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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電気相互接続性能を向上させたスタック式配列
での複数ダイの埋め込み型チップの製作方法を提供する
。
【解決手段】埋め込み型チップパッケージ（ＥＣＰ）１
０の各々のラミネーションスタックがビア２８をその内
部に有する複数の再分配層１４を含む。ＥＣＰ１０はラ
ミネーションスタック内に埋め込まれた複数のチップパ
ッド３０と、該ラミネーションスタックに取り付けられ
、第１のチップ２６を基準として垂直方向に積み重ねら
れている、各々が複数のチップパッド３０を有する第２
のチップ６２と、ラミネーションスタックの最外側再分
配層８２上に位置決めされた入力／出力（Ｉ／Ｏ）シス
テム８６と、第１及び第２のチップをＩ／Ｏシステムに
接続し、隣接する再分配層１４上の金属相互接続３４あ
るいは第１または第２のチップ上のチップパッド３０と
で直接の金属接続を形成するビア２８を通過して延びる
複数の金属相互接続３４を含む。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ラミネーションスタックを形成するように垂直方向に互いに接合させている、その各々
が複数のビア（２８）をその内部に形成させて含む複数の再分配層（１４）と、
　前記ラミネーションスタック内に埋め込まれた複数のチップパッド（３０）を備えてい
る第１のチップ（２６）と、
　前記ラミネーションスタックに取り付けられると共に第１のチップ（２６）を基準とし
て垂直方向に積み重ねられている、複数のチップパッド（３０）を備えた第２のチップ（
６２）と、
　前記ラミネーションスタックの最外側再分配層（８２）上に位置決めされた入力／出力
（Ｉ／Ｏ）システム（８６）と、
　前記Ｉ／Ｏシステム（８６）に電気的に結合されると共に前記第１のチップ及び第２の
チップを該Ｉ／Ｏシステム（８６）に電気的に接続するように構成された複数の金属相互
接続（３４）であって、該複数の金属相互接続（３４）の各々は隣接する再分配層（１４
）上の金属相互接続（３４）と第１のチップ（２６）または第２のチップ（６２）上のチ
ップパッド（３０）のうちの一方とで直接の金属接続を形成するように対応するビア（２
８）を通過して延びている複数の金属相互接続（３４）と、
を備える埋め込み型チップパッケージ（１０）。
【請求項２】
　前記複数の再分配層（１４）のそれぞれの間に付着させた接着剤層（２４）をさらに備
える請求項１に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項３】
　前記複数の金属相互接続（３４）の一部分は最外側再分配層（８２）の外側表面上まで
延びている、請求項１に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項４】
　前記最外側再分配層（８２）は最上部再分配層と最底部再分配層のうちの少なくとも一
方を備えており、かつ前記Ｉ／Ｏシステム（８６）は複数の金属相互接続（３４）の前記
部分上に位置決めされている、請求項３に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項５】
　前記ラミネーションスタックの別の最外側再分配層（９０）上で前記複数の金属相互接
続（３４）の一部分に取り付けられたコンデンサ、インダクタ及び抵抗器（８８）のうち
の少なくとも１つをさらに備える請求項１に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項６】
　前記ラミネーションスタックの前記別の最外側再分配層（９０）に取り付けられたヒー
トスプレッダ（９２）をさらに備える請求項５に記載の埋め込みチップパッケージ（１０
）。
【請求項７】
　前記複数の再分配層（１４）は、
　第１の方向を向いた第１の表面と該第１の方向と反対の第２の方向を向いた第２の表面
とを有する中央再分配層（１６）と、
　前記中央再分配層（１６）の第１の表面に接着されると共に第１の方向に延び出してい
る少なくとも１つの第１の追加的な再分配層（３８）と、
　前記中央再分配層（１６）の第２の表面に接着されると共に第２の方向に延び出してい
る少なくとも１つの第２の追加的な再分配層（４０）と、を備えており、
　中央再分配層（１６）の第１の表面に接着された前記少なくとも１つの第１の追加的な
再分配層（３８）の各々は複数のビア（２８）と該ビア（２８）を通過すると共に中央再
分配層（１６）の反対方向を向いた第１の追加的な再分配層（３８）の表面上まで延びて
いる複数の金属相互接続（３４）を備えており、
　中央再分配層（１６）の第２の表面に接着された前記少なくとも１つの第２の追加的な
再分配層（４０）の各々は複数のビア（２８）と該ビア（２８）を通過すると共に中央再



(3) JP 2010-212683 A 2010.9.24

10

20

30

40

50

分配層（１６）の反対方向を向いた第２の追加的な再分配層（４０）の表面上まで延びて
いる複数の金属相互接続（３４）を備えている、請求項１に記載の埋め込みチップパッケ
ージ（１０）。
【請求項８】
　前記複数の再分配層（１４）の一部分はその内部に形成されたチップ開口部（４２）を
含んでおり、複数の再分配層の該部分の対応する再分配層内のチップ開口部（４２）はそ
の内部に第１のチップ（２６）と第２のチップ（６２）のうちの一方を受け容れるような
サイズとなっている、請求項１に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項９】
　チップ開口部（４２）をその内部に形成させて有する再分配層（１４）の各々は、その
チップ開口部内に位置決めされるチップの厚さと概ね等しい厚さを有している、請求項８
に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【請求項１０】
　前記第１のチップ（９８）の非作用面は第２のチップ（１００）の非作用面に接着され
ている、請求項１に記載の埋め込みチップパッケージ（１０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、全般的には集積回路パッケージに関し、またさらに詳細には、チ
ップ結合パッドまたは電気構成要素接続パッドに対する直接の低抵抗金属相互接続を用い
、これによりデバイス速度をより高め、パワー消費をより低くしかつサイズをより小さく
することを可能にする埋め込み型チップビルドアップに関する。埋め込み型チップパッケ
ージは、複数のチップまたは電子構成要素をスタック式配列で有するように製造すること
が可能である。これらの複数のチップまたは電子構成要素は、複数のラミネート再分配層
を通るようにルート設定された金属相互接続によって入力／出力システムと電気的に接続
させている。
【背景技術】
【０００２】
　集積回路は益々小型化していると共に得られる動作性能が向上しているため、集積回路
（ＩＣ）パッケージングのためのパッケージング技術はこれに従って、有鉛パッケージン
グから、ラミネートベースのボールグリッドアレイ（ＢＧＡ）パッケージングへ、チップ
スケールパッケージング（ＣＳＰ）へと進化し、さらにフリップチップパッケージへ、ま
た現在では埋め込み型チップビルドアップパッケージングへと進化して来た。ＩＣチップ
パッケージング技術の進歩は、より良好な動作性能、より高度な小型化及び信頼性の向上
を達成するための絶えず向上し続けるニーズにより駆り立てられている。新たなパッケー
ジング技術ではさらに、大規模の製造によってスケールメリットを可能にする目的でバッ
チ生産の実現可能性を提供できなければならない。
【０００３】
　複数のスタック式チップを組み込んだチップスケールパッケージでは、そのチップは典
型的にはサブストレートにワイヤ結合されており、このため電気抵抗、インダクタンス及
びキャパシタンスが大きく、デバイス速度の劣化やパワー消費の増加が生じる。フリップ
チップダイは容易に３Ｄスタックにすることが不可能であり、またその大部分が大きなパ
ッケージ面積またはパッケージスタック構成を用いるような横に並べた平面状ダイ配列に
限定されており、このため３Ｄ構造が嵩高となる。順番にスタック状にしワイヤ結合させ
たチップは単独パッケージチップとして事前テストすることが不可能であり、デバイスの
最終テストロスと生産コストを増加させる組み上げ歩留まりロスが複合される。
【０００４】
　ＩＣチップパッケージング要件の進歩はまた、既存の埋め込み型チップビルドアップ処
理過程に対して問題を提起する。すなわち、目下の多くの埋め込み型チップパッケージで
は、８層以上の再分配層を共有するように再分配層の数を増加させることが望ましい。１
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つまたは複数のダイが初めにＩＣサブストレート上に配置されておりこれに続いて再分配
層を１層ごとに付着させるような標準的な埋め込み型チップビルドアップ処理過程は、再
ルート設定／相互接続システムの反り（ｗａｒｐａｇｅ）に繋がり、これにより成形によ
るエポキシ応力バランス層や金属補強材（ｓｔｉｆｆｅｎｅｒ）の利用が必要となる可能
性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第７１２２４０３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、電気相互接続性能を向上させたスタック式配列での複数ダイの利用を可能
にするような埋め込み型チップの製作方法が必要とされている。さらに製造サイクルタイ
ムをより短縮させると共に、補強材を使用せずにパッケージの反りを最小限にしながら複
数の再分配層の利用を可能にさせるような埋め込み型チップ製作が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、埋め込み型チップパッケージ内のチップまたは電気構成要素がス
タック式配列で設けられていると共に直接金属接続によって入力／出力（Ｉ／Ｏ）システ
ムに接続されているようなチップ製作方法を提供することによって上述の欠点を克服して
いる。金属相互接続をその内部に有するパターン形成した複数のラミネート層が、チップ
または電子構成要素の各々をＩ／Ｏシステムに直接接続させている。
【０００８】
　本発明の一態様における埋め込み型チップパッケージは、ラミネーションスタックを形
成するように垂直方向で互いに接合させた複数の再分配層を含んでおり、この各再分配層
はその内部に形成された複数のビアを含む。本埋め込み型チップパッケージはさらに、ラ
ミネーションスタック内に埋め込まれた複数のチップパッドを備える第１のチップと、ラ
ミネーションスタックに対して取り付けられると共に第１のチップに対する垂直方向で重
ね合わせた複数のチップパッドを備える第２のチップと、ラミネーションスタックの最外
側再分配層上に位置決めされた入力／出力（Ｉ／Ｏ）システムと、を含む。本埋め込み型
チップパッケージはさらに、Ｉ／Ｏシステムに電気的に結合されると共にＩ／Ｏシステム
に対して第１のチップ及び第２のチップを電気的に接続するように構成された複数の金属
相互接続を含んでおり、該複数の金属相互接続の各々は対応するビアを通過して延び、隣
接する再分配層上の金属相互接続と第１または第２のチップ上のチップパッドとのうちの
一方とで直接金属接続を形成している。
【０００９】
　本発明の別の態様による埋め込み型チップパッケージを形成する方法は、当初のポリマ
ーラミネート層と、これに対して確保されたその上にチップパッドを有する第１のチップ
と、を設ける工程を含む。本方法はさらに、該当初ポリマーラミネート層を複数のビア及
び複数の金属相互接続を含むようにパターン形成する工程であって該複数の金属相互接続
の一部分は対応するビアを通過して下方向に延びると共に第１のチップ上のチップパッド
に対して直接金属化されているパターン形成工程と、追加的なチップを設ける工程と、そ
の一部分が第１のチップと追加的チップのうちの一方の配置のためにその内部に形成され
たチップ開口部を含む複数の追加的なポリマーラミネート層を設ける工程と、を含む。本
方法はさらに、追加的なチップ及び複数の追加的なポリマーラミネート層の各々を当初ポ
リマーラミネート層に選択的に結合させる工程と、複数の追加的なポリマーラミネート層
の各々の該結合の後で複数のビア及び複数の金属相互接続を含むように追加的なポリマー
ラミネート層を選択的にパターン形成する工程であって該複数の金属相互接続の各々は対
応するビアを通過して延びると共に隣接するポリマーラミネート層上の金属相互接続と追
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加的なチップ上のチップパッドのうちの一方に対して直接金属化されているパターン形成
工程と、を含む。本方法はさらに、複数の追加的なポリマーラミネート層の最外側のポリ
マーラミネート層上の金属相互接続に対して複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）接続を電気的に
結合する工程であって該Ｉ／Ｏ接続は複数の金属相互接続を介して第１のチップとかつ追
加的なチップとに電気的に接続されている結合工程を含む。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様によるウェハレベルパッケージを製造するための方法は、その
各々がその上に形成されたチップパッドを有する複数のチップを設ける工程と、その一部
分の各々が複数のチップのうちの１つをその内部に配置するためにその内部に形成された
チップ開口部を含むような複数のポリマーラミネート層を設ける工程と、を含む。本方法
はさらに、複数のチップ及び複数のポリマーラミネート層を用いてウェハレベルパッケー
ジを組み上げる工程を含んでおり、ウェハレベルパッケージの該組み上げ工程は、当初の
ポリマーラミネート層に第１のチップを付着させる工程と、複数のビア及び複数の金属相
互接続を含むように該当初ポリマーラミネート層をパターン形成する工程であって該複数
の金属相互接続の各々は当初ポリマーラミネート層を第１のチップと電気的に結合させる
ように対応するビアを通過して下方向に延びているパターン形成工程と、を含む。ウェハ
レベルパッケージの該組み上げ工程はさらに、スタック式配列の形で追加的なポリマーラ
ミネート層及び追加的なチップを当初ポリマーラミネート層及び第１のチップに選択的に
付着させる工程と、追加的な各ポリマーラミネート層を付着させた時点で複数のビア及び
該ビアを通過して下方向に延びる複数の金属相互接続を形成するように追加的なポリマー
ラミネート層をパターン形成する工程であって追加的なポリマーラミネート層の各々内の
金属相互接続は当該ポリマーラミネート層を事前に付着させた追加的なポリマーラミネー
ト層または事前に付着させた追加的なチップに電気的に結合させているパターン形成工程
と、を含む。
【００１１】
　これらの利点及び特徴、並びにその他の利点及び特徴は、添付の図面に関連して提供し
た本発明の好ましい実施形態に関する以下の詳細な説明を読むことによってより容易に理
解できよう。
【００１２】
　図面では、本発明を実施するために目下のところ企図される実施形態を図示している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による複数の埋め込み型チップパッケージの上面図である。
【図２】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図３】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図４】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図５】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図６】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図７】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図８】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図９】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間におけ
る埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図１０】本発明の一実施形態による製造／ビルドアップ処理過程の様々な段階の間にお
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ける埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図である。
【図１１】本発明の別の実施形態による埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図で
ある。
【図１２】本発明の別の実施形態による埋め込み型チップパッケージの側面断面概要図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は埋め込み型チップパッケージを形成する方法を提供する。この埋め込み型チッ
プパッケージは、パターン形成したラミネート再分配層を用い、かつ該パターン形成した
層を基準としてチップまたは電気構成要素を配置させることによって製造される。埋め込
み型チップパッケージ内のチップ／電気構成要素は、スタック式配列で設けられると共に
、パターン形成したラミネート再分配層内に形成した金属相互接続により提供される直接
金属接続を通じて入力／出力（Ｉ／Ｏ）システムに接続される。
【００１５】
　本発明の実施形態は、複数のパターン形成したラミネート再分配層内部に埋め込まれる
と共に３Ｄスタック式配列で配列させた複数のチップ（すなわち、ダイ）及び／または電
気構成要素をその内部に含むような埋め込み型チップパッケージ（ＥＣＰ）のビルドアッ
プを目的としている。ＥＣＰ内に埋め込まれるこれらのチップ及び／または電気構成要素
については以下で図１～１２の実施形態において特にチップとして言及することになるが
、ＥＣＰ内においてチップに代えて別の電気構成要素とすることが可能であり、したがっ
て本発明の実施形態はＥＣＰ内のチップ／ダイのスタック構成にのみ限定されるものでは
ない。すなわち、以下に記載するＥＣＰ実施形態内でのチップの使用はさらに、ＥＣＰ内
にスタック式配列で設けることが可能な抵抗器、コンデンサ、インダクタ、または同様の
別のデバイスなどの別の電気構成要素を包含するものと理解すべきである。
【００１６】
　図１を参照すると、本発明の例示的な一実施形態による複数の製造されたＥＣＰ１０ま
たは埋め込み型チップモジュールを表している。各ＥＣＰ１０は、複数の再分配層１４（
すなわち、ラミネート層）と接続させ、またその中に埋め込んだ１つまたは複数のチップ
１２（すなわち、ダイ）を含む。各チップ１２は、シリコンやＧａＡｓなどの半導体材料
から形成されると共に、集積回路（ＩＣ）レイアウトがその表面上に形成されるように作
成されている。複数の再分配層１４の各々は、チップ（複数のこともある）１２を基準と
して配置できる事前形成のラミネートシートまたは薄膜の形態をとる。再分配層１４は、
Ｋａｐｔｏｎ（商標）、Ｕｌｔｅｍ（商標）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）
、あるいは液晶ポリマー（ＬＣＰ）やポリイミド材料などの別のポリマー薄膜から形成す
ることができる。図１に示すように各ＥＣＰ１０は、隣接するＥＣＰ１０同士のエリア内
で再分配層１４を方形切断（ｄｉｃｉｎｇ）することによって形成される。
【００１７】
　図２～１０を参照すると、本発明の一実施形態による複数の埋め込み型チップパッケー
ジ（ＥＣＰ）１０を製造するための技法を示している。図２に示すように、この埋め込み
型チップビルドアップ処理過程は、追加的な製造工程をその上で実行できるようにフレー
ム１８上に設け装着された当初の再分配層１６の完全なフレームで開始される。上で示し
たように当初再分配層１６は、Ｋａｐｔｏｎ（商標）、Ｕｌｔｅｍ（商標）、ポリテトラ
フルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、または別のポリマー／ポリイミド薄膜など柔軟なポリマ
ーラミネート層の形態をとると共に、複数のＥＣＰ１０をこれから生産できるようなサイ
ズとしている。当初再分配層１６は、その上の事前パターン形成されたエリア２０とパタ
ーン未形成のエリア２２とを含んでおり、このパターン未形成のエリア２２はチップをそ
こに配置させるためのチップエリアに対応している。
【００１８】
　当初再分配層１６の完全フレームの一部分を図３Ａ～３Ｂに表している。本発明の一実
施形態ではその当初再分配層１６は、図３Ａに示すように事前パターン形成のエリア２０
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内で複数の基本金属相互接続１８をその上に形成して有する「事前パターン形成の」層と
して提供されている。当初再分配層１６の一方の面には接着剤層２４を付着させており、
またパターン未形成のエリア２２内には１つのチップ２６（すなわち、第１のチップ）が
配置される。本発明の例示的な一実施形態では、チップ２６は、そのチップの全厚が当初
の再分配層１６及び／または引き続き付着させる再分配層の厚さの概ね１～３倍となるよ
うに寸法低減した厚さを有する。この「超薄型」チップ２６はしたがって、ＥＣＰ１０全
体の厚さと比べてかなり小さい厚さを有することになる（これについては、以下の図で示
すことにする）。
【００１９】
　図３Ｂに示すように、チップ２６を付着させた後で当初再分配層１６はさらに、再分配
層を形成するポリマー材料を貫通してきりもみされた複数のビア２８を形成するようにパ
ターン形成される。ビア２８は、基本金属相互接続１８を曝露させるように基本金属相互
接続１８に対応する位置に形成される。追加的なビア２８をチップ上のパッド３０に至る
まできりもみし、これらのパッドを曝露させている。例示的な一実施形態ではそのビア２
８は、レーザーアブレーションまたはレーザーきりもみ処理過程を通じて形成される。別
法としてビア２８は、プラズマエッチング、フォト－デフィニション（ｐｈｏｔｏ－ｄｅ
ｆｉｎｉｔｉｏｎ）または機械的なきりもみ処理過程を含む別の方法を通じて形成させる
こともあることを理解されたい。次いで再分配層１６上に、例えばスパッタリングや電気
めっき処理過程を通じて金属層／材料３２（例えば、シード金属及び／または銅）を付着
させ、さらにこれを金属相互接続３４になるように形成させる。本発明の一実施形態では
金属層／材料３２は、当初の再分配層１６の前面／上面３６からビア２８を通って下に延
びた金属相互接続３４が形成されるようにパターン形成されエッチングされる。したがっ
て金属相互接続３４によって、基本金属相互接続１８との電気接続、及びチップパッド３
０に対する直接の金属及び電気的接続が形成される。
【００２０】
　ここで図４を参照すると製造技法の次の工程では、当初再分配層１６上に追加的な再分
配層３８、４０がラミネート形成される。追加的な再分配層３８、４０は、当初再分配層
１６の前面と背面のそれぞれに付着させた未切断の再分配層３８と事前切断の再分配層４
０を含む。当初の再分配層１６に対するそのラミネーションの前に、事前切断の再分配層
を通過するように１つのチップ開口部４２（または、複数のチップ開口部）が形成される
。チップ開口部４２は、その中に配置させるチップ（すなわち、チップ２６）のサイズ及
び形状と本質的に整合したサイズ及び形状としている。図４に示すように、得られた事前
切断の再分配層４０の形状は「窓枠」構造の形状となる。図４にはチップ２６の厚さと整
合した厚さを有する単一の層として事前切断の再分配層４０を図示しているが、単一の事
前切断再分配層４０ではなくチップ２６の全体厚と整合した全体厚を有する複数の（例え
ば、２または３層の）再分配層を付着させることも可能であることを理解されたい。
【００２１】
　図４に示すように、未切断再分配層３８と事前切断再分配層４０のそれぞれには、ラミ
ネーション、スピン、またはスプレー処理過程などによって当初再分配層１６に添着させ
る面上に接着剤層２４を付着させている。したがって本発明の例示的な一実施形態では、
当初再分配層１６が「中央（ｃｅｎｔｒａｌ）」再分配層を形成しており、また当初再分
配層１６の前面／上面３６と背面／底面４４の両方に追加的な再分配層３８、４０を付着
させている。こうした両面型ラミネーション処理過程は、当初再分配層１６に加えられる
応力を低減しその反りを防止する役割をする。図４に示すように事前切断再分配層４０は
、当初再分配層１６と比較して厚さが増加している。一実施形態では事前切断再分配層４
０は、チップ２６の背面／底面４６が事前切断再分配層４０の背面／底面４８と整列する
ようにチップ２６の厚さに等しい厚さを有する。
【００２２】
　ここで図５を参照すると、追加的な再分配層３８、４０のそれぞれの中に複数のビア２
８が形成されている。さらにビア２８を通過してかつ各追加的な再分配層３８、４０を通
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って下方向に延びるように金属相互接続３４が形成され／パターン形成されており、これ
により追加的な再分配層３８、４０の各々が当初再分配層１６に電気的に接続されている
。図５に示すように、当初再分配層１６の前面／上面３６から第１の方向５０に延び出て
いる未切断再分配層３８の場合、ビア２８は第１の方向５０と反対の第２の方向５２から
形成される（すなわち、きりもみされる、レーザーアブレーションされる）。すなわち、
未切断再分配層３８内のビア２８は上から下で形成される。逆に、当初再分配層１６の背
面／底面４４から第２の方向５２に延び出ている事前切断再分配層４０の場合、ビア２８
は第１の方向５０からきりもみされる。すなわち、事前切断再分配層４０内のビア２８は
下から上できりもみされる。
【００２３】
　図６に示すように、製造技法の次の工程において当初再分配層１６にまた再分配層３８
、４０に対して、パターン未形成の事前切断再分配層５６及びパターン未形成の未切断再
分配層５８の形態をとるさらなる再分配層５６、５８が追加される。事前切断再分配層５
６と未切断再分配層５８のそれぞれには結合用材料を提供するために接着剤層２４を付着
させる。事前切断再分配層５６は、当初再分配層１６の前面／上面３６から第１の方向５
０に延び出ている再分配層３８上に付着される／ラミネート形成される。未切断再分配層
５８は、当初再分配層１６の背面／底面４４から第２の方向５２に延び出ている再分配層
４０上にまたチップ２６の背面／底面４６上に付着される／ラミネート形成される。製造
過程／技法の次の工程では図７に示すように、追加的な再分配層５６、５８のそれぞれの
中に複数のビア２８が形成される。ビア２８を通過しかつ各追加的な再分配層５６、５８
を通って下方向に延びるようにさらに金属相互接続３４が形成され／パターン形成され、
これにより追加的な再分配層５６、５８の各々が事前に付着させた再分配層３８、４０に
また当初再分配層１６に電気的に接続される。
【００２４】
　ここで図８を参照すると本発明の例示的な一実施形態では、ＥＣＢＵ処理過程の次の工
程において追加的な超薄型チップ６０、６２が追加される。上部チップ６０と底部チップ
６２のそれぞれは接着剤層２４を介して追加的な再分配層６４、６６に取り付けられる。
図８に示すように上部チップ６０は未切断でパターン未形成の再分配層６４に対して、既
存の埋め込み型チップアセンブリ７０と対面したその表面６８上で付着させている。接着
剤層２４及び再分配層６４の上に上部チップ６０をこれに対して確保するようにチップ６
０を配置した後で、真空ラミネーション及び圧力焼付硬化（ｂａｋｅ　ｃｕｒｉｎｇ）処
理過程を実行することが可能である。次いで、上部チップ６０の底面７２及び再分配層６
４の表面６８に対して、引き続いて埋め込み型チップアセンブリ７０に対して上部チップ
／再分配層構造６０、６４を配置できるように接着剤層２４を付着させている。
【００２５】
　上部チップ／再分配層構造６０、６４の作成及び配置の前、その途中またはその後に、
未切断のパターン未形成再分配層６６に対して埋め込み型チップアセンブリ７０の反対方
向にあたるその表面７４上に（接着剤２４を介して）底部チップ６２を付着させている。
接着剤層２４及び再分配層６６の上にこれに対して底部チップ６２を確保するようにして
底部チップ６２を配置した後には、真空ラミネーション及び圧力焼付硬化処理過程を実行
することができる。底部チップ６２を再分配層６６に対して確保した後、その内部の複数
のビア２８及び該ビア２８を通過して底部チップ６２上のパッド３０まで下方向に延びる
金属相互接続３４を形成するように再分配層６６がパターン形成される。すなわち金属相
互接続３４はパッド３０まで下方向に延び、底部チップ６２のチップパッド３０に対する
直接の金属及び電気的接続が形成される。
【００２６】
　次いで、再分配層６６の埋め込み型チップアセンブリ７０と対面する表面７６に対して
、引き続いて底部チップ／再分配層構造６２、６６を埋め込み型チップアセンブリ７０に
配置できるようにする接着剤層２４を付着させている。再分配層６４、６６の追加的なパ
ターン形成及びさらなる再分配層７８の配置は、図９に示すようにしてアセンブリに対し
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て実行される。この追加的なパターン形成には、再分配層６４のパターン形成が含まれて
おり、金属相互接続３４は、ビア２８を下方向に通過して延びて上部チップ６０のチップ
パッド３０への直接の金属及び電気接続を形成するようにパターン形成／エッチングされ
る。アセンブリ７０に対しては任意の数の追加的な再分配層７８を後から追加することが
できることを理解されたい。再分配層の追加的なパターン形成及び配置によってＥＣＰ１
０の設計要件に基づいて決定されるようなアセンブリ内でのさらなるルート設定が可能と
なる。
【００２７】
　ここで図１０を参照するとＥＣＢＵ処理過程の次の工程では、はんだマスク層８０を最
外側再分配層８２に付着させる。最外側再分配層８２上のはんだマスクによって複数の入
力／出力（Ｉ／Ｏ）相互接続８４の接続が可能となる。本発明の一実施形態では図１０に
示すように、Ｉ／Ｏシステム相互接続８６を形成するために最上部再分配／ラミネート層
８２上のはんだマスクにＩ／Ｏ相互接続８４を付着させている。一実施形態ではＩ／Ｏ相
互接続８４は、はんだマスクに対してはんだ付けされたボール（すなわち、はんだボール
）として形成されている。しかし、めっき付けバンプ、ピラー（ｐｉｌｌａｒ）バンプ、
ゴールドスタッドバンプ、金属充填ポリマーバンプ、またはワイヤ結合接続／パッドなど
、ＥＣＰ１０とこれを取り付ける先のマザーボード（図示せず）との間に高信頼性の接続
の形成が可能となるような別の形態のＩ／Ｏ相互接続８４を取り付けることが可能である
ことも想定される。
【００２８】
　複数の再分配層により提供される金属相互接続３４の再分配は、ＥＣＰ１０の最上面上
に形成されるＩ／Ｏ相互接続８４の数を増大させることを可能にする。すなわち金属相互
接続３４の再分配によって、ＥＣＰ１０上で例えばはんだ接続８４をより密に充填するこ
とが可能となる。ＥＣＰ１０上のはんだ接続８４はしたがって、従来のはんだボールと比
較してピッチ及び高さが小さくなるように形成される。例えば、高さが１８０マイクロメ
ートルでありかつピッチが８０マイクロメートルのはんだ接続８４を形成することが可能
である。柔軟なポリマーラミネート形成／再分配層上にこうしたサイズではんだ接続８４
を形成すると、ＥＣＰ１０とこれを装着させる先のマザーボード（図示せず）との間の接
続継合応力が低下し、これによりさらに従来技術で実施されるのが典型的であるようなマ
ザーボードに対するＥＣＰ１０のはんだ付け後にはんだ接続８４、ＥＣＰ１０及びマザー
ボードの間に付着されることになるような過少充填の（ｕｎｄｅｒ－ｆｉｌｌｉｎｇ）エ
ポキシ混合物が不要となる。
【００２９】
　さらに図１０において分かるように本発明の一実施形態では、表面装着受動型デバイス
８８が別の最外側再分配層９０（すなわち、最底部再分配層）に取り付けられる。表面装
着デバイス８８は、例えば最外側再分配層９０上の金属相互接続３４の上にはんだ付けさ
れたコンデンサ、抵抗器またはインダクタの形態とすることが可能である。最外側再分配
層９０及び底部チップ６２に対してはさらにヒートスプレッダ９２を取り付け、ＥＣＰ１
０から熱を放散させている。ヒートスプレッダ９２は、最外側再分配層９０及び底部チッ
プ６２の背面９４に熱伝導性の接着剤２４によって接着された、例えば単一片や２片式の
銅プレートから形成されることがある。別法として、最外側再分配層９０に対して追加的
な再分配層を底部チップ６２（すなわち、チップ６２を受け容れるように追加的な再分配
層内に形成されたチップ開口部）の周りにおいて付着させ、ＥＣＰ１０が平坦な背面／底
面を有するようにし、これによりこれに対する追加的なＩ／Ｏシステム相互接続の配置／
接続を可能とさせることも可能であることを理解されたい。
【００３０】
　得られた図１０に示したＥＣＰ１０はしたがって、その内部にスタック式配列とした複
数のチップ２６、６０、６２を含んでおり、これらのチップの各々は金属相互接続３４を
通じてＩ／Ｏシステム相互接続８６に対する直接の金属及び電気接続を有している。チッ
プ２６、６０、６２は、スタック式チップ配列が垂直方向に形成されるように互いに垂直
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方向に重ね合わされている。上で示したように、ＥＣＰ１０内においてチップ２６、６０
、６２に代えて別の電気構成要素（抵抗器、コンデンサ、インダクタ、その他）とするこ
とが可能であること、並びにＥＣＰ１０内におけるこれら電気構成要素の３Ｄ配列とした
スタック構成は本発明の趣旨域内にあるものと考えられることを理解されたい。
【００３１】
　ここで図１１を参照すると本発明の別の実施形態では、互いに接着されてラミネート再
分配層１０２内部に埋め込まれた第１のチップ９８及び第２のチップ１００を有するＥＣ
Ｐ９６を表している。より具体的には、第１のチップ９８の非作用面１０４（すなわち、
背面）が第２のチップ１００の非作用面１０６に接着されている。
【００３２】
　図１２に示すように本発明の別の実施形態では、ＥＣＰ１０６は、共通の水平面内に配
列／付着させた第１のチップ１０８及び第２のチップ１１０を含む。図１２の実施形態で
は、第１及び第２のチップ１０８、１１０のそれぞれは単一再分配層１１２の厚さと整合
した厚さを有するが、チップ１０８、１１０はチップ１０８、１１０の全体厚と整合した
全体厚を有するような複数の（例えば、２または３層の）再分配層に等しい厚さを有する
ことも可能であることを理解されたい。第１及び第２のチップ１０８、１１０の各々は、
同じ水平面内に配列されるように再分配層１１２内に形成した単独の１つのチップ開口部
１１４内部に配置させている。複数のビア２８と該ビア２８を通過して下方向に延びる及
び金属相互接続３４は、金属相互接続が第１及び第２のチップ１０８、１１０のそれぞれ
の上のパッド３０まで延びるように再分配層１１２内にパターン形成される。すなわち金
属相互接続３４は、第１及び第２のチップ１０８、１１０のチップパッド３０に対する直
接の金属及び電気接続を形成するようにパッド３０まで下方向に延びている。第１及び第
２のチップ１０８、１１０を同一面（すなわち再分配層１１２）上に並べて埋め込むこと
によって、ＥＣＰ１０６内の再分配層の数の削減が可能となり、これがＥＣＰ１０６の全
体厚の低減及び関連する生産コストの削減に役立つ。
【００３３】
　本発明の追加的な実施形態では、そのＥＣＢＵ処理過程を追加的なチップ及び再分配層
を当初の再分配層及びチップからある方向にビルドアップさせるような単一面のビルドア
ップとして実行できることを理解されたい。さらに、ＥＣＰ内においてそのチップを図１
０及び１２のＥＣＰに示したものと比べてより多くしたり少なくしたりできることを理解
されたい。ＥＣＰの全体にわたるＥＣＰの外側面とパワー及び接地面の両方に対するＩ／
Ｏ接続などの別のフィーチャも想定される。
【００３４】
　本発明の追加的な実施形態では、上に記載したＥＣＰ１０の実施形態をフリップチップ
やワイヤ結合式チップと組み合わせても使用できることを理解されたい。上で示したＥＣ
Ｐの３Ｄスタック式チップ配列の実現形態をフリップチップまたはワイヤ結合式チップと
組み合わせて、チップパッケージの動作性能、小型化及び信頼性を従来のスタンドアロン
のフリップチップやワイヤ結合式チップと比べて向上させることが可能であり、さらにフ
リップチップやワイヤ結合式チップのスタック構成機能を向上させることが可能である。
【００３５】
　したがって、本発明の一実施形態における埋め込み型チップパッケージは、ラミネーシ
ョンスタックを形成するように垂直方向で互いに接合させた複数の再分配層を含んでおり
、この各再分配層はその内部に形成された複数のビアを含む。本埋め込み型チップパッケ
ージはさらに、ラミネーションスタック内に埋め込まれた複数のチップパッドを備える第
１のチップと、ラミネーションスタックに対して取り付けられると共に第１のチップに対
する垂直方向で重ね合わせた複数のチップパッドを備える第２のチップと、ラミネーショ
ンスタックの最外側再分配層上に位置決めされた入力／出力（Ｉ／Ｏ）システムと、を含
む。本埋め込み型チップパッケージはさらに、Ｉ／Ｏシステムに電気的に結合されると共
にＩ／Ｏシステムに対して第１のチップ及び第２のチップを電気的に接続するように構成
された複数の金属相互接続を含んでおり、該複数の金属相互接続の各々は対応するビアを
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通過して延び、隣接する再分配層上の金属相互接続と第１または第２のチップ上のチップ
パッドとのうちの一方とで直接金属接続を形成している。
【００３６】
　本発明の別の実施形態による埋め込み型チップパッケージを形成する方法は、当初のポ
リマーラミネート層と、これに対して確保されたその上にチップパッドを有する第１のチ
ップと、を設ける工程を含む。本方法はさらに、該当初ポリマーラミネート層を複数のビ
ア及び複数の金属相互接続を含むようにパターン形成する工程であって該複数の金属相互
接続の一部分は対応するビアを通過して下方向に延びると共に第１のチップ上のチップパ
ッドに対して直接金属化されているパターン形成工程と、追加的なチップを設ける工程と
、その一部分が第１のチップと追加的チップのうちの一方の配置のためにその内部に形成
されたチップ開口部を含む複数の追加的なポリマーラミネート層を設ける工程と、を含む
。本方法はさらに、追加的なチップ及び複数の追加的なポリマーラミネート層の各々を当
初ポリマーラミネート層に選択的に結合させる工程と、複数の追加的なポリマーラミネー
ト層の各々の該結合の後で複数のビア及び複数の金属相互接続を含むように追加的なポリ
マーラミネート層を選択的にパターン形成する工程であって該複数の金属相互接続の各々
は対応するビアを通過して延びると共に隣接するポリマーラミネート層上の金属相互接続
と追加的なチップ上のチップパッドのうちの一方に対して直接金属化されているパターン
形成工程と、を含む。本方法はさらに、複数の追加的なポリマーラミネート層の最外側の
ポリマーラミネート層上の金属相互接続に対して複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）接続を電気
的に結合する工程であって該Ｉ／Ｏ接続は複数の金属相互接続を介して第１のチップとか
つ追加的なチップとに電気的に接続されている結合工程を含む。
【００３７】
　本発明のさらに別の実施形態によるウェハレベルパッケージを製造するための方法は、
その各々がその上に形成されたチップパッドを有する複数のチップを設ける工程と、その
一部分の各々が複数のチップのうちの１つをその内部に配置するためにその内部に形成さ
れたチップ開口部を含むような複数のポリマーラミネート層を設ける工程と、を含む。本
方法はさらに、複数のチップ及び複数のポリマーラミネート層を用いてウェハレベルパッ
ケージを組み上げる工程を含んでおり、ウェハレベルパッケージの該組み上げ工程は、当
初のポリマーラミネート層に第１のチップを付着させる工程と、複数のビア及び複数の金
属相互接続を含むように該当初ポリマーラミネート層をパターン形成する工程であって該
複数の金属相互接続の各々は当初ポリマーラミネート層を第１のチップと電気的に結合さ
せるように対応するビアを通過して下方向に延びているパターン形成工程と、を含む。ウ
ェハレベルパッケージの該組み上げ工程はさらに、スタック式配列の形で追加的なポリマ
ーラミネート層及び追加的なチップを当初ポリマーラミネート層及び第１のチップに選択
的に付着させる工程と、追加的な各ポリマーラミネート層を付着させた時点で複数のビア
及び該ビアを通過して下方向に延びる複数の金属相互接続を形成するように追加的なポリ
マーラミネート層をパターン形成する工程であって追加的なポリマーラミネート層の各々
内の金属相互接続は当該ポリマーラミネート層を事前に付着させた追加的なポリマーラミ
ネート層または事前に付着させた追加的なチップに電気的に結合させているパターン形成
工程と、を含む。
【００３８】
　本発明について限られた数の実施形態に関連して詳細に記載してきたが、本発明が開示
したこうした実施形態に限定されないことは容易に理解できよう。それどころか本発明は
、ここまでに記載していないが本発明の精神及び趣旨に相応するような任意の数の変形形
態、修正形態、置換形態、等価形態の機構を組み込むように修正することが可能である。
さらに、本発明に関して様々な実施形態を記載しているが、本発明の態様は記載した実施
形態のうちの一部のみを含むこともあり得ることを理解すべきである。したがって、本発
明は上述の記述によって限定されるものと理解すべきではなく、添付の特許請求の範囲の
趣旨によってのみ限定されるものである。
【符号の説明】
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【００３９】
　１０　埋め込み型チップパッケージ（ＥＣＰ）
　１２　チップ／ダイ
　１４　再分配層
　１６　当初再分配層
　１８　フレーム
　２０　事前パターン形成エリア
　２２　パターン未形成エリア
　２４　接着剤層
　２６　チップ
　２８　ビア
　３０　チップパッド
　３２　金属層／材料
　３４　金属相互接続
　３６　当初再分配層の前面／上面
　３８　未切断の再分配層
　４０　事前切断の再分配層
　４２　チップ開口部
　４４　当初再分配層の背面／底面
　４６　チップ背面／底面
　４８　事前切断再分配層の背面／底面
　５０　第１の方向
　５２　第２の方向
　５６　パターン未形成の事前切断再分配層
　５８　パターン未形成の未切断再分配層
　６０　追加のチップ
　６２　追加のチップ
　６４　再分配層
　６６　再分配層
　６８　再分配層表面
　７０　埋め込み型チップアセンブリ
　７２　チップ底面
　７４　表面
　７６　表面
　７８　再分配層
　８０　はんだマスク層
　８２　最外側再分配層
　８４　入力／出力（Ｉ／Ｏ）相互接続
　８６　Ｉ／Ｏシステム相互接続
　８８　表面装着受動型デバイス
　９０　最外側再分配層
　９２　ヒートスプレッダ
　９４　背面
　９６　埋め込み型チップパッケージ（ＥＣＰ）
　９８　第１のチップ
　１００　第２のチップ
　１０２　再分配層
　１０４　非作用面
　１０６　非作用面
　１０８　第１のチップ
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　１１０　第２のチップ
　１１２　単一再分配層
　１１４　チップ開口部

【図１】

【図２】

【図３】
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