に、さらに半導体チップ１１０Ｂがフリップチップ接続されている。この場
合、例えば半導体チップ１１０には貫通プラグ（図示せず）が形成され、半導体チップ１
１０Ｂは当該貫通プラグを介して配線基板１００Ａに接続される。
【０２２１】
　また、図４０に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チ
ップ１１０上で、半導体チップ１１０Ｂが配線基板２００にフリップチップ接続されてい
る。すなわち、配線基板２００の半導体チップ１１０（配線基板１００Ａ）に対向する側
に半導体チップ１１０Ｂがフリップチップ実装されている。
【０２２２】
　また、図４１に示す場合には、半導体チップ１１０がフリップチップ実装された配線基
板１００Ａの、半導体チップ１１０が実装された側の反対側に、半導体チップ１１０Ｂが
フリップチップ実装されている。すなわち、本図に示す場合には、配線基板１００Ａの両
面に半導体チップがフリップチップ実装されることになる。
【０２２３】
　また、実装される半導体チップは２個に限定されず、さらに多数の半導体チップが実装
されてもよい。
【０２２４】
　また、図４２に示す場合には、複数の半導体チップ１１０が、配線基板１００Ａと配線
基板２００の間に設置され、平面視した場合に半導体チップ１１０同士が互いに回避する
位置（半導体値チップ１１０同士が隣接する位置）に搭載されている。上記の構成によれ
ば、チップ内蔵基板を薄型化することが可能となり、好適である。
【０２２５】
　また、上記の図３７～図４２に示す場合において、電子部品ＥＬ３は、インターポーザ
ーを介して搭載されるようにしてもよい。
【実施例２６】
【０２２６】
　また、例えば実施例１に示したチップ内蔵基板の製造方法において配線基板１００Ａと
配線基板２００の間に絶縁層Ｄ１（封止接続層Ｌ１）を形成する場合、おもに２つの方法
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があることについて説明した。例えば、第１の方法は、熱硬化性のフィルム状のビルドア
ップ樹脂を用いる方法であり、もう１つは、液状の樹脂を用いる方法である。
【０２２７】
　しかし、例えば液状の樹脂を配線基板１００Ａと配線基板２００の間に浸透させるには
時間を要するため、チップ内蔵基板の製造の効率を良好とする上で問題になる場合があっ
た。そこで、例えば、モールドプレスの技術を用いて、金型を用いて配線基板１００Ａと
配線基板２００を固定し、当該金型の内部に加圧・加熱したモールド樹脂を充填して絶縁
層Ｄ１を形成してもよい。
【０２２８】
　図４３Ａ～図４３Ｂは、実施例１の図１Ｅに示した工程において、樹脂フィルムを挟み
込む方法、または液状樹脂を浸透させる方法に換えて、モールドプレスを用いて配線基板
１００Ａと配線基板２００の間に絶縁層（樹脂よりなる層）Ｄ１を形成する方法を模式的
に示した図である。なお、図４３Ａ～図４３Ｂにおいては配線基板１００Ａ，２００の詳
細な構造の記載を一部省略し、模式的に記載した部分がある。
【０２２９】
　まず、図４３Ａに示す工程においては、配線基板１００Ａと配線基板２００とを向かい
合わせにした状態で金型ＫＧ０に設置する。次に、図４３Ａに示す工程において金型ＫＧ
０の開口部（モールドゲート）ＯＰから配線基板１００Ａと配線基板２００の間にモール
ド樹脂を加圧して導入し、硬化させる。その後、金型ＫＧ０から配線基板を取り出せばよ
い（図４３Ｂ）。このようにモールドプレスの技術を用いても絶縁層Ｄ１（封止接続層Ｌ
１）を形成することができる。
【０２３０】
　また、上記のモールドプレスは、例えば以下に示す方法（金型）を用いて行ってもよい
。
【０２３１】
　まず、図４４Ａに示す工程において、凹部ＫＧａを有する金型ＫＧ１を用意する。次に
、図４４Ｂに示す工程において、金型ＫＧ１の凹部ＫＧａに、配線基板１００Ａと配線基
板２００とを向かい合わせにした状態で設置する。
【０２３２】
　次に、図４４Ｃ～図４４Ｄに示す工程において、配線基板２００上に、フィルムＦＬを
貼付した後、金型ＫＧ２，ＫＧ３を順次設置する。この場合、金型ＫＧ３を複数の加圧手
段ＳＰで別個に加圧することで、金型ＫＧ３の面内にかかる応力の均一性が良好とされる
ことが好ましい。また、金型ＫＧ２には、モールド樹脂を導入するための開口部（モール
ドゲート）ＯＰが形成されている。また、金型ＫＧ２，ＫＧ３にフィルムＦＬを吸着させ
てから金型ＫＧ２，ＫＧ３を配線基板２００上に設置してもよい。
【０２３３】
　次に、図４４Ｅに示す工程において、モールドゲートＯＰから、配線基板１００Ａと配
線基板２００の間にモールド樹脂を加圧して導入し、硬化させ、絶縁層Ｄ１を形成する。
その後、金型から配線基板を取り出せばよい（図４４Ｆ）。さらに、図４４Ｇに示す工程
において配線基板をダイシングにより切断（点線部分で切断）して個片化することで、チ
ップ内蔵基板を製造することができる。
【実施例２７】
【０２３４】
　また、例えばチップ内蔵基板を製造する場合には、先に説明したように様々な大きさの
基板を用いることが可能である。図４５に示す組み合わせはその一例であり、大型の基板
である配線基板１００Ａ上に、チップ内蔵基板の大きさに対応する複数の配線基板２００
を載置して貼り合わせ、配線基板を構成している。図４５では、搭載されている半導体チ
ップを点線で示している。本図に示す場合、配線基板１００Ａをダイシングにより切断し
て個片化することにより、チップ内蔵基板を製造することができる。
【０２３５】
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　また、大型の配線基板１００Ａと大型の配線基板２００とを貼り合わせて、配線基板１
００Ａ，２００の双方をダイシングにより切断して個片化することでチップ内蔵基板を製
造してもよい。
【０２３６】
　また、大型の基板同士を組み合わせる場合には、特に基板の周縁部での位置ずれの量が
大きくなる場合がある。一方で、図４５に示したように、大型の配線基板１００Ａ上に、
個片化された配線基板２００を載置する場合には、配線基板２００の載置に時間を要して
しまう懸念がある。
【０２３７】
　そこで、図４６に示すように、大型の配線基板１００Ａ上に、例えばチップ内蔵基板が
２個形成可能となるような大きさ（いわゆる２個取り用）の配線基板２００を載置して貼
り合わせる方法により、チップ内蔵基板を製造してもよい。この場合、配線基板１００Ａ
と配線基板２００とをダイシングにより個片化することでチップ内蔵基板を製造すること
ができる。なお、図４５では、搭載されている半導体チップと、１つのチップ内蔵基板と
なる部分を点線で示している。
【０２３８】
　図４６に示した方法においては、大型の基板同士を貼り合わせる場合に比べて貼り合わ
せられる基板同士での位置ずれの影響を小さくすることが可能であり、かつ、個片化され
た配線基板を載置する場合に比べて基板の載置にかかる時間を短縮することが可能である
。
【０２３９】
　また、載置される基板は、チップ内蔵基板が２個形成可能となるような大きさ（２個取
り用）に限定されず、チップ内蔵基板が４個形成可能となるような大きさ（４個取り用）
や、チップ内蔵基板が６個形成可能となるような大きさ（６個取り用）とするなど、様々
に変更することが可能である。
【０２４０】
　以上、本発明を好ましい実施例について説明したが、本発明は上記の特定の実施例に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において様々な変形・変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【０２４１】
　本発明によれば、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに接続され
る多層配線の信頼性が高いチップ内蔵基板と、当該チップ内蔵基板を製造する製造方法を
提供することが可能となる。
【０２４２】
　本国際出願は、２００５年１２月１４日に出願した日本国特許出願２００５－３６０５
１９号、および、２００６年４月２１日に出願した日本国特許出願２００６―１１７６１
８号に基づく優先権を主張するものであり、２００５－３６０５１９号、および、２００
６―１１７６１８号の全内容を本国際出願に援用する。
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【図４６】

【手続補正書】
【提出日】平成19年4月19日(2007.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線が形成された第１の基板に半導体チップを実装する第１の工程と、
　第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基板とを張り合わせる第２の工程と、
を有し、
　前記第２の工程では、前記第１の配線と前記第２の配線が電気接続部材によって電気的
に接続され、当該接続の後に、絶縁層によって、前記半導体チップと前記電気接続部材が
前記第１の基板と前記第２の基板の間で封止されるとともに前記第１の基板と前記第２の
基板の間が封止されることを特徴とするチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第２の工程では、前記第１の基板側に設置された前記電気接続部材と第２の配線の
接続により、または、前記第２の基板側に設置された前記電気接続部材と第１の配線の接
続により、前記第１の配線と前記第２の配線が電気的に接続されることを特徴とする請求
項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項３】
　前記電気接続部材は、内部にスペーサを有する半田ボールであることを特徴とする請求
項２記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項４】
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　前記電気接続部材はメッキ法により形成されることを特徴とする請求項２記載のチップ
内蔵基板の製造方法。
【請求項５】
　前記電気接続部材は、ボンディングワイヤにより形成されることを特徴とする請求項２
記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第２の工程では、前記半導体チップと前記第２の配線の電気的な接続が行われるこ
とを特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の配線と前記第２の配線との接続部は、平面視した場合に互い違いになるよう
に配列されることを特徴とする請求項１項記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の基板は、当該第１の基板を支持する第１の支持基板上に形成され、当該第１
の基板が形成された後、当該第１の支持基板は当該第１の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の支持基板は導電材料を含み、前記第１の配線は当該導電材料を給電経路とし
た電解メッキにより形成される部分を含むことを特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基
板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の基板は、当該第２の基板を支持する第２の支持基板上に形成され、当該第２
の基板が形成された後、当該第２の支持基板は当該第２の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２の基板上に別の半導体チップが実装された第３の基板がさらに積層されること
を特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１２】
　第１の配線が形成され、該第１の配線に半導体チップが実装されてなる第１の基板と、
　第２の配線が形成されるとともに、前記第１の基板と張り合わせられる第２の基板と、
を有するチップ内蔵基板であって、
　前記第１の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第１の配線に接続
された第１の接続層と、
　前記第２の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第２の配線に接続
された第２の接続層とが、電気接続部材によって電気的に接続され、
　前記半導体チップと前記電気接続部材が前記第１の基板と前記第２の基板の間で絶縁層
によって封止されるとともに、前記第１の基板と前記第２の基板の間が当該絶縁層で封止
されていることを特徴とするチップ内蔵基板。
【請求項１３】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、内部にスペーサを有する半田ボールにより電気的
に接続されることを特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１４】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、導電性のポストにより電気的に接続されることを
特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１５】
　前記第１の配線と前記第２の配線は、ボンディングワイヤにより形成されるバンプによ
り電気的に接続されることを特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１６】
　前記第１の配線と前記第２の配線との接続部は、平面視した場合に互い違いになるよう
に配列されることを特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１７】
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　前記第１の基板には、前記第２の基板に実装された電子部品を露出させる開口部が形成
されていることを特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１８】
　前記第２の基板には、前記第１の基板に実装された電子部品を露出させる開口部が形成
されていることを特徴とする請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項１９】
　前記封止接続層に、前記半導体チップとともに電子部品が封止されていることを特徴と
する請求項１２記載のチップ内蔵基板。
【請求項２０】
　前記電子部品は、前記第２の基板に実装されていることを特徴とする請求項１９記載の
チップ内蔵基板。
【請求項２１】
　前記電子部品は、前記半導体チップと積層されていることを特徴とする請求項１９記載
のチップ内蔵基板。
【請求項２２】
　前記第１の基板または前記第２の基板に含まれる導電層により、前記電子部品が電磁的
に遮蔽されることを特徴とする請求項１９記載のチップ内蔵基板。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の第１の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成された第１の基板に半導体
チップを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基板と
を張り合わせる第２の工程と、を有し、前記第２の工程では、前記第１の配線と前記第２
の配線が電気接続部材によって電気的に接続され、当該接続の後に、絶縁層によって、前
記半導体チップと前記電気接続部材が前記第１の基板と前記第２の基板の間で封止される
とともに前記第１の基板と前記第２の基板の間が封止されることを特徴とするチップ内蔵
基板の製造方法により、解決する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、本発明の第２の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成され、該第１の配線
に半導体チップが実装されてなる第１の基板と、第２の配線が形成されるとともに、前記
第１の基板と張り合わせられる第２の基板と、を有するチップ内蔵基板であって、前記第
１の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第１の配線に接続された第
１の接続層と、前記第２の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第２
の配線に接続された第２の接続層とが、電気接続部材によって電気的に接続され、前記半
導体チップと前記電気接続部材が前記第１の基板と前記第２の基板の間で絶縁層によって
封止されるとともに、前記第１の基板と前記第２の基板の間が当該絶縁層で封止されてい
ることを特徴とするチップ内蔵基板により、解決する。
 
 
【手続補正書】
【提出日】平成19年8月24日(2007.8.24)
【手続補正１】
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【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の配線が形成された第１の基板に半導体チップを実装する半導体チップ実装工程と
、
　前記第１の基板に実装された前記半導体チップと第２の配線が形成された第２の基板と
が対向するように、前記第１の基板と前記第２の基板とを向かい合わせた状態で開口部を
有した金型に設置する設置工程と、
　前記開口部から供給されたモールド樹脂を前記第１の基板と前記第２の基板との間に導
入し、前記モールド樹脂を硬化させるモールド樹脂形成工程と、を含み、
　前記設置工程の前に、前記第１の基板側に設置された電気接続部材と第２の配線の接続
により、または、前記第２の基板側に設置された電気接続部材と第１の配線の接続により
、前記第１の配線と前記第２の配線を電気的に接続することを特徴とするチップ内蔵基板
の製造方法。
【請求項２】
　前記設置工程では、複数の独立した加圧手段により前記金型を加圧することを特徴とす
る請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項３】
　前記電気接続部材は、内部にスペーサを有する半田ボールであることを特徴とする請求
項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項４】
　前記電気接続部材はメッキ法により形成されることを特徴とする請求項１記載のチップ
内蔵基板の製造方法。
【請求項５】
　前記電気接続部材は、ボンディングワイヤにより形成されることを特徴とする請求項１
記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の配線と前記第２の配線とを電気的に接続する工程では、前記半導体チップと
前記第２の配線の電気的な接続が行われることを特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基
板の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の配線と前記第２の配線との接続部は、平面視した場合に互い違いになるよう
に配列されることを特徴とする請求項１項記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の基板は、当該第１の基板を支持する第１の支持基板上に形成され、当該第１
の基板が形成された後、当該第１の支持基板は当該第１の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の支持基板は導電材料を含み、前記第１の配線は当該導電材料を給電経路とし
た電解メッキにより形成される部分を含むことを特徴とする請求項８記載のチップ内蔵基
板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の基板は、当該第２の基板を支持する第２の支持基板上に形成され、当該第２
の基板が形成された後、当該第２の支持基板は当該第２の基板より除去されることを特徴
とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記第２の基板上に別の半導体チップが実装された第３の基板がさらに積層されること
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を特徴とする請求項１記載のチップ内蔵基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップを内蔵するチップ内蔵基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体チップなどの半導体装置を用いた電子機器の高性能化が進められており、
基板へ半導体チップを実装する場合の高密度化や、また半導体チップを搭載した基板の小
型化、省スペース化などが求められている。
【０００３】
　このため、半導体チップが埋め込まれた基板、いわゆるチップ内蔵型の配線基板が提案
されており、半導体チップを基板に内蔵するための様々な構造が提案されている。また、
近年は半導体チップの配線の微細化が進んでいるために、これに伴ってチップ内蔵基板の
配線構造が微細化し、チップ内蔵基板の配線構造の多層化が要求されている。
【０００４】
　しかし、チップ内蔵基板の配線構造の微細化、多層化が進むに従い、チップ内蔵基板の
生産に時間がかかるようになり、生産の効率が低下する問題が生じていた。また、配線構
造の微細化・多層化に伴って生産の歩留まりが低下する問題が生じていた。特に、チップ
内蔵基板の場合には、高価な半導体チップが基板に埋設されるため、生産の歩留まりの低
下により高価な半導体チップが多数無駄になってしまう可能性が生じていた。
【０００５】
　特許文献１（特開２００３－３４７７２２号公報）には、半導体チップが実装された基
板を積層する方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００３－３４７７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の特許文献１に開示された発明は、単に基板を積層する方法であって、半
導体チップを内蔵した基板の配線を微細化・多層化した場合の生産の歩留まりの低下に対
する解決手段はなんら開示されておらず、またその示唆もない。
【０００７】
　そこで、本発明では、上記の問題を解決した、新規で有用なチップ内蔵基板および当該
チップ内蔵基板の製造方法を提供することを課題としている。
【０００８】
　本発明の具体的な課題は、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに
接続される多層配線の信頼性が高いチップ内蔵基板の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成された第１の基板に半導体
チップを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基板と
を張り合わせる第２の工程と、を有し、前記第２の工程では、前記第１の配線と前記第２
の配線が電気接続部材によって電気的に接続され、当該接続の後に、絶縁層によって、前
記半導体チップと前記電気接続部材が前記第１の基板と前記第２の基板の間で封止される
とともに前記第１の基板と前記第２の基板の間が封止されることを特徴とするチップ内蔵
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基板の製造方法により、解決する。
【００１０】
　また、本発明の第２の観点では、上記の課題を、第１の配線が形成され、該第１の配線
に半導体チップが実装されてなる第１の基板と、第２の配線が形成されるとともに、前記
第１の基板と張り合わせられる第２の基板と、を有するチップ内蔵基板であって、前記第
１の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第１の配線に接続された第
１の接続層と、前記第２の基板に形成されたソルダーレジスト層から露出する、前記第２
の配線に接続された第２の接続層とが、電気接続部材によって電気的に接続され、前記半
導体チップと前記電気接続部材が前記第１の基板と前記第２の基板の間で絶縁層によって
封止されるとともに、前記第１の基板と前記第２の基板の間が当該絶縁層で封止されてい
ることを特徴とするチップ内蔵基板により、解決する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに接続され
る多層配線の信頼性が高いチップ内蔵基板の製造方法を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明によるチップ内蔵基板の製造方法では、第１の配線が形成された第１の基板に半
導体チップを実装する第１の工程と、第２の配線が形成された第２の基板と前記第１の基
板とを張り合わせる第２の工程と、を有し、前記第２の工程では、前記半導体チップが前
記第１の基板と前記第２の基板の間で封止されるとともに、前記第１の配線と前記第２の
配線が電気的に接続されて、前記半導体チップに接続される多層配線が形成されることを
特徴としている。
【００１３】
　従来のチップ内蔵基板では、例えばビルドアップ法により半導体チップに接続され、且
つ半導体チップを内蔵する多層配線構造が形成されていたため、配線が微細化されたり配
線の層数が増えると、配線の信頼性が低下したり、生産の歩留まりが低下する問題が生じ
ていた。このため、高価な半導体チップが内蔵された基板を廃棄せざるを得ない問題が生
じる場合があった。
【００１４】
　一方、本発明によるチップ内蔵基板の製造方法では、半導体チップに接続される多層配
線構造を、配線が形成された複数の基板を張り合わせる（積層する）ことで形成している
。この場合、上記の第１の配線と第２の配線が、半導体チップに接続される多層配線構造
を構成する。このため、微細化された多層配線構造の信頼性が良好となるとともに、製造
の歩留まりが良好となる効果を奏する。
【００１５】
　次に、上記の製造方法のさらに具体的な例について、図面に基づき以下に説明する。
【００１６】
［参考例１］
　図１Ａ～図１Ｆは、本発明の参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を手順を追って
説明する図である。ただし以下の図中、先に説明した部分には同一の参照符号を付し、説
明を省略する場合がある（以下の参考例及び実施例についても同様）。
【００１７】
　まず、図１Ａに示す工程において、例えばプリプレグ材（ガラス繊維にエポキシ樹脂な
どを含浸させた材料）よりなるコア基板１０１に対して、例えばＣｕよりなる該コア基板
１０１を貫通するビアプラグ１０２を形成する。また、前記コア基板１０１の第１の側（
後の工程において半導体チップが実装される側）に、パターン配線１０３Ａを、前記コア
基板１０１の第２の側にパターン配線１０３Ｂを、例えばＣｕにより形成する。
【００１８】
　また、それぞれ複数形成されるパターン配線１０３Ａと１０３Ｂのうち、一部のパター
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ン配線１０３Ａ、１０３Ｂが前記ビアプラグ１０２で接続されるように形成する。
【００１９】
　また、前記コア基板１０１の第１の側にはソルダーレジスト層１０４Ａが形成され、当
該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線１０３Ａの一部には、例えばＮｉ／
Ａｕ（パターン配線１０３Ａ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよりなる接続
層１０５Ａが形成される。また、後の工程において半導体チップが実装されるための、開
口部１０６に形成されたパターン配線１０３Ａには、前記接続層１０５Ａは形成されない
。また、同様に、前記コア基板１０１の第２の側にはソルダーレジスト層１０４Ｂが形成
され、当該ソルダーレジスト層１０４Ｂから露出する前記パターン配線１０３Ｂには、例
えばＮｉ／Ａｕ（パターン配線１０３Ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよ
りなる接続層１０５Ｂが形成される。ここで、半導体チップを実装するための配線基板１
００が形成される。
【００２０】
　次に、図１Ｂに示す工程において、前記開口部１０６から露出する前記パターン配線１
０３Ａ上に、例えば半田などよりなる接続層１０７を、電解メッキなどにより形成する。
【００２１】
　次に、図１Ｃに示す工程において、バンプ（例えば、ワイヤボンディングにより、Ａｕ
などのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプなど）１０８が形成された半導体チ
ップ１１０を、前記接続層１０７を介して前記パターン配線１０３Ａに、フリップチップ
実装する。次に、前記半導体チップと前記配線基板１００の間にアンダーフィル（アンダ
ーフィル樹脂）１０９を浸透させる。
【００２２】
　このようにして、前記配線基板１００に、半導体チップ１１０がフリップチップ実装さ
れてなる、配線基板１００Ａが形成される。なお、前記パターン配線１０３Ａに実装され
るものは、半導体チップに限定されず、他の電子部品（例えば、キャパシタ、レジスタ、
インダクタ等）であってもよい。また、半導体チップに再配線を形成した、ＣＳＰ（chip
 size package）でもよい。
【００２３】
　次に、図１Ｄに示す工程において、上記の配線基板１００を形成した場合と同様にして
、上記の配線基板１００Ａに張り合わせる（積層する）配線基板２００を形成する。この
場合、まず、コア基板２０１に対して、例えばＣｕよりなる該コア基板２０１を貫通する
ビアプラグ２０２を形成する。また、前記コア基板１０１の第１の側（半導体チップに面
する側の反対側）に、パターン配線２０３Ａを、前記コア基板２０１の第２の側にパター
ン配線２０３Ｂを、例えばＣｕにより形成する。
【００２４】
　また、それぞれ複数形成されるパターン配線２０３Ａと２０３Ｂのうち、一部のパター
ン配線２０３Ａ、２０３Ｂが前記ビアプラグ２０２で接続されるようにして形成される。
【００２５】
　また、前記コア基板２０１の第１の側にはソルダーレジスト層２０４Ａが形成され、当
該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線２０３Ａには、例えばＮｉ／Ａｕ（
パターン配線２０３Ａ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）などよりなる接続層２０
５Ａが形成される。また、同様に、前記コア基板２０１の第２の側にはソルダーレジスト
層２０４Ｂが形成され、当該ソルダーレジスト層から露出する前記パターン配線２０３Ｂ
には、例えばＮｉ／Ａｕ（パターン配線２０３Ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層
）などよりなる接続層２０５Ｂが形成され、さらに当該接続層２０５Ｂに半田ボール２０
６が形成される。ここで、前記配線基板１００Ａと張り合わせられるための配線基板２０
０が形成される。
【００２６】
　次に、図１Ｅに示す工程において、前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００とを張
り合わせる（積層する）。
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【００２７】
　この場合、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａとの間には、前記半導体チップ
１１０を封止するとともに、該配線基板２００の配線と該配線基板１００の配線とを接続
する、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートにより形成
されるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中に形成される電気接続部
材（例えば半田ボール２０６）より形成される。この場合、前記接続層２０５Ｂを介して
前記パターン配線２０３Ｂに接続されている前記半田ボール２０６は、前記接続層１０５
Ａを介して、前記パターン配線１０３Ａと電気的に接続される。
【００２８】
　例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａを貼り合わせる場合には、以下の
第１の方法、または、第２の方法によって貼り合わせることが可能である。
【００２９】
　まず、第１の方法は、以下のように行うことができる。まず、前記配線基板２００を、
熱硬化性のフィルム状のビルドアップ樹脂（この段階では未硬化）を介して前記配線基板
１００Ａに積層・押圧し、前記配線基板２００の半田ボール（電気接続部材）２０６をフ
ィルム状のビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００Ａの接続層１０５Ａに押し当
てる。この状態で加熱することにより、半田ボール２０６を溶融し、半田ボール２０６を
接続層１０５Ａに電気的に接続する。また、当該ビルドアップ樹脂は熱により硬化され、
絶縁層Ｄ１となる。
【００３０】
　また、第２の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を配線基
板１００Ａに積層・加熱し、半田ボール（電気接続部材）２０６を溶融させて接続層１０
５Ａに接続する。次に、配線基板２００と配線基板１００Ａの間に液状の樹脂を充填・硬
化し、絶縁層Ｄ１を形成する。
【００３１】
　また、後述する他の参考例及び実施例においても、同様の方法で配線基板の貼り合わせ
を行うことが可能である。
【００３２】
　次に、図１Ｆに示す工程において、前記接続層１０５Ｂ、２０５Ａに、半田ボール（外
部接続端子）１１１、２０７をそれぞれ形成し、チップ内蔵基板３００を形成する。
【００３３】
　本参考例によるチップ内蔵基板３００を製造する場合には、前記半導体チップ１１０に
接続される多層配線構造が、配線（パターン配線１０３Ａ，１０３Ｂ、２０３Ａ、２０３
Ｂなど）が形成された複数の基板（配線基板１００Ａ，２００）を張り合わせる（積層す
る）ことで形成される。このため、例えば全ての多層配線構造をビルドアップ法により形
成する場合に比べて、配線の信頼性が高く、また製造の歩留まりが良好である特徴を有し
ている。さらに、半導体チップ実装側と上層側（上層配線側）を分けて製造できるため、
個別検査なども可能となる。このために、基板内にチップを内蔵後に不良が発見され、高
価な半導体チップが廃棄される割合が減少する効果を有する。
【００３４】
　また、このように基板の組み合わせにより多層配線構造を有するチップ内蔵基板を製造
すると、複数の基板を個別にストックできるメリットがある。また、複数の基板に対して
個別に設計変更を加えたり、または半導体チップの仕様の変更に柔軟に対応することも可
能となり、製造上メリットが大きい。
【００３５】
　また、前記封止接続層Ｌ１は、例えばビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、半田ボ
ール２０６などの電気接続部材（導電材料）の組み合わせにより形成され、当該封止接続
層Ｌ１によって半導体チップが保護・絶縁されるとともに、積層される基板１００Ａ、２
００を張り合わせ、且つ、基板１００Ａ、２００のパターン配線同士の電気的な接続が行
われる。このため、前記基板１００Ａ、２００の機械的な強度が確保されるとともに、半
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導体チップが保護・絶縁され、また半導体チップに接続される多層配線の接続の信頼性が
良好となる。
【００３６】
　また、上記の封止接続層Ｌ１は、ビルドアップ樹脂と半田ボールの組み合わせに限定さ
れず、以下に示すように、様々な構造とすることが可能である。
【００３７】
［参考例２］
　図２Ａ～図２Ｂは、本発明の参考例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である
。
【００３８】
　まず、図２Ａに示す工程に至るまでの工程は、参考例１の図１Ａ～図Ｄに示す工程と同
様の工程を実施する。ただし、図１Ｄに相当する工程においては、前記半田ボール２０６
は形成しない。本参考例では、参考例１の図１Ｅに示した以降の工程に相当する、図２Ａ
以下の工程を実施する。
【００３９】
　図２Ａを参照するに、本工程においては、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａ
との間には、前記封止接続層Ｌ１に相当する、封止接続層Ｌ２が形成される。前記封止接
続層Ｌ２は、例えば、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２により構成される。当該異方性
導電材料の例としては、例えば、異方性導電フィルム（ＡＣＦ）または異方性導電ペース
ト（ＡＣＰ）などがある。すなわち、異方導電性材料は、半導体チップを封止する封止材
料としての機能と、貼り合わせられる２つの配線基板の各々の配線パターンを接続する電
気接続部材の機能とを兼ね備えている。
【００４０】
　上記の工程において、例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００Ａを貼り合わ
せる場合には、以下の第３の方法、または、第４の方法によって貼り合わせることが可能
である。
【００４１】
　まず、第３の方法は、以下のように行うことができる。まず、前記配線基板２００を、
熱硬化性の異方性導電フィルム（この段階では未硬化）を介して前記配線基板１００Ａに
積層・押圧し、この状態で加熱する。この加熱により、当該異方性導電フィルムが熱によ
り硬化され、接続層Ｄ２が形成される。
【００４２】
　また、第４の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００、または
配線基板１００Ａに、異方性導電ペーストを塗布した状態で、配線基板２００と配線基板
１００Ａを積層・押圧し、この状態で加熱する。この加熱によって当該異方性導電ペース
トが熱により硬化され、接続層Ｄ２が形成される。
【００４３】
　また、後述する他の参考例及び実施例においても、同様の方法で配線基板の貼り合わせ
を行うことが可能である。
【００４４】
　次に、図２Ｂに示す工程において、図１Ｆに示す工程と同様の工程を実施し、前記接続
層１０５Ｂ、２０５Ａに、半田ボール１１１、２０７をそれぞれ形成し、チップ内蔵基板
３００Ａを形成する。
【００４５】
　上記の構造においては、当該封止接続層Ｌ２によって、前記半導体チップ１１０が封止
されて保護・絶縁がされるとともに積層される基板１００Ａ、２００が張り合わせられて
機械的な強度が確保され、さらに該配線基板２００のパターン配線２０３Ｂと該配線基板
１００のパターン配線１０３Ａとが（前記接続層２０５Ｂと前記接続層１０５Ａとが）電
気的に接続されている。
【００４６】
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　すなわち、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ａは、封止接続層の半田ボールを省略
した構造で構成することが可能となり、製造が容易であると共に、単純な構造で接続の信
頼性が高い特徴を有している。また、前記封止接続層Ｌ２を形成する方法としては、異方
性導電フィルムの貼り付けによる形成に限定されず、例えば、異方性導電ペースト、異方
性導電インクなどの異方性導電接着剤を用いて形成してもよい。
【００４７】
　このように、封止接続層には、様々な材料・構造のものを用いることが可能である。例
えば、参考例１に記載した前記絶縁層Ｄ１と前記半田ボール２０６の組み合わせよりなる
封止接続層Ｌ１において、半田ボールに相当するビアプラグなどの導電構造を、予め当該
絶縁層Ｄ１に形成するようにしてもよい。この場合、２つの配線基板の電気的な接続の信
頼性が良好となるとともに、チップ内蔵基板の製造が容易となる効果を奏する。
【００４８】
［参考例３］
　また、図３は、参考例１に記載したチップ内蔵基板３００の別の変形例である。図３を
参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｂでは、参考例１の図１Ｆに示した工
程の後で、さらに前記チップ内蔵基板３００上に、配線基板２００Ａが積層されて（張り
合わせされて）いる。
【００４９】
　前記配線基板２００Ａは、前記配線基板２００と同様にして形成される。この場合、当
該配線基板２００Ａの、コア基板３０１、ビアプラグ３０２、パターン配線３０３Ａ、３
０３Ｂ、ソルダーレジスト層３０４Ａ、３０４Ｂ、接続層３０５Ａ、３０５Ｂは、それぞ
れ、前記配線基板２００の、コア基板２０１、ビアプラグ２０２、パターン配線２０３Ａ
、２０３Ｂ、ソルダーレジスト層２０４Ａ、２０４Ｂ、接続層２０５Ａ、２０５Ｂに相当
し、同様の方法・材料により形成することができる。
【００５０】
　上記の配線基板２００Ａの、前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上には、半導体チップ３
０７と半導体チップ３０９が積層されて実装されている。前記半導体チップ３０７は、設
置フィルム３０６を介して前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上に、前記半導体チップ３０
９は、設置フィルム３０８を介して当該半導体チップ３０７上にそれぞれ設置されている
。
【００５１】
　さらに、前記半導体チップ３０７、３０９は、それぞれワイヤ３１０、３１１によって
、前記パターン配線３０３Ａ（前記接続層３０５Ａ）に電気的に接続されている。また、
前記半導体チップ３０７、３０９、前記ワイヤ配線３１０，３１１を封止するモールド樹
脂よりなる絶縁層３１２が形成されている。
【００５２】
　このように、本発明によるチップ内蔵基板の構成は、２つの基板を用いる場合に限定さ
れず、３枚以上の基板を用いて構成してもよい。
【００５３】
［参考例４］
　また、積層される（張り合わせされる）基板の構成やその順番は、様々に変更すること
が可能である。例えば、図４Ａ～図４Ｃは、本発明の参考例４によるチップ内蔵基板の製
造方法を示す図である。
【００５４】
　まず、図４Ａに示す工程に至るまでの工程は、参考例１の図１Ａ～図Ｃに示す工程と同
様の工程を実施する。本参考例では、参考例１の図１Ｄに示した以降の工程に相当する図
４Ａ以下の工程を実施する。
【００５５】
　まず、図４Ａに示す工程においては、参考例１の配線基板２００に相当する、配線基板
２００Ｂを形成する。当該配線基板２００Ｂは、参考例３に示した前記配線基板２００Ａ
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において、前記半導体チップ３０７、３０９を、前記ソルダーレジスト層３０４Ａ上で、
モールド樹脂よりなる絶縁層３１２で封止して形成する。また、前記接続層３０５Ｂには
、半田ボール３１３を形成する。
【００５６】
　次に、図４Ｂに示す工程において、参考例１に示した図１Ｅの工程と同様にして、前記
配線基板１００Ａと前記配線基板２００Ｂとを張り合わせる（積層する）。
【００５７】
　この場合、この場合、前記配線基板２００Ｂと前記配線基板１００Ａとの間には、先に
説明した封止接続層Ｌ１が形成され、当該封止接続層Ｌ１によって半導体チップが保護・
絶縁されるとともに、積層される配線基板１００Ａ、２００Ｂを張り合わせ、且つ、配線
基板１００Ａ、２００Ｂのパターン配線同士の電気的な接続が行われる。
【００５８】
　次に、図４Ｃに示す工程において、前記接続層１０５Ｂに半田ボール１１１を形成し、
チップ内蔵基板３００Ｃを形成する。
【００５９】
　このように、本発明において積層される配線基板は、その構成や順番を様々に変更する
ことが可能である。
【００６０】
［参考例５］
　また、本発明では、上記に示した、いわゆるプリント配線基板（配線基板１００、１０
０Ａ，２００，２００Ａ，２００Ｂなど）を張り合わせる場合に限定されず、いわゆるビ
ルドアップ法により形成される基板（以下文中ビルドアップ基板）とプリント配線基板を
張り合わせる場合に適用したり、またはビルドアップ基板同士を張り合わせる場合に適用
することも可能である。
【００６１】
　このように、積層される基板がビルドアップ基板を含む場合、半導体チップに接続され
る多層配線の微細化、多層化が容易となる効果を奏する。また、このように、積層される
基板がビルドアップ基板を含む場合であったり、またはビルドアップ基板同士を積層して
チップ内蔵基板を形成する場合であっても、半導体チップに接続される、該半導体チップ
を内蔵する多層配線を全てビルドアップ法により形成する場合に比べて、歩留まりが良好
であって、廃棄される半導体チップの数が少なくなる効果を奏する。
【００６２】
　すなわち、より製造の歩留まりが良好であり信頼性の高いプリント配線基板と、微細化
や多層化に有利なビルドアップ基板を組み合わせることで、製造の歩留まりを良好にしつ
つ、かつ微細化・多層化されたチップ内蔵基板を製造することが可能となる。
【００６３】
　また、必要とする層を分割してビルドアップ法によりそれぞれ形成することで、全ての
層をビルドアップ法で一括して形成する場合に比べて製造の歩留まりを良好にして廃棄さ
れる半導体チップの数を少なくすることが可能となる。以下、これらの製造方法の例につ
いて説明する。
【００６４】
　図５Ａ～図５Ｐは、本発明の参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である
。まず、図５Ａに示す工程において、導電材料、例えばＣｕよりなる、厚さが２００μｍ
の支持基板４０１を準備する。
【００６５】
　次に、図５Ｂに示す工程において、前記支持基板４０１上にフォトリソグラフィ法にて
レジストパターン（図示せず）を形成し、当該レジストパターンをマスクにして電解メッ
キにより、例えばＡｕ層４０２ａ，Ｎｉ層４０２ｂ，およびＣｕ層４０２ｃが積層された
構造を有する接続層４０２を形成する。当該電解メッキにおいては、前記支持基板４０１
が通電経路となるため、当該支持基板４０１は導電材料であることが好ましく、また例え
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ばＣｕのような低抵抗の材料であるとさらに好ましい。
【００６６】
　次に、図５Ｃの工程において、前記接続層４０２を覆うように、前記支持基板４０１上
に、絶縁層４０３を形成する。前記絶縁層４０３は、例えばビルドアップ樹脂（エポキシ
樹脂、ポリイイミド樹脂など）や、ソルダーレジスト（アクリル樹脂、エポキシアクリル
系樹脂など）により形成される。
【００６７】
　また、この場合当該絶縁層４０３を、例えば、ガラス繊維に樹脂を含浸させたガラス布
エポキシプリプレグ等のプリプレグ材など機械的な強度が高い材料により形成すると、当
該絶縁層４０３が配線基板の補強層（スティフナー）として機能し、好ましい。
【００６８】
　前記絶縁層４０３を形成した後、当該絶縁層４０３に、前記接続層４０２が露出するよ
うに、例えばレーザによりビアホール４０３Ａを形成する。
【００６９】
　次に、図５Ｄに示す工程において、必要に応じてデスミア工程を行ってビアホールの残
渣物の除去と前記絶縁層４０３の表面処理（粗化処理）を行った後、当該絶縁層４０３の
表面と前記接続層４０２の表面に、無電解メッキにより、Ｃｕのシード層４０４を形成す
る。
【００７０】
　次に、図５Ｅに示す工程において、フォトリソグラフィ法にてレジストパターン（図示
せず）を形成する。次に、当該レジストパターンをマスクにして、Ｃｕの電解メッキによ
り、前記ビアホール４０３Ａにビアプラグ４０５ａを、前記絶縁層４０３上に前記ビアプ
ラグ４０５ａに接続されるパターン配線４０５ｂを形成し、配線部４０５を形成する。
【００７１】
　前記配線部４０５を形成した後、レジストパターンを剥離し、露出した余剰なシード層
をエッチングにより除去する。
【００７２】
　次に、図５Ｆに示す工程において、前記配線部４０５を覆うように、前記絶縁層４０３
上に、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂よりなる絶縁層（ビルドアップ層）４０６を形成し
、さらに、当該絶縁層４０６に、前記パターン配線４０５ｂの一部が露出するようにレー
ザによりビアホール４０６Ａを形成する。
【００７３】
　次に、図５Ｇに示す工程において、図５Ｄに示した工程と同様にして、必要に応じてデ
スミア工程を行ってビアホールの残渣物の除去と前記絶縁層４０６の表面処理を行った後
、当該絶縁層４０６の表面と露出した前記パターン配線４０５ｂの表面に、無電解メッキ
により、Ｃｕのシード層４０７を形成する。
【００７４】
　次に、図５Ｈに示す工程において、図５Ｅに示した工程と同様にして、フォトリソグラ
フィ法にてレジストパターン（図示せず）を形成する。次に、当該レジストパターンをマ
スクにして、Ｃｕの電解メッキにより、前記ビアホール４０６Ａにビアプラグ４０８ａを
、前記絶縁層４０６上に前記ビアプラグ４０８ａに接続されるパターン配線４０８ｂを形
成し、配線部４０８を形成する。
【００７５】
　前記配線部４０８を形成した後、レジストパターンを剥離し、露出した余剰なシード層
をエッチングにより除去する。
【００７６】
　次に、図５Ｉに示す工程において、前記配線部４０８を覆うように、前記絶縁層４０６
上に、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂よりなる絶縁層（ビルドアップ層）４０６ａを形成
する。
【００７７】
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　次に、図５Ｊに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層４０６ａに、前記
パターン配線４０８ｂの一部が露出するように開口部４０６Ｂを形成する。
【００７８】
　次に、図５Ｋに示す工程において、必要に応じてデスミア工程を行って開口部の残渣物
の除去と前記絶縁層４０６の表面処理を行った後、例えば電解メッキにより、前記開口部
４０６Ｂに、はんだ接続部４０９を形成する。
【００７９】
　次に、図５Ｌに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層４０６ａに、前記
パターン配線４０８ｂの別の一部が露出するように開口部を形成し、当該開口部に、メッ
キにより、Ａｕ／Ｎｉ（パターン配線４０８ｂ上にＮｉ層、Ａｕ層の順に積層された層）
よりなる接続層４０７を形成する。
【００８０】
　次に、例えばＡｕ等のボンディングワイヤにより形成されるバンプ４１１が形成された
半導体チップ４１０を、前記バンプ４１１と前記はんだ接続部４０９が対応するようにし
て前記配線部４０８上に設置する。この場合、必要に応じて前記はんだ接続部４０９のリ
フローを行って当該はんだ接続部４０９とバンプ４１１の電気的な接続を良好にすること
が好ましい。また、必要に応じて前記半導体チップ４１０と前記絶縁層４０６ａの間には
樹脂を充填してアンダーフィル４１０Ａを形成すると好適である。
【００８１】
　このようにして、ビルドアップ基板に半導体チップが実装されてなる配線基板４００が
形成される。
【００８２】
　次に、図５Ｍに示す工程において、参考例１の図１Ｅに示す工程と同様にして、前記配
線基板４００と、前記配線基板２００とを張り合わせる（積層する）。
【００８３】
　この場合、前記配線基板４００と前記配線基板２００との間には、前記半導体チップ４
１０を封止するとともに、該配線基板４００の配線と該配線基板２００の配線とを接続す
る、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートにより形成さ
れるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中の半田ボール２０６より形
成される。この場合、前記接続層２０５Ｂを介して前記パターン配線２０３Ｂに接続され
ている前記半田ボール２０６は、前記接続層４０７を介して、前記パターン配線４０８ｂ
と電気的に接続される。また、この場合、参考例２に示したように、上記の封止接続層Ｌ
１に変えて、異方性導電材料よりなる前記接続層Ｄ２を含む前記封止接続層Ｌ２を用いて
もよい。
【００８４】
　次に、図５Ｎに示す工程において、前記支持基板４０１を、例えばウエットエッチング
により、除去する。このように、前記支持基板４０１を用いることで、ビルドアップ基板
である配線基板４００の平面度が良好となり、さらに当該支持基板４０１を除去すること
で、配線基板４００の薄型化が可能になっている。また、前記支持基板４０１の除去は、
前記配線基板４００と前記配線基板２００の張り合わせの後で行われることが好ましい。
この場合、前記配線基板２００のコア基板２０１によって、チップ内蔵基板全体の平面度
が保持されるためである。
【００８５】
　次に、図５Ｏに示す工程において、前記絶縁層４０３を覆うように、また前記接続層４
０２が露出するようにソルダーレジスト層４１２を形成する。なお、絶縁層４０３をソル
ダーレジストで形成する場合にはこの工程は省略できる。
【００８６】
　次に、図５Ｐに示す工程において、必要に応じて前記接続層４０２に半田ボール４１３
を形成する。このようにして、チップ内蔵基板３００Ｄを形成することができる。
【００８７】



(65) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

　このように、本発明によるチップ内蔵基板は、ビルドアップ基板である配線基板４００
と、プリント配線基板である配線基板２００との組み合わせにより、半導体チップに接続
される多層配線が形成される。このため、半導体チップに接続される多層配線を全てビル
ドアップ法により形成する場合に比べて、歩留まりが良好であって、廃棄される半導体チ
ップの数が少なくなる効果を奏する。また、半導体チップに接続される多層配線を全てプ
リント配線基板により形成する場合に比べて、多層配線の微細化・多層化が容易である特
徴を有している。
【００８８】
［参考例６］
　また、図６Ａ～図６Ｅは、本発明の参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図
である。
【００８９】
　まず、図６Ａに示す工程において、上記の参考例５の図５Ａ～図５Ｌの工程を実施する
ことで前記配線基板４００を形成し、同様にして、配線基板５００を形成する。この場合
、前記配線基板５００の、支持基板５０１、接続層５０２、絶縁層５０３、５０６、５０
６ａ，配線部５０５（ビアプラグ５０５ａ、パターン配線５０５ｂ）、配線部５０８（ビ
アプラグ５０８ａ、パターン配線５０８ｂ）、接続層５０７は、それぞれ、当該配線基板
４００の、支持基板４０１、接続層４０２、絶縁層４０３、４０６、４０６ａ，配線部４
０５（ビアプラグ４０５ａ、パターン配線４０５ｂ）、配線部４０８（ビアプラグ４０８
ａ、パターン配線４０８ｂ）、接続層４０７に相当し、当該配線基板４００と同様にして
形成される。但し、当該配線基板５００には、半導体チップが実装されず、前記接続層５
０７には半田ボール５１０が形成される。
【００９０】
　次に、図６Ｂに示す工程において、参考例１の図１Ｅに示した工程と同様にして、上記
の配線基板４００と配線基板５００を張り合わせる（積層する）。
【００９１】
　この場合、この場合、前記配線基板４００と前記配線基板５００との間には、前記半導
体チップ４１０を封止するとともに、該配線基板４００の配線と該配線基板５００の配線
とを接続する、封止接続層Ｌ１が形成される。該封止接続層Ｌ１は、例えばラミネートに
より形成されるビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１と、該絶縁層Ｄ１中の半田ボール５
１０より形成される。この場合、前記接続層５０７を介して前記パターン配線５０８ｂに
接続されている前記半田ボール５１０は、前記接続層４０７を介して、前記パターン配線
４０８ｂと電気的に接続される。また、この場合、参考例２に示したように、上記の封止
接続層Ｌ１に変えて、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２を含む封止接続層Ｌ２を用いて
もよい。
【００９２】
　次に、図６Ｃに示す工程において、図５Ｎに示した工程と同様にして、前記支持基板４
０１、５０１を、例えばウエットエッチングにより、除去する。このように、前記支持基
板４０１、５０１を用いることで、ビルドアップ基板である配線基板４００、５００の平
面度が良好となり、さらに当該支持基板４０１、５０１を除去することで、配線基板４０
０、５００の薄型化が可能になっている。また、前記支持基板４０１、５０１の除去は、
平面度を保持するために、前記配線基板４００と前記配線基板５００の張り合わせの後で
行われることが好ましい。
【００９３】
　次に、図６Ｄに示す工程において、前記絶縁層４０３を覆うように、また前記接続層４
０２が露出するようにソルダーレジスト層４１２を形成する。同様にして、前記絶縁層５
０３を覆うように、また前記接続層５０２が露出するようにソルダーレジスト層５１２を
形成する。なお、絶縁層４０３、５０３をソルダーレジスト層で形成する場合、この工程
は省略できる。
【００９４】
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　次に、図６Ｅに示す工程において、必要に応じて前記接続層４０２に半田ボール４１３
を形成する。このようにして、チップ内蔵基板３００Ｅを形成することができる。
【００９５】
　このように、本参考例によるチップ内蔵基板の製造方法では、必要とする層（半導体チ
ップに接続される配線）を分割してビルドアップ法によりそれぞれ形成することで、全て
の層を一括してビルドアップ法で形成する場合に比べて、製造の歩留まりを良好にして廃
棄される半導体チップの数を少なくすることが可能となる。
【００９６】
［参考例７］
　また、図７は、本発明の参考例７によるチップ内蔵基板６００を示す図である。図７を
参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板６００は、参考例６に記載したチップ内蔵基
板３００Ｅを積層した構造を有している。このように、本発明によるチップ内蔵基板は、
必要に応じて様々に構成されるとともに、必要に応じて積層される層を増大させて、さら
に多層化を実現することが可能である。
【００９７】
［参考例８］
　また、図８は、本発明の参考例８によるチップ内蔵基板３００Ｆを示す図である。本参
考例によるチップ内蔵基板３００Ｆは、参考例１に記載したチップ内蔵基板３００に、略
球状のスペーサＳＰ１を付加した構造を有している。
【００９８】
　前記スペーサＳＰ１は、例えば樹脂材料（例えば、ジビニルベンゼン）、または、導電
材料（例えばＣｕ）により形成される。
【００９９】
　前記スペーサＳＰ１が前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００との間の、前記絶縁
層Ｄ１内に挿入されることで、該配線基板１００Ａと該配線基板２００の間隔が調整され
る。前記スペーサＳＰ１が挿入されたことで、該配線基板１００Ａと該配線基板２００の
間隔の制御（維持）が容易となることに加えて、チップ内蔵基板３００Ｆの反りの量を低
減することが可能となる。また、前記配線基板１００Ａと前記配線基板２００の平行度も
良好となる効果を奏する。
【０１００】
［参考例９］
　また、図９は、本発明の参考例９によるチップ内蔵基板３００Ｇを示す図である。本実
施例によるチップ内蔵基板３００Ｇでは、参考例８に記載したスペーサＳＰ１に相当する
スペーサＳＰ２が、前記半田ボール（電気接続部材）２０６内に設置されている。
【０１０１】
　すなわち、本参考例の場合、内部にスペーサを有する半田ボール（電気接続部材）２０
６が、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成された配線を
電気的に接続するとともに、当該配線基板１００Ａと当該配線板２００の間隔の制御を行
う機能を有していることになる。また、本参考例の場合、特にスペーサを設置するための
領域を必要とせず、配線の狭ピッチ化に対応することが可能になっている。
【０１０２】
　前記スペーサＳＰ２は、例えば樹脂材料（例えば、ジビニルベンゼン）、または、導電
材料（例えばＣｕ）により形成される。
【０１０３】
　本参考例の場合、前記スペーサＳＰ２に、例えばＣｕなどの導電性が良好である導電材
料を用いた場合には、参考例８の場合に比べて、前記配線基板１００Ａに形成された配線
と前記配線基板２００に形成された配線の接続部の抵抗を小さくすることができる。
【０１０４】
　すなわち、２つの配線基板に形成された各々のパターン配線を接続する電気接続部材の
内部に、スペーサとして機能する該電気接続部材よりも抵抗値の小さい金属材料を挿入し
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てもよい。また、この場合当該電気接続部材と当該金属材料とは、溶融する温度が異なる
ことが好ましい。例えば、半田ボール（電気接続部材）が溶融した場合に、半田ボールよ
りも溶融温度が高いＣｕがスペーサとしての機能を果たして、２枚の配線基板の間隔を所
定の値に保持する。特に、Ｃｕ等の金属ボールの表面を、半田層で被覆してなる電気接続
部材（半田ボール）を用いると好適である。
【０１０５】
　また、参考例８、９の場合において、前記絶縁層Ｄ１に換えて、前記接続層Ｄ２（異方
性導電材料よりなる層）を用いても良い。すなわち、電気的な接続を確実にするため、半
田ボールと異方性導電材料を併用しても良い。
【０１０６】
［参考例１０］
　上記の参考例８、９では、例えば、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線
基板２００に形成された配線を電気的に接続する電気接続部材として半田ボールを用いた
が、電気接続部材に半田ボール以外の突起状導電部材を用いてもよい。当該突起状導電部
材としては、例えば、ポスト状（例えば円柱状）の導電部材（参考例１０～１３で後述）
、または、ボンディングワイヤにより形成されるバンプ（参考例１４～１６で後述）があ
る。
【０１０７】
　図１０は、本発明の参考例１０によるチップ内蔵基板３００Ｈを示す図である。図１０
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｈでは、前記配線基板１００Ａに形
成された配線と前記配線基板２００に形成された配線を電気的に接続するための、Ｃｕよ
りなる導電性のポストＰＳ１が形成されている。
【０１０８】
　前記ポストＰＳ１は、前記接続層２０５Ｂを介して前記パターン配線２０３Ｂに接続さ
れている。また、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの間には、例えば半田よりなる
接続層ＡＤ１が形成されている。この場合、前記ポストＰＳ１は、前記接続層ＡＤ１、１
０５Ａを介して、前記パターン配線１０３Ａに接続される。また、前記接続層ＡＤ１を形
成する場合に、半田ボールか、または参考例９に記載したようなスペーサーを有する半田
ボールを用いても良い。
【０１０９】
　上記の構造においては、参考例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ３は、前記
絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ１、および前記接続層ＡＤ１を有している。
【０１１０】
　本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｈを形成する場合には、例えばＣｕのメッキ法に
より、前記配線基板２００の、前記接続層２０５Ｂ上に前記ポストＰＳ１を形成すればよ
い。また、当該ポストＰＳ１は、前記配線基板１００Ａ側（前記接続層１０５Ａ上）に形
成するようにしてもよい。
【０１１１】
　本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｈは、参考例８、参考例９の場合と同様に、前記
配線基板１００Ａと前記配線基板２００の間隔の制御が容易となることに加えて、チップ
内蔵基板３００Ｈの反りの量を低減することが可能となる。また、前記配線基板１００Ａ
と前記配線基板２００の平行度も良好となる効果を奏する。
【０１１２】
　また、本参考例の場合には、例えば半田ボールを用いる場合に比べて、前記配線基板１
００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成された配線の接続を、より狭ピッチ
で行うことが可能になる。このため、半導体装置の微細化に対応することが容易になる効
果を奏する。
【０１１３】
　また、本参考例によるチップ内蔵基板では、前記配線基板１００Ａに形成された配線と
前記配線基板２００に形成された配線の接続の抵抗が小さく、電気的な接続の信頼性に優
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れた構造である特徴を有している。
【０１１４】
［参考例１１］
　図１１は、本発明の参考例１１によるチップ内蔵基板３００Ｉを示す図である。図１１
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｉでは、上記の参考例１０によるチ
ップ内蔵基板３００Ｈにおいて、前記ポストＰＳ１に相当するポストＰＳ２が用いられ、
さらに該ポストＰＳ２と前記接続層２０５Ｂの間に、例えば半田よりなる接続層ＡＤ２が
形成されている。また、前記接続層ＡＤ２は、前記接続層ＡＤ１と同様の方法で形成する
ことができる。
【０１１５】
　上記の構造においては、参考例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ４は、前記
絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ２、および前記接続層ＡＤ１、ＡＤ２を有している。すなわ
ち、上記の構造では、前記ポストＰＳ２の両面に半田よりなる接続層が形成されることに
なる。
【０１１６】
　このように、半田よりなる接続層を付加することで、電気的な接続の確実性を良好にす
ることができる。
【０１１７】
［参考例１２］
　図１２は、本発明の参考例１２によるチップ内蔵基板３００Ｊを示す図である。図１２
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｊでは、上記の参考例１０によるチ
ップ内蔵基板３００Ｈにおいて、前記接続層ＡＤ１が形成されておらず、また、前記絶縁
層Ｄ１に換わって、異方性導電材料よりなる接続層Ｄ２が形成されている。上記の構造に
おいては、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は、前記接続層Ｄ
２により行われることになる。すなわち、上記の構造においては、参考例１０の封止接続
層Ｌ３に相当する封止接続層Ｌ５は、前記接続層Ｄ２、前記ポストＰＳ１を有しているこ
とになる。
【０１１８】
　上記の構造においては、チップ内蔵基板の製造が容易になる特徴を有している。例えば
、前記ポストＰＳ１と前記接続層１０５Ａの電気的な接続は、前記ポストＰＳ１を前記接
続層Ｄ２に挿入する（押し込む）ことで容易に行うことが可能となる。このため、前記ポ
ストＰＳ１と前記接続層１０５Ａを接続するための熱圧着や超音波接合などの特別な工程
を必要とせず、製造工程が単純となる効果を奏する。また、ポストＰＳ１は、接続層１０
５Ａ側に形成してもよい。
【０１１９】
［参考例１３］
　図１３は、本発明の参考例１３によるチップ内蔵基板３００Ｋを示す図である。図１３
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｋでは、前記接続層１０５Ａにポス
トＰＳ３、前記接続層２０５ＢにポストＰＳ４がそれぞれ形成され、該ポストＰＳ３と該
ポストＰＳ４の間には、例えば半田よりなる接続層ＡＤ３が形成されている。
【０１２０】
　前記ポストＰＳ３、ＰＳ４は、例えばメッキ方により、形成することができる。すなわ
ち、上記の構造においては、参考例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ６は、前
記絶縁層Ｄ１、前記ポストＰＳ３、ＰＳ４、および前記接続層ＡＤ３を有していることに
なる。
【０１２１】
　このように、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成され
た配線を電気的に接続するポストは、該配線基板１００Ａの側と該配線基板２００の側の
双方に形成してもよい。
【０１２２】
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［参考例１４］
　図１４は、本発明の参考例１４によるチップ内蔵基板３００Ｌを示す図である。図１４
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｌでは、参考例１２に記載した前記
チップ内蔵基板３００Ｊにおいて、前記ポストＰＳ１がバンプＢＰ１に置き換わった構造
となっている。
【０１２３】
　上記の構造においては、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は
、異方性導電材料よりなる前記接続層Ｄ２により行われることになる。すなわち、上記の
構造においては、参考例１２の封止接続層Ｌ５に相当する封止接続層Ｌ７は、前記接続層
Ｄ２、前記バンプＢＰ１を有していることになる。
【０１２４】
　上記の構造においては、参考例１２に記載した効果に加えて、さらにチップ内蔵基板の
製造工程が単純であるというメリットがある。例えば、前記バンプＢＰ１は、ワイヤボン
ディングにより、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプが複数（例え
ば２個）積層されて形成されている。このため、メッキ法などの複雑な（薬液を要する）
プロセスが不要となり、製造コストを抑制することが可能となる。また、バンプＢＰ１を
、接続層１０５Ａ側に形成してもよい。
【０１２５】
［参考例１５］
　図１５は、本発明の参考例１５によるチップ内蔵基板３００Ｍを示す図である。図１５
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｍでは、参考例１４に記載した前記
チップ内蔵基板３００Ｌにおいて、前記接続層Ｄ２に換わって絶縁層Ｄ１が用いられてい
る。この場合、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０５Ａの間の電気的な接続は、例えば半
田よりなる接続層ＡＤ４により、行われる構造になっている。すなわち、上記の構造にお
いては、参考例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ８は、前記絶縁層Ｄ１、前記
バンプＢＰ１、および前記接続層ＡＤ４を有していることになる。
【０１２６】
　この場合、前記チップ内蔵基板３００Ｌに比べて、前記バンプＢＰ１と前記接続層１０
５Ａの接続の抵抗が小さくなる。また、バンプＢＰ１を接続層１０５Ａに設け、接続層Ａ
Ｄ４を接続層２０５Ｂに設けてもよい。
【０１２７】
［参考例１６］
　図１６は、本発明の参考例１６によるチップ内蔵基板３００Ｎを示す図である。図１６
を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板３００Ｎでは、前記接続層１０５Ａにバン
プ（ワイヤボンディングにより、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバン
プ）ＢＰ２、前記接続層２０５Ｂにバンプ（ワイヤボンディングにより、Ａｕなどのボン
ディングワイヤを用いて形成されるバンプ）ＢＰ３がそれぞれ形成され、該バンプＢＰ２
と該バンプＢＰ３が、例えば超音波接合、または熱圧着などにより、接続されている。す
なわち、上記の構造においては、参考例１の封止接続層Ｌ１に相当する封止接続層Ｌ９は
、前記絶縁層Ｄ１、前記バンプＢＰ２、ＢＰ３を有していることになる。
【０１２８】
　このように、前記配線基板１００Ａに形成された配線と前記配線基板２００に形成され
た配線を電気的に接続するバンプは、該配線基板１００Ａの側と該配線基板２００の側の
双方に形成してもよい。
【０１２９】
［参考例１７］
　また、２つの配線基板を接続する場合に、（Ｃｕ）ポストを用いると半田ボールを用い
た場合に比べて接続部の狭ピッチ化が可能となることは先に説明したが、さらに狭ピッチ
化に対応するためには、例えば、チップ内蔵基板を以下の構造とするとさらに好適である
。以下に説明するチップ内蔵基板では、２つの配線基板を接続するためのポストを、狭ピ
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ッチで設置することが可能な構造を有している。
【０１３０】
　次に、上記の配線基板の構成の一例について、図１７に基づき、説明する。
【０１３１】
　図１７は、本発明の参考例１７に係るチップ内蔵基板７００を模式的に示す図である。
図１７を参照するに、本参考例によるチップ内蔵基板７００は、半導体チップ７０４がフ
リップチップ実装された配線基板８００と、該配線基板８００上の配線基板９００との間
に封止接続層Ｌ１０が形成されてなる構造を有している。
【０１３２】
　前記封止接続層Ｌ１０は、前記絶縁層Ｄ１に相当する絶縁層７０１と、前記ポストＰＳ
１に相当するポスト７０２、および半田よりなる接続層７０３と、を有している。前記封
止接続層Ｌ１０は、前記配線基板８００上に実装された前記半導体チップ７０４を封止す
るとともに、前記配線基板８００に形成された配線と前記配線基板９００に形成された配
線を接続する機能を有している。
【０１３３】
　前記配線基板８００は、例えばプリプレグ材よりなるコア基板８０１の両面に、配線が
形成されてなる構造を有している。前記コア基板８０１の、前記半導体チップ７０４が実
装される側（以下上側）には、パターン配線８０４が形成され、該パターン配線８０４を
覆うように絶縁層（ビルドアップ層）８０２が形成され、さらに該絶縁層８０２上に絶縁
層（ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）８０３が形成されている。
【０１３４】
　また、前記絶縁層８０２中には、前記パターン配線８０４に接続されるビアプラグ８０
５が形成され、該ビアプラグ８０５には、最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄが接続され
ている。前記絶縁層８０３は、当該最上層パターンを覆うように形成される一方で、該絶
縁層８０３には、当該最上層パターンの一部を露出せる開口部が形成さている。当該開口
部は、最上層パターンが半導体チップやポストに接続される部分に対応する。
【０１３５】
　また、前記半導体チップ７０４は、前記最上層パターン８０６Ｄに接続されるようにし
て実装されている。また、前記ポスト７０２は、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃ
に接続されるようにして形成されているが、この構造の詳細については後述する。
【０１３６】
　また、前記コア基板８０１の、前記半導体チップ７０４が実装される側の反対側（以下
下側）には、パターン配線８０９が形成され、該パターン配線８０９を覆うように絶縁層
（ビルドアップ層）８０７が形成され、さらに該絶縁層８０７を覆うように上に絶縁層（
ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）８０８が形成されている。
【０１３７】
　また、前記絶縁層８０７中には、前記パターン配線８０９に接続されるビアプラグ８１
０が形成されている。さらに、前記パターン配線８０４に接続されるとともに、前記コア
基板８０１を貫通し、前記絶縁層８０７にかけて延伸するビアプラグ８１２が形成されて
いる。また、前記ビアプラグ８１０または前記ビアプラグ８１２に接続されるとともに、
周囲を前記絶縁層８０８で囲まれた電極パッド８１１が形成されている。
【０１３８】
　一方、前記配線基板９００は、例えばプリプレグ材よりなるコア基板９０１の両面に配
線が形成されてなる構造を有している。前記コア基板９０１の、前記半導体チップ７０４
に面する側の反対側（以下上側）には、パターン配線９０４が形成され、該パターン配線
９０４を覆うように絶縁層（ビルドアップ層）９０２が形成され、さらに該絶縁層９０２
上に絶縁層（ソルダーレジスト層、またはビルドアップ層でもよい）９０３が形成されて
いる。
【０１３９】
　また、前記絶縁層９０２中には、前記パターン配線９０４に接続されるビアプラグ９０
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５が形成され、該ビアプラグ９０５には、周囲を前記絶縁層９０３で囲まれる電極パッド
９０６が接続されている。
【０１４０】
　また、前記コア基板９０１の、前記半導体チップ７０４に面する側（以下、下側）には
、パターン配線９０９が形成され、該パターン配線９０９を覆うように絶縁層（ビルドア
ップ層）９０７が形成され、さらに該絶縁層９０７を覆うように絶縁層（ソルダーレジス
ト層、またはビルドアップ層でもよい）９０８が形成されている。
【０１４１】
　また、前記絶縁層９０７中には、前記パターン配線９０９に接続されるビアプラグ９１
０が形成されている。さらに、前記パターン配線９０４に接続されるとともに前記コア基
板９０１を貫通し、前記絶縁層９０７にかけて延伸するビアプラグ９１２が形成されてい
る。また、前記ビアプラグ９１０または前記ビアプラグ９１２に接続されるとともに、周
囲を前記絶縁層９０８で囲まれた電極パッド９１１が形成され、複数形成される該電極パ
ッド９１１のうちの一部は、前記接続層７０３を介して前記ポスト７０２に接続される構
造になっている。
【０１４２】
　上記のチップ内蔵基板７００では、前記配線基板８００の上側の配線構造を多層配線構
造とするとともに、多層配線構造の最上層のパターン（最上層パターン８０６Ａ～８０６
Ｃ）と最上層パターンを覆う絶縁層の構造を、前記ポスト７０２を狭ピッチで配置可能な
ように構成していることが特徴である。
【０１４３】
　図１８は、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃと、該最上層パターン８０６Ａ～８
０６Ｃに接続するように形成される前記ポスト７０２の位置関係を、平面図で示したもの
である。図１８を参照するに、本参考例の場合、隣接する最上層パターンの延伸する長さ
が適宜変更されている。例えば、最上層パターンは、交互に短いものと長いものとが並ぶ
ように配置されている。このため、最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃに接続されるポス
ト７０２は、平面視した場合に互い違いに配列されることになる。
【０１４４】
　また、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃの、前記ポスト７０２に接続される部分
以外の部分は、前記絶縁層８０３で覆われている。図１８のＸ－Ｘ’断面が図１７に対応
するが、当該断面において前記最上層パターン８０６Ｂ上は、前記絶縁層８０３に覆われ
ていることがわかる。
【０１４５】
　上記の構造を有しているため、本実施例によるチップ内蔵基板７００では、ポスト７０
２をより狭ピッチで設置することが可能になっている。すなわち、前記ポストに接続され
る最上層の導電パターンを適宜変更し、必要に応じてポストの接続部以外の部分を絶縁層
（ソルダーレジスト層）で覆うことで、接続部の狭ピッチ化に対応することが可能になる
。
【０１４６】
　次に、上記のチップ内蔵基板７００の製造方法の一例について、図１９Ａ～図１９Ｅに
基づき、説明する。
【０１４７】
　まず、図１９Ａに示す工程において、公知の方法（例えばセミアディティブ法）によっ
て、前記配線基板８００を形成する。例えば、銅箔付きのプリプレグ材の表面をパターン
エッチングすることで前記パターン配線８０４、８０９を形成し、さらにＣｕのメッキ法
によって前記ビアプラグ８０５、８１０、８１２、電極パッド８１１、および最上層パタ
ーン８０６Ａ～８０６Ｄなどを形成する。また、この段階では、前記絶縁層８０３によっ
て、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄは全て覆われている。
【０１４８】
　次に、図１９Ｂに示す工程において、例えばレーザにより、前記絶縁層８０３を貫通し
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て前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｄに到達する開口部ｈを形成する。なお、本図に
示す断面では、前記最上層パターン８０６Ｂに対応する開口部ｈは図示されない。これは
、平面視した場合に、前記最上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃに対応する開口部は、互い
違いに形成されるためである。すなわち、本図に示す断面においては、前記最上層パター
ン８０６Ｂ上は前記絶縁層８０３で覆われている。
【０１４９】
　次に、図１９Ｃに示す工程において、前記絶縁層８０３上にレジスト層ＦＲを塗布また
は貼り付けにより形成する。次に、前記レジスト層ＦＲのパターニングを行って、前記最
上層パターン８０６Ａ～８０６Ｃが露出した部分（前記開口部ｈ）に対応する、開口部Ｈ
を形成する。
【０１５０】
　次に、図１９Ｄに示す工程において、前記開口部Ｈおよび前記開口部ｈに対応するよう
に、例えばＣｕのメッキ法により、ポスト７０２を形成し、前記レジスト層ＦＲを剥離す
る。
【０１５１】
　次に、図１９Ｅに示す工程において、前記最上層パターン８０６Ｄに接続されるように
半導体チップ７０４をフリップチップ実装するとともに、該半導体チップを前記絶縁層７
０１で封止する。また、前記配線基板８００上には前記配線基板９００が貼り合わせられ
、この場合、前記ポスト７０２と前記電極パッド９１１の間には、例えば半田よりなる接
続層７０３が形成される。このようにして、前記配線基板８００と前記配線基板９００の
電気的な接続が行われるとともに、該配線基板８００と該配線基板９００の間の半導体チ
ップ７０４が封止され、チップ内蔵基板７００が形成される。
【０１５２】
　上記の製造方法によれば、配線基板の接続部分の狭ピッチ化に対応して、微細な配線構
造を有する高性能な半導体装置を製造することが可能である。
【０１５３】
　また、上記の参考例８～参考例１７の構造は、参考例５（図５Ｐ）のチップ内蔵基板３
００Ｄ、参考例６（図６Ｅ）のチップ内蔵基板３００Ｅのように、ビルドアップ基板を用
いた(ビルドアップ法により製造される)チップ内蔵基板にも適用することが可能である。
【０１５４】
　また、上記の参考例では、チップ内蔵基板の外部接続端子として半田ボールが形成され
た例を示しているが、半田ボールを省略した構造とすることも可能である。例えば、参考
例１（図１Ｆ）を例にとると、半田ボール１１１，２０７を省略した構造としてもよい。
この場合、接続層１０５Ｂ、２０５Ａが外部接続端子として機能する。
【０１５５】
　また、上記のここまでの参考例では、チップ内蔵基板１個に対応する部分のみを図示し
ているが、例えば、大判の基板などを用いて、同時に複数のチップ内蔵基板が形成される
ようにしてもよい。すなわち、本発明は、チップ内蔵基板に対応する大きさの基板を張り
合わせる場合に限定されない。例えば、大判の基板を用いてチップ内蔵基板を同時に複数
形成し、後の工程において当該大判の基板を切断（ダイシング）することにより、チップ
内蔵基板を個々に分離するようにしてもよい。
【０１５６】
　この場合、以下に説明するように、様々な大きさの基板を様々に組み合わせて、チップ
内蔵基板を形成することが可能である。なお、以下の説明では、第１の基板として、例え
ば上記の配線基板１００Ａ、第２の基板として上記の配線基板２００などを用いることが
可能である。
【０１５７】
　まず、第１の例としては、個々の第１の基板と個々の第２の基板を積層して（張り合わ
せて）、チップ内蔵基板を形成する方法がある。この場合、原則的に基板の切断は不要と
なる。
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【０１５８】
　次に、第２の例としては、以下の方法がある。まず、大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第１の基板を形成し、当該大判の基板上の第１の基板
に、個々の第２の基板を積層する（張り合わせる）。その後、前記第１の基板が個々に分
離されるよう、前記大判の基板を切断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１５９】
　次に、第３の例としては、以下の方法がある。まず、大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第２の基板を形成し、当該大判の基板上の第２の基板
に、個々の第１の基板を積層する（張り合わせる）。その後、前記第２の基板が個々に分
離されるよう、前記大判の基板を切断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１６０】
　第４の例としては、以下の方法がある。まず、第１の大判の基板（または支持基板上に
形成した大判の基板）上に、複数の第１の基板を形成し、同様に、第２の大判の基板（ま
たは支持基板上に形成した大判の基板）上に、複数の第２の基板を形成する。次に、上記
の第１の大判の基板と第２の大判の基板を積層し（張り合わせ）、前記第１の基板に、前
記第２の基板が積層されるようにする。その後、前記第１の基板と前記第２の基板が個々
に分離されるように、張り合わされた前記第１の大判の基板と前記第２の大判の基板を切
断し、チップ内蔵基板を形成することができる。
【０１６１】
　このように、本発明による製造方法では、様々な大きさの基板を組み合わせて、チップ
内蔵基板を製造することが可能である。
【０１６２】
［参考例１８］
　また、例えば、半導体チップをフリップチップ実装する場合に、アンダーフィルの形状
、または、アンダーフィルの形成方法は様々に変更してもよい。例えば、参考例１の図１
Ｃに示したように、半導体チップと基板の間には、アンダーフィルと呼ばれる樹脂材料（
例えば液状樹脂）を浸透させて硬化させることが一般的に行われている。
【０１６３】
　しかし、アンダーフィルを形成した後においても、配線基板はさらに加熱・冷却が繰り
返されるため、アンダーフィルと周囲の材料との熱履歴や熱膨張係数、もしくは応力の違
いなどにより、アンダーフィル（配線基板）に反りが発生してしまう場合がある。
【０１６４】
　このため、アンダーフィルに起因する配線基板などの反りを抑制するために、例えば以
下に示すようにしてアンダーフィルが形成される面積（体積）が小さくなるようにしても
よい。
【０１６５】
　例えば参考例１に示した製造方法において、図１Ｃに示した工程に換えて、図２０に示
す工程を実施してもよい。図２０を参照するに、本参考例に示す場合には、アンダーフィ
ル１０９Ａを半導体チップと配線基板の間の全体に浸透させずに、半導体チップ１１０の
四辺のバンプ１０８とバンプ１０８の近傍にのみ塗布している。このため、アンダーフィ
ルが形成される面積（体積）が小さくなり、アンダーフィルに起因する配線基板などの反
りを抑制することが可能となる。
【０１６６】
　また、アンダーフィルは、以下の図２１Ａ～２１Ｂに示すように、半導体チップの中心
付近にのみ形成されるようにしてもよい。この場合、上記の図２０に示す工程に換えて、
図２１Ａ～図２１Ｂに示す工程を実施すればよい。
【０１６７】
　まず、配線基板のソルダーレジスト層１０４Ａ上の半導体チップが実装される位置の中
央に、ポッティングによって液状樹脂（アンダーフィル）１０９Ｂを滴下する。次に、図
２１Ｂに示す工程において、半導体チップ１０１をフリップチップ実装することで、半導



(74) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

体チップ１０１の中心近傍にのみアンダーフィル１０９Ｂを形成することができる。
【０１６８】
［参考例１９］
　また、２枚の配線基板を貼り合わせる場合に用いる電気接続部材（例えばはんだボール
など）は、半導体チップが実装された基板の側に設置されていてもよく、また、半導体チ
ップが実装された基板と貼り合わせられる側の基板側に設置されていてもよい。
【０１６９】
　例えば、参考例１の場合には、先に説明したように、半導体チップが実装された配線基
板に貼り合わせられる配線基板の側に、電気接続部材が設置されている。図２２は、参考
例１の図１Ｅに示した工程をより詳細に説明する図であり、参考例１に示した配線基板の
製造方法において、配線基板１００Ａと配線基板２００とを貼り合わせる工程を模式的に
示した図である。
【０１７０】
　図２２を参照するに、参考例１の場合には、半導体チップ１１０が実装された配線基板
１００Ａに貼り合わせられる配線基板２００の側に、電気接続部材（半田ボール２０６）
が設置されている。
【０１７１】
　また、図２２に示す工程は、図２３に示す工程のように変更してもよい。本図に示す場
合には、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａの側に、電気接続部材（半田
ボール２０６）が設置されている。
【０１７２】
　また、２枚の配線基板の貼り合わせにあたっては、半導体チップが実装された基板と、
半導体チップが実装された基板と貼り合わせられる側の基板のいずれを下（上）側として
もよい。
【０１７３】
　例えば、図２４に示すように、図２２に示した工程において配線基板１００Ａと配線基
板２００の上下関係をいれかえて、下側（例えば作業台などの上）に設置された配線基板
２００の上から、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａを貼り付けてもよい
。この場合、電気接続部材（半田ボール２０６）は、下側の配線基板２００側に設置され
ている。
【０１７４】
　また、図２５に示すように、図２３に示した工程において配線基板１００Ａと配線基板
２００の上下関係をいれかえて、下側（例えば作業台などの上）に設置された配線基板２
００の上から、半導体チップ１１０が実装された配線基板１００Ａを貼り付けてもよい。
この場合、電気接続部材（半田ボール２０６）は、上側の配線基板１００Ａ側に設置され
ている。
【０１７５】
［参考例２０］
　また、例えば、上記の参考例では、半導体チップが、配線基板に対してフェースダウン
で実装（例えばフリップチップ実装）される場合を例にとって説明しているが、本発明は
これに限定されるものではない。例えば、半導体チップをフェースアップで基板に設置（
実装）してもよい。
【０１７６】
　図２６～図２７は、半導体チップをフェースアップで配線基板に実装し、チップ内蔵基
板を製造する場合の製造方法を模式的に示す図である。図２６を参照するに、本参考例に
おいては、まず、参考例１の図１Ａ～図１Ｂまでを実施し、配線基板１００を図１Ｂに示
す状態とする。すなわち、図１Ａに示した配線基板１００において、ソルダーレジスト層
１０４Ａの開口部１０６から露出するパターン配線１０３Ａ上に、例えば半田などよりな
る接続層１０７を、電解メッキなどにより形成する。
【０１７７】
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　さらに、実施例１の図１Ｄに示した配線基板２００（ソルダーレジスト層２０４Ｂ上）
に、フィルム上の樹脂２０８（例えばダイアタッチフィルムと呼ばれる）を用いて半導体
チップ１１０をフェースアップで貼り付ける。また、半導体チップ１１０上には、Ａｕ等
のボンディングワイヤにより形成されるバンプ（電気接続部材）１０８が形成されている
。
【０１７８】
　また、配線基板２００の接続層２０５Ｂ上（パターン配線２０３Ｂ上）には、半田ボー
ル２０６に換えて、電気接続部材として、積層された複数のバンプ（ワイヤボンディング
により、Ａｕなどのボンディングワイヤを用いて形成されるバンプ）２０９を形成する。
【０１７９】
　次に、図２７に示す工程において、図１Ｅで先に説明した場合と同様にして、配線基板
１００と配線基板２００とを貼り合わせる。
【０１８０】
　例えば、前記配線基板２００と前記配線基板１００を貼り合わせる場合には、以下の第
１の方法、または、第２の方法によって貼り合わせることが可能である。
【０１８１】
　まず、第１の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を、熱硬
化性のフィルム状のビルドアップ樹脂（この段階では未硬化）を介して配線基板１００に
積層・押圧する。ここで、配線基板２００のバンプ（電気接続部材）２０９をフィルム状
のビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００の接続層１０５Ａに押し当てる。これ
と同時に、バンプ１０８をビルドアップ樹脂に押し込んで、配線基板１００の接続層１０
７に押し当てる。この状態で加熱することにより、接続層１０７が溶融するとともに、当
該樹脂ビルドアップ樹脂は熱により硬化され、絶縁層Ｄ１となる。この結果、絶縁層Ｄ１
とバンプ２０９を含む封止接続層Ｌ１ａが形成される。
【０１８２】
　また、第２の方法は、以下のように行うことができる。まず、配線基板２００を配線基
板１００に積層・押圧する。ここで、配線基板２００のバンプ２０９を配線基板１００の
接続層１０５Ａに押し当てる。これと同時に、バンプ１０８を接続層１０７に押し当てる
。この状態で加熱することにより、接続層１０７は溶融する。次に、配線基板２００と配
線基板１００の間に液状の樹脂を充填・硬化し、絶縁層Ｄ１を形成する。この結果、絶縁
層Ｄ１とバンプ２０９を含む封止接続層Ｌ１ａが形成される。
【０１８３】
　このようにして、配線基板１００と配線基板２００を貼り合わせることで、バンプ２０
９によって、配線基板２００のパターン配線２０３Ｂと、配線基板１００のパターン配線
１０３Ａの電気的な接続が行われる。上記の電気的な接続と同時に、バンプ１０８によっ
て、半導体チップ１１０と配線基板１００のパターン配線１０３Ａとの電気的な接続が行
われる。
【０１８４】
　なお、本参考例においては、半導体チップ１１０が最初に実装（設置または貼り付け）
される側の基板（配線基板２００）においては、半導体チップ１１０の電気的な接続は行
われていない。すなわち、本参考例における「実装」とは、少なくとも半導体チップを取
り付ける（設置する）ことを意味しており、必ずしも電気的な接続までを含む意味では用
いていない。
【０１８５】
　本参考例によれば、半導体チップが実装される（設置される）側の基板との間にアンダ
ーフィルを充填させる必要がなくなる。このため、アンダーフィルに起因する基板の反り
の発生が抑制される効果を奏する。
【０１８６】
［参考例２１］
　また、上記の参考例では、半導体チップとパターン配線の接続にバンプを用いる場合を
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例にとって説明しているが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、半導体チ
ップとパターン配線の接続にボンディングワイヤを用いてもよい。
【０１８７】
　図２８～図２９は、参考例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図である。まず
、図２８に示す工程においては、参考例１の図１Ａに示した配線基板１００と同様の構造
を有する配線基板（ソルダーレジスト層１０４Ａ上）に、フィルム状の樹脂ＤＦ（例えば
ダイアタッチフィルムと呼ばれる）を用いて半導体チップ１１０をフェースアップで貼り
付ける。さらに、ボンディングワイヤＷＢによって半導体チップ１１０とパターン配線１
０３Ａとを接続する。この場合、パターン配線１０３Ａの形状とソルダーレジスト層１０
４Ａに形成される開口部は、ワイヤボンディングに合わせて適宜変更すればよい。
【０１８８】
　次に、図２９に示す工程においては、参考例１の図１Ｅの工程と同様の工程を実施して
、チップ内蔵基板を製造することができる。本参考例に示すように、半導体チップは、実
装される基板に対してフェースアップであってもよく、また、電気的な接続をワイヤボン
ディングにより行ってもよい。
【０１８９】
［参考例２２］
　また、本発明によるチップ内蔵基板には、半導体チップ以外の電子部品が実装（または
内蔵）されていてもよい。例えば、上記の電子部品としては、表面実装デバイスとよばれ
る電子部品がある。具体的には、上記の電子部品として、コンデンサ、インダクタ、抵抗
素子、発振素子（例えば水晶振動子など）、フィルタ、通信素子（例えばＳＡＷ素子など
）、などがある。
【０１９０】
　図３０は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ１、ＥＬ２，ＥＬ
３を実装した例を示した図である。例えば、電子部品ＥＬ２，ＥＬ３は、パターン配線２
０３Ａに接続されるように、配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側の反対側（
上側）に実装されている。
【０１９１】
　しかし、配線基板２００の上側の実装エリアは限られているため、多数の電子部品を実
装しようとすると、配線基板２００（チップ内蔵基板）を大きくする必要が生じてしまう
。そこで、電子部品が、封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止されるように、すなわち電
子部品が配線基板２００と１００の間に設置されると、少ない設置エリアに多数の電子部
品を実装することが可能となり、好ましい。本参考例の場合、複数の電子部品ＥＬ１が、
封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止されるように、すなわち電子部品が配線基板２００
と１００の間に設置されている。
【０１９２】
　例えば、本参考例によるチップ内蔵基板では、電子部品ＥＬ１が、配線基板１００Ａの
半導体チップ１１０が実装された面と同じ面に実装されている。また、電子部品ＥＬ１は
、さらに配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側にも実装されている。この場合
、電子部品ＥＬ１は、半導体チップ１１０と同様に封止接続層Ｌ１（絶縁層Ｄ１）で封止
される。また、配線基板２００の半導体チップ１１０に面する側に電子部品ＥＬ１を実装
する場合には、平面視した場合に半導体チップ１１０を回避する位置（半導体チップ１１
０に隣接する位置）に電子部品ＥＬ１が実装されることが好ましい。この場合、チップ内
蔵基板を薄型化することが可能となる。
【０１９３】
　また、上記の構造において、電子部品ＥＬ１は、配線基板２００と配線基板１００Ａの
両方に搭載されていてもよく、また、電子部品ＥＬ１は、配線基板２００のみ、配線基板
１００のみに搭載されていてもよい。
【０１９４】
　また、電子部品を、例えば、配線基板２００（半導体チップが実装された基板に張り合
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わせられる基板）の、半導体チップ１１０に面する側に実装する場合には、以下のように
構成してもよい。図３１は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ１
、ＥＬ２，ＥＬ３に加えてさらに電子部品ＥＬ４を実装した例を示した図である。
【０１９５】
　本図に示す場合には、電子部品ＥＬ４が、配線基板２００（半導体チップが実装された
基板に張り合わせられる基板）の、半導体チップ１１０に面する側に実装されている。ま
た、電子部品ＥＬ４は、半導体チップ１１０の直上に配置されている。このように、電子
部品を半導体チップ１１０の直上に配置すると、電子部品を高密度に実装することが可能
となり、平面視した場合のチップ内蔵基板の面積を小さくすることが可能となる。
【０１９６】
　また、本図に示すチップ内蔵基板では、配線基板１００Ａ（下側の配線基板）に導電層
１００Ｐが形成（内蔵）され、配線基板２００（上側の配線基板）には導電層２００Ｐが
形成（内蔵）されている。導電層１００Ｐは、配線基板１００Ａを平面視した場合に実質
的に配線基板１００Ａの全面に形成される。同様に、導電層２００Ｐは、配線基２００を
平面視した場合に実質的に配線基板２００の全面に形成される。
【０１９７】
　このため、配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装される電子部品ＥＬ１、ＥＬ
４、および半導体チップ１１０は、電磁的に遮蔽されることになる。このため電磁的に遮
蔽される電子部品（半導体チップ）は、例えば電子部品ＥＬ２、ＥＬ３などのノイズの影
響を受けにくくなる。また、電磁的に遮蔽される電子部品（半導体チップ）は、電子部品
ＥＬ２、ＥＬ３などへノイズの影響を与えにくくなる効果を奏する。
【０１９８】
　例えば、配線基板には、接地されて電位が接地レベルとなる導電層（グランドプレーン
）と、接地電位に対して所定の電位が与えられる導電層（パワープレーン）が形成される
場合がある。このため、上記のグランドプレーンやパワープレーンなどの導電層を電磁的
な遮蔽に用いることで、配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装される電子部品や
半導体チップの電磁的な遮蔽が容易となる。
【０１９９】
　例えば、上記の構造を用いて、ノイズの発生源となりやすい電子部品や半導体チップを
電磁的に遮蔽することが容易となり、また、ノイズの影響を受けやすい電子部品や半導体
チップを電磁的に遮蔽することが容易となる。
【０２００】
　例えば、上記の構造を用いて、アナログ素子とデジタル素子とを電磁的に分離すること
が容易となる。例えば、配線基板１００Ａと配線基板２００の間にアナログ素子（デジタ
ル素子）を実装し、配線基板２００上（配線基板２００の半導体チップに面する側の反対
側）にデジタル素子（アナログ素子）を実装すればよい。
【０２０１】
　また、パターン配線１０３Ａと導電層１００Ｐの間には、配線構造１０２ａ（ビアプラ
グやパターン配線など）、パターン配線１０３Ｂと導電層１００Ｐの間には配線構造１０
２ｂを必要に応じて形成してもよい。同様に、パターン配線２０３Ａと導電層２００Ｐの
間には、配線構造２０２ａ、パターン配線２０３Ｂと導電層２００Ｐの間には配線構造２
０２ｂを必要に応じて形成してもよい。
【０２０２】
　また、図３１に示した構造を図３２に示すように変更して、電子部品ＥＬ４を、半導体
チップ１１０上に積層して実装してもよい。
【０２０３】
［参考例２３］
　また、例えば、電子部品の中には、半導体チップよりも厚い（高さが高い）ものがある
ため、電子部品を配線基板１００Ａと配線基板２００の間に実装する場合に、電子部品に
合わせて配線基板１００Ａと配線基板２００の間隔を設定すると、チップ内蔵基板が厚く
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（大きく）なってしまう場合がある。
【０２０４】
　そこで、チップ内蔵基板に電子部品を実装する場合には、配線基板１００Ａまたは配線
基板２００に、実装される電子部品を露出させる開口部を形成し、チップ内蔵基板の小型
化を図ってもよい。
【０２０５】
　図３３は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００に、電子部品ＥＬ５を実装した例を
示した図である。本図に示す場合においては、電子部品ＥＬ５が、配線基板１００Ａ上に
実装されており、電子部品ＥＬ５とパターン配線１０３Ａが接続されている。
【０２０６】
　本図に示すチップ内蔵基板においては、配線基板２００に、配線基板１００Ａに実装さ
れた電子部品ＥＬ５を露出させるための開口部２００ａが形成されていることが特徴であ
る。このため、実装面からの高さが、半導体チップ１１０よりも高くなる電子部品ＥＬ５
を実装する場合に、チップ内蔵基板が厚くなる影響を抑制することが可能となる。
【０２０７】
　また、図３４に示すように、電子部品ＥＬ５を配線基板２００に実装する場合には、配
線基板１００Ａに、配線基板２００に実装された電子部品ＥＬ１を露出させるための開口
部１００ａを形成すればよい。
【０２０８】
　また、配線基板１００Ａに半導体チップを実装する場合に、配線基板２００に当該半導
体チップを露出させる開口部を形成してもよい。また、同様に、配線基板２００に半導体
チップを実装する場合に、配線基板１００Ａに当該半導体チップを露出させる開口部を形
成してもよい。例えば、実装される半導体チップが大きい（厚い）場合や、積層された複
数の半導体チップを実装する場合には、配線基板に開口部を形成することで、チップ内蔵
基板の大型化の影響を抑制することができる。
【０２０９】
［参考例２４］
　また、チップ内蔵基板を構成する場合に、ソルダーレジスト層が占める部分ができるだ
け小さくなるように構成することが好ましい。例えば、ソルダーレジスト層は、半田など
を溶融した場合に半田の流れ止めとして用いる樹脂材料であるが、パターニングが容易と
なるように感光材料を含む場合があり、ビルドアップ樹脂とよばれる一般的な樹脂材料と
は成分が異なるものである。
【０２１０】
　一般的には、ソルダーレジスト層は、ビルドアップ樹脂に比べて物理的な強度が小さく
、またガラス転移温度が低い（耐熱性が低い）特徴がある。そこで、例えば以下に示すよ
うにして、ソルダーレジスト層の面積をできるだけ小さくする（または用いないようにす
る）ことが好ましい。
【０２１１】
　図３５は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００において、配線基板２００のソルダ
ーレジスト層２０４Ｂを小さくした例を示す図である。本図に示す場合においては、ソル
ダーレジスト層２０４Ｂが形成される面積を小さくしており、ソルダーレジスト層２０４
Ｂを半田による接続が行われるパターン配線２０３Ｂの近傍に限的に形成している。
【０２１２】
　このため、配線基板１００Ａと配線基板２００の間で、ソルダーレジスト層に換わって
ビルドアップ樹脂よりなる絶縁層Ｄ１が占める体積（面積）が大きくなり、チップ内蔵基
板の信頼性が良好となる効果を奏する。また、このような構成を配線基板１００Ａ側のソ
ルダーレジスト層１０４Ａに適用してもよい。
【０２１３】
　また、図３６は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００において、配線基板２００の
ソルダーレジスト層２０４Ｂを削除した構成を示す図である。本図に示す場合においては
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、半田ボール２０６が溶融されて接続されるパターン配線２０３Ｂが、ビアプラグ２０２
に対応する位置に形成されるようにされている。さらに、パターン配線２０３Ｂの形状が
小さくされ、半田がパターン配線２０３Ｂの上で流れるスペースが小さくされている。例
えば、パターン配線２０３Ｂは、いわゆる電極パッドに近い程度の形状（面積）とされる
ことが好ましい。
【０２１４】
　上記の構成とすることで、ソルダーレジスト層２０４Ｂを省略した構造とすることが可
能となり、チップ内蔵基板の信頼性を良好とすることができる。
【０２１５】
［参考例２５］
　また、本発明によるチップ内蔵基板では、実装（内蔵）される半導体チップは１個の場
合に限定されず、複数の半導体チップが実装されるようにしてもよい。
【０２１６】
　図３７～図４２は、参考例１に示したチップ内蔵基板３００に複数の半導体チップを実
装する例を模式的に示した図である。なお、チップ内蔵基板には、先に説明した電子部品
ＥＬ２、ＥＬ３が実装されており、また、配線基板１００Ａ，配線基板２００については
詳細な構造（パターン配線やビアプラグなど）を一部省略して、模式的な記載としている
。
【０２１７】
　図３７に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チップ１
１０上に、さらに半導体チップ１１０Ａが積層して実装されている。また、半導体チップ
１１０Ａは、ボンディングワイヤによって配線基板１００Ａに接続されている。
【０２１８】
　また、図３８に示し場合には、配線基板１００Ａ上に、ともにフェースアップで積層さ
れた半導体チップ１１０、１１０Ａが、各々ボンディングワイヤによって配線基板１００
Ａに接続されている。
【０２１９】
　また、図３９に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チ
ップ１１０上に、さらに半導体チップ１１０Ｂがフリップチップ接続されている。この場
合、例えば半導体チップ１１０には貫通プラグ（図示せず）が形成され、半導体チップ１
１０Ｂは当該貫通プラグを介して配線基板１００Ａに接続される。
【０２２０】
　また、図４０に示す場合には、配線基板１００Ａにフリップチップ接続された半導体チ
ップ１１０上で、半導体チップ１１０Ｂが配線基板２００にフリップチップ接続されてい
る。すなわち、配線基板２００の半導体チップ１１０（配線基板１００Ａ）に対向する側
に半導体チップ１１０Ｂがフリップチップ実装されている。
【０２２１】
　また、図４１に示す場合には、半導体チップ１１０がフリップチップ実装された配線基
板１００Ａの、半導体チップ１１０が実装された側の反対側に、半導体チップ１１０Ｂが
フリップチップ実装されている。すなわち、本図に示す場合には、配線基板１００Ａの両
面に半導体チップがフリップチップ実装されることになる。
【０２２２】
　また、実装される半導体チップは２個に限定されず、さらに多数の半導体チップが実装
されてもよい。
【０２２３】
　また、図４２に示す場合には、複数の半導体チップ１１０が、配線基板１００Ａと配線
基板２００の間に設置され、平面視した場合に半導体チップ１１０同士が互いに回避する
位置（半導体値チップ１１０同士が隣接する位置）に搭載されている。上記の構成によれ
ば、チップ内蔵基板を薄型化することが可能となり、好適である。
【０２２４】
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　また、上記の図３７～図４２に示す場合において、電子部品ＥＬ３は、インターポーザ
ーを介して搭載されるようにしてもよい。
【実施例】
【０２２５】
　また、例えば参考例１に示したチップ内蔵基板の製造方法において配線基板１００Ａと
配線基板２００の間に絶縁層Ｄ１（封止接続層Ｌ１）を形成する場合、おもに２つの方法
があることについて説明した。例えば、第１の方法は、熱硬化性のフィルム状のビルドア
ップ樹脂を用いる方法であり、もう１つは、液状の樹脂を用いる方法である。
【０２２６】
　しかし、例えば液状の樹脂を配線基板１００Ａと配線基板２００の間に浸透させるには
時間を要するため、チップ内蔵基板の製造の効率を良好とする上で問題になる場合があっ
た。そこで、例えば、モールドプレスの技術を用いて、金型を用いて配線基板１００Ａと
配線基板２００を固定し、当該金型の内部に加圧・加熱したモールド樹脂を充填して絶縁
層Ｄ１を形成してもよい。
【０２２７】
　図４３Ａ～図４３Ｂは、参考例１の図１Ｅに示した工程において、樹脂フィルムを挟み
込む方法、または液状樹脂を浸透させる方法に換えて、モールドプレスを用いて配線基板
１００Ａと配線基板２００の間に絶縁層（樹脂よりなる層）Ｄ１を形成する方法を模式的
に示した図である。なお、図４３Ａ～図４３Ｂにおいては配線基板１００Ａ，２００の詳
細な構造の記載を一部省略し、模式的に記載した部分がある。
【０２２８】
　まず、図４３Ａに示す工程においては、配線基板１００Ａと配線基板２００とを向かい
合わせにした状態で金型ＫＧ０に設置する。次に、図４３Ａに示す工程において金型ＫＧ
０の開口部（モールドゲート）ＯＰから配線基板１００Ａと配線基板２００の間にモール
ド樹脂を加圧して導入し、硬化させる。その後、金型ＫＧ０から配線基板を取り出せばよ
い（図４３Ｂ）。このようにモールドプレスの技術を用いても絶縁層Ｄ１（封止接続層Ｌ
１）を形成することができる。
【０２２９】
　また、上記のモールドプレスは、例えば以下に示す方法（金型）を用いて行ってもよい
。
【０２３０】
　まず、図４４Ａに示す工程において、凹部ＫＧａを有する金型ＫＧ１を用意する。次に
、図４４Ｂに示す工程において、金型ＫＧ１の凹部ＫＧａに、配線基板１００Ａと配線基
板２００とを向かい合わせにした状態で設置する。
【０２３１】
　次に、図４４Ｃ～図４４Ｄに示す工程において、配線基板２００上に、フィルムＦＬを
貼付した後、金型ＫＧ２，ＫＧ３を順次設置する。この場合、金型ＫＧ３を複数の加圧手
段ＳＰで別個に加圧することで、金型ＫＧ３の面内にかかる応力の均一性が良好とされる
ことが好ましい。また、金型ＫＧ２には、モールド樹脂を導入するための開口部（モール
ドゲート）ＯＰが形成されている。また、金型ＫＧ２，ＫＧ３にフィルムＦＬを吸着させ
てから金型ＫＧ２，ＫＧ３を配線基板２００上に設置してもよい。
【０２３２】
　次に、図４４Ｅに示す工程において、モールドゲートＯＰから、配線基板１００Ａと配
線基板２００の間にモールド樹脂を加圧して導入し、硬化させ、絶縁層Ｄ１を形成する。
その後、金型から配線基板を取り出せばよい（図４４Ｆ）。さらに、図４４Ｇに示す工程
において配線基板をダイシングにより切断（点線部分で切断）して個片化することで、チ
ップ内蔵基板を製造することができる。
【０２３３】
［参考例２６］
　また、例えばチップ内蔵基板を製造する場合には、先に説明したように様々な大きさの
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基板を用いることが可能である。図４５に示す組み合わせはその一例であり、大型の基板
である配線基板１００Ａ上に、チップ内蔵基板の大きさに対応する複数の配線基板２００
を載置して貼り合わせ、配線基板を構成している。図４５では、搭載されている半導体チ
ップを点線で示している。本図に示す場合、配線基板１００Ａをダイシングにより切断し
て個片化することにより、チップ内蔵基板を製造することができる。
【０２３４】
　また、大型の配線基板１００Ａと大型の配線基板２００とを貼り合わせて、配線基板１
００Ａ，２００の双方をダイシングにより切断して個片化することでチップ内蔵基板を製
造してもよい。
【０２３５】
　また、大型の基板同士を組み合わせる場合には、特に基板の周縁部での位置ずれの量が
大きくなる場合がある。一方で、図４５に示したように、大型の配線基板１００Ａ上に、
個片化された配線基板２００を載置する場合には、配線基板２００の載置に時間を要して
しまう懸念がある。
【０２３６】
　そこで、図４６に示すように、大型の配線基板１００Ａ上に、例えばチップ内蔵基板が
２個形成可能となるような大きさ（いわゆる２個取り用）の配線基板２００を載置して貼
り合わせる方法により、チップ内蔵基板を製造してもよい。この場合、配線基板１００Ａ
と配線基板２００とをダイシングにより個片化することでチップ内蔵基板を製造すること
ができる。なお、図４５では、搭載されている半導体チップと、１つのチップ内蔵基板と
なる部分を点線で示している。
【０２３７】
　図４６に示した方法においては、大型の基板同士を貼り合わせる場合に比べて貼り合わ
せられる基板同士での位置ずれの影響を小さくすることが可能であり、かつ、個片化され
た配線基板を載置する場合に比べて基板の載置にかかる時間を短縮することが可能である
。
【０２３８】
　また、載置される基板は、チップ内蔵基板が２個形成可能となるような大きさ（２個取
り用）に限定されず、チップ内蔵基板が４個形成可能となるような大きさ（４個取り用）
や、チップ内蔵基板が６個形成可能となるような大きさ（６個取り用）とするなど、様々
に変更することが可能である。
【０２３９】
　以上、本発明を好ましい参考例及び実施例について説明したが、本発明は上記の特定の
参考例及び実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した要旨内において
様々な変形・変更が可能である。
【０２４０】
　本国際出願は、２００５年１２月１４日に出願した日本国特許出願２００５－３６０５
１９号、および、２００６年４月２１日に出願した日本国特許出願２００６―１１７６１
８号に基づく優先権を主張するものであり、２００５－３６０５１９号、および、２００
６―１１７６１８号の全内容を本国際出願に援用する。
【産業上の利用可能性】
【０２４１】
　本発明は、生産の歩留まりが良好であって、内蔵される半導体チップに接続される多層
配線の信頼性が高いチップ内蔵基板の製造方法に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２４２】
【図１Ａ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図１Ｂ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図１Ｃ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図１Ｄ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
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【図１Ｅ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図１Ｆ】参考例１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その６）である。
【図２Ａ】参考例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２Ｂ】参考例２によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図３】参考例３によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図４Ａ】参考例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図４Ｂ】参考例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図４Ｃ】参考例４によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図５Ａ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図５Ｂ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図５Ｃ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図５Ｄ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図５Ｅ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図５Ｆ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その６）である。
【図５Ｇ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その７）である。
【図５Ｈ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その８）である。
【図５Ｉ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その９）である。
【図５Ｊ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１０）である。
【図５Ｋ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１１）である。
【図５Ｌ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１２）である。
【図５Ｍ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１３）である。
【図５Ｎ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１４）である。
【図５Ｏ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１５）である。
【図５Ｐ】参考例５によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１６）である。
【図６Ａ】参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図６Ｂ】参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図６Ｃ】参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図６Ｄ】参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図６Ｅ】参考例６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図７】参考例７によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図８】参考例８によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図９】参考例９によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１０】参考例１０によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１１】参考例１１によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１２】参考例１２によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１３】参考例１３によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１４】参考例１４によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１５】参考例１５によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１６】参考例１６によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１７】参考例１７によるチップ内蔵基板を示す図である。
【図１８】参考例１７によるチップ内蔵基板の接続部分を示す図である。
【図１９Ａ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図１９Ｂ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図１９Ｃ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図１９Ｄ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その４）である。
【図１９Ｅ】図１７に示したチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その５）である。
【図２０】参考例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２１Ａ】参考例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図２１Ｂ】参考例１８によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その３）である。
【図２２】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その１）である。



(83) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

【図２３】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その２）である。
【図２４】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その３）である。
【図２５】配線基板の貼り合わせの方法を示す図（その４）である。
【図２６】参考例２０によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２７】参考例２０によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図２８】参考例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図２９】参考例２１によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【図３０】参考例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３１】参考例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３２】参考例２２によるチップ内蔵基板を示す図（その３）である。
【図３３】参考例２３によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３４】参考例２３によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３５】参考例２４によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３６】参考例２４によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３７】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その１）である。
【図３８】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その２）である。
【図３９】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その３）である。
【図４０】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その４）である。
【図４１】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その５）である。
【図４２】参考例２５によるチップ内蔵基板を示す図（その６）である。
【図４３Ａ】絶縁層の形成方法を示す図（その１）である。
【図４３Ｂ】絶縁層の形成方法を示す図（その２）である。
【図４４Ａ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その１）である。
【図４４Ｂ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その２）である。
【図４４Ｃ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その３）である。
【図４４Ｄ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その４）である。
【図４４Ｅ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その５）である。
【図４４Ｆ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その６）である。
【図４４Ｇ】絶縁層の別の形成方法を示す図（その７）である。
【図４５】参考例２６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その１）である。
【図４６】参考例２６によるチップ内蔵基板の製造方法を示す図（その２）である。
【符号の説明】
【０２４３】
　１００，１００Ａ，２００，４００，５００，８００，９００　　基板
　３００，３００Ａ，３００Ｂ，３００Ｃ，３００Ｄ，３００Ｅ，３００Ｆ，３００Ｇ，
３００Ｈ，３００Ｉ，３００Ｊ，３００Ｋ，３００Ｌ，３００Ｍ，３００Ｎ　　チップ内
蔵基板
　１０１，２０１，３０１　　コア基板
　１０２，２０２，３０２　　ビアプラグ
　１０３Ａ，１０３Ｂ，２０３Ａ，２０３Ｂ，３０３Ａ，３０３Ｂ　　パターン配線
　１０４Ａ，１０４Ｂ，２０４Ａ，２０４Ｂ，３０４Ａ，３０４Ｂ　　ソルダーレジスト
層
　１０５Ａ，１０５Ｂ，２０５Ａ，２０５Ｂ，３０５Ａ，３０５Ｂ　　接続層
　１０６　　開口部
　１０７，４０７，４０９，５０７，５０９　　接続層
　１０８，４１１，５１１　　バンプ
　１０９，４１０Ａ，５１０Ａ　　アンダーフィル
　１１０，３０７，３０９，４１０，５１０　　半導体チップ
　１１１，２０６，２０７，３１３，４１３，５１０　　半田ボール
　４０１，５０１　　支持基板
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　４０２，５０２　　接続層
　４０３，５０３　　絶縁層
　４０５，４０８，５０５，５０８　　配線部
　４０５ａ，４０８ａ，５０５ａ，５０８ａ　　ビアプラグ
　４０５ｂ，４０８ｂ，５０５ｂ，５０８ｂ　　パターン配線
　４１２，５１２　　ソルダーレジスト層
　ＳＰ１，ＳＰ２　　スペーサ
　ＰＳ１，ＰＳ２，ＰＳ３，ＰＳ４　　ポスト
　ＡＤ１，ＡＤ２，ＡＤ３　　接続層
　ＢＰ１，ＢＰ２，ＢＰ３　　バンプ
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図５Ｄ】 【図５Ｅ】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９Ｃ】 【図１９Ｄ】
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【図２１Ａ】 【図２１Ｂ】

【図２２】 【図２３】



(98) JP WO2007/069606 A1 2007.6.21

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】 【図３３】
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【図３６】 【図３７】

【図３８】 【図３９】
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【図４０】
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【図４４Ｃ】 【図４４Ｄ】
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【図４４Ｅ】 【図４４Ｆ】

【図４４Ｇ】 【図４５】
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