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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂を含む電気絶縁性基材からなるコア層と、当該コア
層の両面に形成された配線層と、当該コア層内に形成され、当該配線層同士を電気的に接
続するインナービアと、当該コア層内に内蔵された半導体素子とを有する半導体内蔵モジ
ュールであって、
　当該半導体素子がフリップチップ実装によりいずれか一方の配線層に接続されており、
　当該フリップチップ実装された半導体素子の機能素子形成面と配線層との間に封止樹脂
が位置し、当該封止樹脂の外縁の少なくとも一部が、当該半導体素子の外縁の内側に位置
して、前記フリップチップ実装された半導体素子と前記配線層とを接続する突起状電極の
うち、少なくとも１つの突起状電極が前記コア層を構成する材料で封止されている半導体
内蔵モジュール。
【請求項２】
　前記封止樹脂の外縁の全部が前記半導体素子の外縁の内側に位置する請求項１に記載の
半導体内蔵モジュール。
【請求項３】
　前記半導体素子が正方形または長方形であり、前記封止樹脂の外縁が、当該半導体素子
の外縁を構成する四辺のうち少なくとも一辺の内側に位置する請求項１に記載の半導体内
蔵モジュール。
【請求項４】
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　前記封止樹脂の側周面が前記コア層に含まれる熱硬化性樹脂と接している請求項１に記
載の半導体モジュール。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子が内蔵されている半導体内蔵モジュールとその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子機器の高性能化および小型化の要求に伴い、半導体の高密度化および高機能化
が要望されている。そのため半導体素子や部品を３次元的に実装し、実装面積を縮小する
３次元実装技術の開発が盛んに行われている。３次元実装は半導体素子間や部品間の電気
配線を短くすることができるので、高周波特性において優れるという利点を有する。以下
図面を参照しながら、従来の３次元実装技術を用いて製造した半導体内蔵モジュールの一
例を説明する。なお、本明細書において「モジュール」という用語は、単体として機能を
有する１つのデバイスだけでなく、１つのデバイスにおける一部の構成をも意味する用語
として使用される。
【０００３】
図１０に従来の３次元実装技術を用いて製造した半導体内蔵モジュールの断面図を示す。
図１０に示す半導体内蔵モジュールは、電気絶縁性基材からなるコア層１０１と、所定の
配線パターンに形成された配線層１０２と、コア層１０１の両側に位置する配線層１０２
同士を電気的に接続する、貫通孔内に導電性樹脂が充填されて成るインナービア１０３と
、コア層１０１の内部に配置され、配線層１０２と電気的に接続している半導体素子１０
４とを含む。半導体素子１０４は配線層１０２の上にフリップチップ実装されており、半
導体素子に形成された突起状電極１０５を介して電気的に接続している。半導体素子１０
４の機能素子形成面（即ち、回路等、当該素子の機能を発揮するために必要な要素が位置
している面）と配線層１０２との間には、封止樹脂１０６が充填されている。この封止樹
脂１０６は半導体素子１０４の端面部分よりはみ出しており、図示した矢印ａの方向から
見ると、その外縁は半導体素子１０４の外縁の周囲を取り囲むものとして観察される（特
開２００１－２４４６３８号公報（特許文献１）参照）。
【０００４】
【特許文献１】
特開２００１－２４４６３８号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記の構成を有する半導体内蔵モジュールは、半導体素子を、例えば、離型キャリア等に
形成された配線層の上に実装した後、これに予めインナービアが形成された電気絶縁性基
材を積層し、加熱加圧により、半導体素子を電気絶縁性基材に埋設させる方法により製造
される。そのような製造方法は、インナービアの貫通孔内に導電性樹脂を充填する工程が
簡易に実施できる、ならびにインナービアを形成する工程を広い範囲から選択できるとい
う利点を有する。しかしながら、この製造方法を用いる場合には、封止樹脂が半導体素子
の端面部分からはみ出ている部分にインナービアを配置することができない。これは、電
気絶縁性基材を積層する際に、インナービアを、その形状を崩すことなく、封止樹脂がは
みでている部分に貫通させることができず、その結果、配線層同士を良好に接続できなく
なることによる。また、封止樹脂がはみでている部分には、受動部品を配置することもで
きない。このように、半導体素子からはみ出た封止樹脂は、インナービアおよび受動部品
等を配置できる面積を減少させる。その結果、所定の数および寸法のインナービアおよび
受動部品等を配置すべき場合には、半導体内蔵モジュールの面積を大きくせざるを得ず、
電子機器の小型化という要請に反しているという課題があった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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上記課題を解決するため検討した結果、従来、図１０に示すように封止樹脂の外縁が半導
体素子の外縁からはみ出るようにするのは、半導体を内蔵しない、いわゆる表面実装の技
術をそのまま半導体内蔵モジュールの製造に適用していることによることが判った。表面
実装の場合には、半導体素子と基板との間の固定を強固なものとして、実装信頼性を向上
させる必要がある。しかしながら、半導体素子を内蔵する場合には、半導体素子全体が電
気絶縁性基材であるコア層に囲まれて強固に固定されるので、封止樹脂の外縁が半導体素
子の外縁からはみ出るほど封止樹脂を使用しなくとも、実用上問題のないことが判った。
【０００７】
　本発明はかかる知見に基づいてなされたものであり、下記の構成を有する半導体内蔵モ
ジュールを提供する。即ち、本発明は、
無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂を含む電気絶縁性基材からなるコア層と、
当該コア層の両面に形成された配線層と、
当該コア層内に形成され、当該配線層同士を電気的に接続するインナービアと、
当該コア層内に内蔵された半導体素子
とを有する半導体内蔵モジュールであって、半導体素子がフリップチップ実装によりいず
れか一方の配線層に接続されており、当該フリップチップ実装された半導体素子の機能素
子形成面と配線層との間に封止樹脂が位置し、当該封止樹脂の外縁の少なくとも一部が、
当該半導体素子の外縁と重なって又は外縁の内側に位置する半導体内蔵モジュールを提供
する。この構成によれば、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁を越えて存在しない部分に
おいて、インナービアおよび／または受動部品を半導体素子により近づけて配置すること
が可能となる。また、この半導体内蔵モジュール（以下、単に「モジュール」と呼ぶ場合
がある）において、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁を越えない部分では、コア層を構
成する材料が流入して硬化することにより、接続部の固定に寄与する。したがって、本発
明のモジュールは、封止樹脂の量を従来のモジュールと比較して少なくしても、接続部に
おいて、従来のものと同等またはそれ以上の信頼性が確保されるという特徴をも有する。
なお、本発明を構成する半導体素子は、例えば、トランジスタ、ＩＣ、またはＬＳＩ等で
ある。半導体素子は、半導体ベアチップであってもよい。
【０００８】
本発明のモジュールにおいては、封止樹脂の外縁の全部が、半導体素子の外縁の内側に位
置することが好ましい。その場合には、半導体素子の外縁のいずれの箇所にもインナービ
アまたは受動部品を半導体素子により近接させて配置でき、回路基板を更に高密度化する
ことができる。
【０００９】
一般に半導体素子は、機能素子形成面の形状が正方形または長方形（以下、これらを総称
して「矩形」と呼ぶ場合がある）である。半導体素子が矩形である場合には、封止樹脂の
外縁が、半導体素子の外縁の少なくとも一辺と重なって又は少なくとも一辺の内側に位置
することが好ましい。その場合でも、当該少なくとも一辺において、インナービアまたは
受動部品を半導体素子に近接させて配置でき、回路基板の高密度化に寄与する。
【００１０】
半導体の機能素子形成面がいずれの形状であっても、半導体素子の外縁全体の２０％以上
の部分で封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁と重なる又は半導体素子の外縁の内側に位置
することが好ましい。半導体素子の外縁全体の２０％未満の部分においてのみ、封止樹脂
の外縁がはみ出ていない場合には、十分な高密度化を図ることができないことがある。
【００１１】
本発明のモジュールにおいては、封止樹脂の側周面がコア層と接している。即ち、本発明
のモジュールは、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁の内側に位置する部分での半導体素
子と配線層との間の領域は、コア層を構成する材料で充填されており、半導体素子と配線
層との接続部は封止樹脂およびコア層の材料のいずれか一方で封止されている。かかる構
成により、半導体素子はモジュール内で強固に固定される。
【００１２】
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本発明のモジュールはまた、フリップチップ実装された半導体素子と配線層とを接続する
突起状電極のうち、少なくとも１つの突起状電極がコア層を構成する材料で封止されてい
る、即ち、コア層を構成する材料で取り囲まれている（または被覆されている）ものであ
ることが好ましい。突起状電極が、モジュールのコア層の材料、即ち無機質フィラーを含
む熱硬化性樹脂で封止されることにより、内部応力が発生しにくく、実装信頼性をより向
上させることが可能となる。
【００１３】
本発明はまた、上記本発明のモジュールを製造する方法をも提供する。本発明が提供する
半導体内蔵モジュールの製造方法は、
（１）離型キャリアの表面に形成された配線層の上に、半導体素子をフリップチップ実装
する工程、
（２）無機質フィラーおよび未硬化状態の熱硬化性樹脂を含む電気絶縁性基材に貫通孔を
形成し、当該貫通孔にインナービアとなるべき導電性樹脂組成物（一般には導電性ペース
ト）を充填する工程、
（３）半導体素子をフリップチップ実装した離型キャリアに、電気絶縁性基材を半導体素
子の上に積層するとともに、電気絶縁性基材の離型キャリアと接する面とは反対側の面に
、配線層を有する別の離型キャリアを積層する工程、
（４）封止樹脂の外縁の少なくとも一部が半導体素子の外縁と重なる又は半導体素子の外
縁の内側に位置するように、封止樹脂を用いて半導体素子と配線層との接続部を封止する
工程、および
（５）加熱加圧により、電気絶縁性基材に含まれる熱硬化性樹脂を流動させた後、当該熱
硬化性樹脂、および貫通孔内の導電性樹脂組成物を硬化させる工程
を少なくとも含む。この製造方法においては、最終的なモジュールにおいてインナービア
となる、導電性樹脂組成物が充填された貫通孔を予め設けた電気絶縁性基材を使用する。
よって、この製造方法は、特許文献１に記載のように、電気絶縁性基材を積層して半導体
素子を内蔵させた後にインナービアを形成すること要しない。このことは、インナービア
用の貫通孔を形成する工程で、半導体素子が実装されている基板にダメージが加わえられ
ないこと、ならびにフィルドビア（底が蓋をされているインナービア）に導電性ペースト
を充填する難しい工程を必要としないことを意味する。また、インナービア用の貫通孔を
形成する方法として、レーザ以外のパンチングといった簡便な方法を採用することも可能
である。したがって、この製造方法によれば、インナービア用貫通孔の形成と、導電性ペ
ーストの充填をより簡単に実施できる。
【００１４】
電気絶縁性基材において、導電性樹脂組成物が充填された貫通孔が半導体素子に近接する
ように配置されていても、工程（４）で、当該位置において封止樹脂の外縁が半導体素子
の外縁からはみ出ないように封止を行なえば、最終的に得られるモジュールにおいてイン
ナービアと封止樹脂との干渉（即ち、衝突）による接続不良は生じない。このことは本発
明の製造方法の重要な特徴である。
【００１５】
本発明の製造方法において、上記工程（４）は、具体的には、下記の▲１▼～▲３▼、即
ち、
▲１▼上記工程（１）を実施する前に、シート状の封止樹脂を貼付する、
▲２▼上記工程（１）を実施する前に、封止樹脂を塗布する、
▲３▼上記工程（１）を実施した後に、半導体素子と配線層との間に封止樹脂を注入する
のいずれか１つを含む方法により実施される。いずれの方法を採用する場合も、上記工程
（４）が終了したときに、封止樹脂の外縁の少なくとも一部が半導体素子の外縁を越えな
いように、封止樹脂の量を調節して封止工程を実施する必要がある。上記▲３▼の方法を
採用する場合には、樹脂を注入する部分では、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁からは
み出ることがある。しかし、樹脂を注入する部分以外の部分では、封止樹脂の外縁は半導
体素子の外縁からはみ出ないので、▲３▼の方法も好ましく使用される。
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【００１６】
本発明の製造方法において、上記工程（１）、即ち半導体素子を実装する工程は、半導体
素子と配線層との間を電気的に接続する工程である。したがって、上記工程（１）は、半
導体素子の機能素子形成面－突起状電極－配線層をこの順に積層することを含み、場合に
よりさらに加熱処理、超音波放射処理、および加圧処理のいずれか１つ又は複数の処理を
施すことを含む。これらの処理によって、半導体素子と配線層との間の接続が確実にされ
るとともに、封止樹脂が硬化されることがある。換言すれば、工程（４）において、封止
樹脂を硬化させる処理（具体的には加熱処理）は、工程（１）と同時に実施されることが
ある。尤も、工程（４）において封止樹脂を硬化させる処理は、工程（１）と同時に行な
う必要は必ずしもなく、半導体素子の実装が完了してから（即ち、工程（１）が終了して
から）実施してよい。
【００１７】
上記▲１▼および▲２▼の方法を応用して、半導体素子と配線層とを接続する突起状電極
のうち、少なくとも１つの突起状電極がコア層の材料で封止された構成のモジュールを製
造することができる。より具体的には、少なくとも１つの突起状電極の側周面が露出した
ままとなるように、位置および量を適切に選択して封止樹脂を塗布する、あるいは適切な
形状を選択してシート状の封止樹脂を貼付することにより、工程（４）を実施する。突起
状電極の側周面が露出したままの状態は、封止樹脂が突起状電極と接しないように、封止
樹脂を塗布しまたは貼付することによって達成される。そのように工程（４）を実施する
と、半導体素子と配線層との接続部において、突起状電極の側周面付近の領域は、工程（
５）において、加熱加圧の際に電気絶縁性基材を構成する材料で充填される。その結果、
当該突起状電極はコア層の材料で封止されて、強固に固定される。
【００１８】
突起状電極をコア層の材料で封止する場合、工程（５）は、好ましくは、電気絶縁性基材
に含まれる熱硬化性樹脂が最低溶融粘度を示す温度をＴＬとした場合にＴＬ±２０℃の範
囲内にある温度で保持することを含むように実施される。熱硬化性樹脂は昇温させていく
と、ある温度までは粘度が低下し、その後さらに温度を上げると粘度が上昇する性質を一
般に有する。本明細書において、「最低溶融粘度」とは、昇温したときに変化する粘度の
うち最も低い粘度をいい、この粘度を示す温度を「最低溶融粘度を示す温度」という。か
かる温度付近で保持することにより、熱硬化性樹脂の粘度が低下して十分な流動性を有す
ることとなるため、電気絶縁性基材を積層した後、電極の周囲に形成される微小な空隙が
より良好に充填されることとなる。
【００１９】
本発明の製造方法においては、無機質フィラーと未硬化状態の熱硬化性樹脂を含む電気絶
縁性基材に、半導体素子を収容するための空間を形成する工程を更に実施してよい。この
工程は、半導体素子の寸法（特に厚さ）が大きく、電気絶縁性基材を積層して加熱加圧し
ただけでは、電気絶縁性基材に半導体素子が十分に内蔵されない場合に実施することが好
ましい。したがって、半導体素子を収容する空間は、少なくとも工程（３）を実施する前
に電気絶縁性基材に形成する必要がある。
【００２０】
本発明の半導体内蔵モジュールは、回路基板または回路部品内蔵モジュールの表面に形成
されたものであってよい。その場合には、本発明の製造方法において、工程（１）は、半
導体素子を、回路基板または回路部品内蔵モジュールの表面に形成された配線層の上に半
導体素子をフリップチップ実装する工程となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。なお、本発明は下記の実施の形態
に限定されるものではない。また、各図面において、同じ要素または部材は同じ符合を用
いて示している。
【００２２】
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以下の説明を含む本明細書において、ある層について単に「表面」というときは、特に断
りのない限り厚さ方向に垂直な表面（主表面）をいい、厚さ方向に平行な表面を「側周面
」または「端面」という。また、層またはシート状物の「上に」とは、当該層またはシー
ト状物の「露出している主表面に」を意味する。例えば、「配線層の上に」という表現は
、「配線層の露出した主表面に」と同義である。
【００２３】
（実施の形態１）
本発明の実施の形態１を、半導体内蔵モジュールの断面図を模式的に示す図１を参照して
説明する。図１に示す半導体内蔵モジュールは、電気絶縁性基材からなるコア層１と、コ
ア層１の両方の表面に密着しており、所定の配線パターンを有する配線層２ａおよび２ｂ
と、２つの配線層２ａおよび２ｂの間を電気的に接続するインナービア３と、配線層２ａ
に接続されコア層１の内部に配置された半導体素子４とを含む。半導体素子４はその主表
面（即ち、機能素子形成面）が正方形である形状を有する。半導体素子４は、配線層２ａ
上にフリップチップ実装されており、半導体素子４と配線層２ａとは電極５を介して電気
的に接続されている。
【００２４】
半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層２ａとの間の領域には、図示するように、封
止樹脂６とコア層１を構成する材料とが充填されている。これは、図示したモジュールに
おいては、封止樹脂６の外縁が半導体素子４の端面（即ち、外縁）からはみ出していない
構造であるため、半導体素子４の機能素子形成面４ａの外周部付近と配線層２ａとの間に
コア層１が入りこんでいることによる。この構成のモジュールにおいては、封止樹脂６の
外縁が半導体素子４の外縁の内側に位置するため、半導体素子４の近くにインナービア３
を配置することができる。封止樹脂６の量は図１０に示す従来のモジュールにおけるそれ
と比較して少ないが、代わりにコア層１の材料が半導体素子４と配線層２ａとの間に入り
こんでいる。即ち、半導体素子４と配線層２ａとは、封止樹脂６とコア層１の材料によっ
て強固に固定されている。したがって、図示した構成によれば、高密度に配線が形成され
、且つ半導体素子の実装信頼性の高い半導体内蔵モジュールを提供できる。
【００２５】
図１に示すモジュールにおいて、封止樹脂６は半導体素子４の外縁、即ち、正方形の四辺
すべてからはみ出ていない。別の形態においては、正方形の四辺のうち、一辺、または対
向もしくは隣接する二辺、または三辺において、封止樹脂６が半導体素子４の外縁からは
み出ないようにしてよい。そのような構成のモジュールにおいても、少なくとも封止樹脂
６がはみ出ていない辺の近傍には、インナービア３を配置することができるので、配線の
高密度化という効果を十分に達成できる。また、後述のように、本発明のモジュールは、
半導体素子４を配線層２ａにフリップチップ実装し、さらに封止樹脂６で半導体素子４と
配線層２ａとの接続部を封止してから、半導体素子４をコア層１に内蔵させる方法によっ
て製造する。
【００２６】
次に、図１に示す各要素または部材を構成する材料を説明する。
封止樹脂６は無機質フィラーと熱硬化性樹脂とを含む混合物から成る。無機質フィラーと
して、例えば、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＢＮ、ＡｌＮおよびＳｉＯ２等から選択される１ま
たは複数の材料から成るものを用いることができる。熱硬化性樹脂として、例えば、エポ
キシ樹脂、フェノール樹脂またはシアネート樹脂が好ましく用いられる。エポキシ樹脂は
、耐熱性が特に高いことから特に好ましく使用される。無機質フィラーが、混合物に占め
る割合は、４０～８０重量％であることが好ましい。また、無機質フィラーの平均粒子径
は、０．１～２０μｍであることが好ましい。封止樹脂６を構成する混合物は、さらに分
散剤、着色剤、およびカップリング剤等から選択される１または複数の添加剤を含んでい
てもよい。無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂は上述したものに限定されず、他の無機材
料から成るフィラーおよび他の樹脂成分を使用してよい。
【００２７】
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コア層１は、無機質フィラーと熱硬化性樹脂とを含む混合物から成る。無機質フィラーと
しては、例えば、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＢＮ、ＡｌＮおよびＳｉＯ２等から選択される１
または複数の材料から成るものを用いることができる。無機質フィラーが混合物に占める
割合は、７０重量％～９５重量％であることが好ましい。また、無機質フィラーの平均粒
子径は、０．１μｍ～１００μｍであることが好ましい。熱硬化性樹脂としては、例えば
、エポキシ樹脂、フェノール樹脂またはシアネート樹脂が好ましく用いられる。エポキシ
樹脂は、耐熱性が特に高いため特に好ましく用いられる。混合物は、さらに分散剤、着色
剤、カップリング剤および離型剤から選択される１または複数の添加剤を含んでいてもよ
い。無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂は上述したものに限定されず、他の無機材料から
成るフィラーおよび他の樹脂成分を使用してよい。
【００２８】
上述のように、封止樹脂６とコア層１とは、無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂を含む点
において共通する。したがって、両者は、同じ材料で構成されてもよい。
【００２９】
コア層１の両方の表面に形成される配線層２ａおよび２ｂは、ともに導電性を有する物質
から成り、例えば、銅や導電性樹脂組成物から成る。配線層２ａおよび２ｂは、例えば、
エッチングにより、所定の配線パターンを有するように形成される。具体的には、配線層
２ａおよび２ｂは、電解メッキにより形成された厚さ１２μｍ～３５μｍ程度の銅箔を離
型キャリアの上に接着して一体化した後、エッチング等によりパターニングして所定の配
線パターンを有する配線層を備えた離型キャリアを作製し、この離型キャリアを銅箔がコ
ア層と接触するように積層した後、離型キャリアのみを剥離することにより形成できる。
離型キャリアが金属箔である場合には、電解メッキにより銅の薄膜を析出させた後、パタ
ーニングすることにより、配線層を備えた離型キャリアを製造できる。このとき、コア層
１と接触する銅箔の表面を粗化して、アンカー効果により配線層２ａおよび２ｂとコア層
１との間の接着性を向上させることが望ましい。また、配線層２ａおよび２ｂを銅箔を用
いて形成する場合には、コア層１との接着性および耐酸化性向上のため、表面をカップリ
ング処理したもの、または表面に錫、亜鉛、ニッケルまたは金をメッキした銅箔を使用し
て配線層を形成してよい。
【００３０】
コア層１の内部に形成された、インナービア３は、例えば、熱硬化性の導電性物質から成
る。インナービア３は、後述のように電気絶縁性基材に貫通孔を形成した後、この貫通孔
に熱硬化性の導電性物質を充填することにより形成される。熱硬化性の導電性物質として
は、例えば、金属粒子と熱硬化性樹脂とを混合した導電性樹脂組成物を用いることができ
る。金属粒子として、金、銀、銅またはニッケル等から成る粒子を用いることができる。
金、銀、銅およびニッケルは導電性が高いために好ましく用いられ、銅は導電性が高くマ
イグレーションも少ないため特に好ましく用いられる。熱硬化性樹脂としては、例えば、
エポキシ樹脂、フェノール樹脂またはシアネート樹脂を用いることができる。エポキシ樹
脂は、耐熱性が高いため、特に好ましく用いられる。インナービア３が熱硬化性の導電性
樹脂組成物から成る場合、導電性樹脂組成物が最終的に得られるモジュールにおいて熱硬
化等して、配線層同士を電気的に接続する。本明細書では、２つの配線層を電気的に接続
している状態にあるものを「インナービア」と称して、貫通孔に単に充填されている導電
性樹脂組成物等と区別する。
【００３１】
半導体素子４と配線層２ａとを接続する突起状電極５は、例えば、導電性を有する金属か
ら成る。この突起状電極の形状は特に限定されず、常套的に採用されているものから任意
に選択してよい。突起状電極は、例えば、柱状、球状またはその他の形状であってよい。
但し、突起状電極は、最終的なモジュールにおいて、製造過程で加えられた圧力により変
形していることがある。一般に、突起状電極５は、モジュールにおいて、３～２００μｍ
の高さを有する。突起状電極５を構成する金属としては、金、銅、アルミニウム、ニッケ
ル、又ははんだなどを用いることができる。図示した形態においては、半導体素子４と配
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線層２ａとが突起状電極５のみによって接続されているが、両者は、突起状電極と導電性
接着剤とによって接続してもよい。その場合、導電性接着剤は、突起状電極５の先端に位
置して、配線層２ａと接触している。導電性接着剤としては、例えば、樹脂中に導電性フ
ィラーを混入したものが使用される。
【００３２】
前述のように、図１に示す半導体内蔵モジュールは、図１０に示す従来の半導体内蔵モジ
ュールと比較して、コア層１内のインナービア３を半導体素子４により近づけて配置する
ことができる。したがって、本発明によれば、より小型の半導体内蔵モジュールを提供で
きる。
【００３３】
なお、実施の形態１に示すモジュールにおいては、コア層１の半導体素子４が実装されて
いない部分に、受動部品を配置して内蔵させてもよい。それにより、より高密度な半導体
モジュールを提供できる。受動部品としては、チップ状の抵抗、チップ状のコンデンサ、
チップ状インダクタ、膜状の抵抗、膜状のコンデンサ、または膜状のインダクタ等が用い
られる。
【００３４】
上記においては、コア層１に半導体素子４が一つだけ内蔵された形態のものを説明した。
半導体素子４は、コア層１に複数個内蔵されていてもよい。
【００３５】
また、コア層１の両面に形成された配線層２ａおよび２ｂの露出表面には能動部品および
受動部品等の回路部品を実装してもよい。それにより、より高密度な半導体モジュールを
提供できる。
【００３６】
図１に示すモジュールは、複数のコア層および配線層を含む回路基板の一層を構成してよ
い。例えば、図１に示すモジュールは、そのような回路基板の最外層を構成してよい。そ
の場合、図１に示すモジュールのいずれか一方の配線層の表面には、別の回路基板が密着
することとなる。あるいは、図１に示すモジュールは、２つの電気絶縁層に挟まれて多層
構造の回路基板を構成してよい。その場合には、図１に示すモジュールの両方の配線層の
表面に別の回路基板が密着することとなる。図１に示すモジュールの両方または一方の配
線層の表面に密着する回路基板は、少なくとも１つの電気絶縁層と、少なくとも１つの配
線層とを含む、片面配線基板または多層配線基板である。モジュールの両方または一方の
配線層の表面に位置する回路基板は、好ましくは、電気絶縁層が無機質フィラーと熱硬化
性樹脂とを含む混合物から成り、電気絶縁層がそれぞれインナービアを有し、各電気絶縁
層の両方の表面に位置する配線層同士がインナービアで接続されたもの（即ち、全層樹脂
ＩＶＨ基板）である。さらに、より好ましくは、この回路基板の電気絶縁層とモジュール
のコア層１は同じ材料から成る。回路基板の電気絶縁層とモジュールのコア層１の材料が
同じ場合には、コア層１と電気絶縁層との熱膨張係数の差が無くなるので、両者の界面で
内部応力が生じにくくなり、信頼性の高い半導体内蔵モジュールを提供することができる
。本発明のモジュールに密着させる他の回路基板としては、セラミック基板、ガラエポ基
板、ポリイミド基板、および液晶ポリマ基板等を例示できる。
【００３７】
あるいは、回路基板に代えて、本発明の回路部品内蔵モジュールまたは本発明以外の回路
部品内蔵モジュール（例えば、特許文献１に記載のもの）を、コア層１の一方または両方
の表面に積層してよい。その場合には、複数の層に半導体素子が内蔵され、且つ各コア層
の両方の表面に位置する配線層同士がインナービアで接続された、多層構造の半導体内蔵
モジュールを得ることができる。
【００３８】
（実施の形態２）
本発明の実施の形態２を、半導体内蔵モジュールの断面図を示す図２を参照して説明する
。図２に示すモジュールの基本的な構成（コア層１の材料、インナービア３による配線層
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２ａおよび２ｂ間の接続、および半導体素子４のフリップチップ実装等）は実施の形態１
のそれと同じである。したがって、以下においては実施の形態１と異なる部分のみ説明す
る。
【００３９】
図２においては、フリップチップ実装された半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層
２ａとを接続する突起状電極５が、コア層１を構成する材料により取り囲まれて封止され
ている点において、図１のものと異なる。図示した形態において、封止樹脂６は突起状電
極５と接していない。このような構成によれば、突起状電極５が、半導体素子４全体を取
り囲むコア層１と同じ材料で固定されるため、突起状電極５付近で内部応力等が発生しに
くく、高い接続品質を得ることができる。図示するように、半導体素子４の機能素子形成
面４ａの突起状電極が位置しない部分と配線層２ａとの間には封止樹脂６が充填されてい
る。図２に示す構成のモジュールにおいて、封止樹脂６により封止されている領域は、図
１のものと比較して小さい。しかし、この封止樹脂６もまた、半導体素子４と配線層２ａ
との間の接続を補強し、本発明のモジュールを製造する過程において、実装した半導体素
子４をコア層１内に安定的に内蔵させる等、安定したモジュールの製造に寄与する。但し
、製造時における補強の効果は、封止樹脂６による封止領域が小さい分だけ、実施の形態
１のものと比較して小さい。
【００４０】
実施の形態２は実施の形態１と比較して、封止樹脂６の外縁が、半導体素子４の外縁のよ
り内側にあり、その結果、突起状電極５がコア層１の材料で封止された構成となっている
。したがって、実施の形態２のモジュールにおいても、半導体素子４の近傍にインナービ
ア３を形成することができるので、それにより高密度な半導体内蔵モジュールが提供され
る。
【００４１】
（実施の形態３）
次に、実施の形態３として、実施の形態１の半導体内蔵モジュールの製造方法を、図３～
図５、および図６を参照して説明する。前述したように、本発明の半導体内蔵モジュール
の製造方法は、（１）半導体素子をフリップチップ実装する工程、（２）電気絶縁性基材
に貫通孔を形成し、当該貫通孔に導電性樹脂組成物を充填する工程、（３）電気絶縁性基
材を離型キャリアの配線層上に実装した半導体素子の上に積層し、且つ配線層を有する別
の離型キャリアを電気絶縁性基材の上に積層する工程、（４）半導体素子と配線層との接
続部を封止する工程、（５）加熱加圧により、電気絶縁性基材に含まれる熱硬化性樹脂を
流動させた後、電気絶縁性基材およびインナービアに含まれる熱硬化性樹脂を硬化させる
工程を含む。これらの工程（１）～（５）は、半導体素子を実装し、接続部を封止する工
程、即ち実装・封止工程（前記工程（１）および（４））と、実装した半導体素子を電気
絶縁性基材に内蔵させる内蔵工程（前記工程（２）、（３）および（５））に大別される
。図３～図５は、それぞれ実装・封止工程を示し、図６は、半導体素子内蔵工程を示す。
【００４２】
　まず、半導体素子の実装方法および接続部の封止方法として、図３～図５に示す３種類
の実装および封止方法をそれぞれ説明する。
【００４３】
▲１▼シート状の封止樹脂を用いる方法
図３を参照して、封止工程をシート状の封止樹脂を用いて実施する方法を説明する。シー
ト状の封止樹脂を使用する場合には、半導体素子を実装する前に、図３（ａ）に示すよう
に、配線層２ａを有する離型キャリア７ａにシート状の封止樹脂６を貼り付ける。離型キ
ャリア７ａは、配線層２ａを後述のようにコア層１に転写した後、剥離されるものである
。離型キャリア７ａは、ポリエチレンまたはポリエチレンテレフタレート等の有機樹脂か
ら成るフィルム、または銅等の金属箔である。配線層２ａは、離型キャリア７ａに銅箔な
どの金属箔を接着剤で接着することにより、または離型キャリア７ａが金属箔である場合
には電解メッキ法等で金属を析出させることにより、離型キャリア７ａ上に金属膜を形成
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した後、化学エッチング法等の公知の加工技術を利用して所望の配線パターンを形成する
ことにより、離型キャリア７ａ上に形成できる。
【００４４】
シート状の封止樹脂６は、無機質フィラーと未硬化状態の熱硬化性樹脂の混合物をシート
状に加工したものである。シート状の封止樹脂６は、具体的には次の手法に従って得る。
まず、無機質フィラーと液状の未硬化状態にある熱硬化性樹脂を混合するか、あるいは溶
剤に分散または溶解させることにより粘度を低下させた未硬化状態の熱硬化性樹脂と無機
質フィラーとを混合して、ペースト状混練物を作製する。次に、離型シートの間にペース
ト状混練物を挟んでプレスすることにより、ペースト状混練物を一定の厚さを有するシー
ト状物に成型する。液状の熱硬化性樹脂を使用する場合には、得られたシート状物に、熱
処理を施して熱硬化性樹脂が半硬化した状態（Ｂステージ）にある、粘着性の無いシート
状の封止樹脂６を得る。溶剤を用いて低粘度化した場合には、溶剤を例えば蒸発させるこ
とにより除去して、シート状物の粘着性を無くすとともに、熱硬化性樹脂の未硬化状態お
よびシート状物の可撓性を維持する。シート状の封止樹脂６を得る方法はこれに限られず
、熱硬化性樹脂が完全には硬化していない状態にある限りにおいて任意の方法を採用して
よい。
【００４５】
シート状の封止樹脂６は、適当な大きさに加工（例えば、カット）して、離型キャリア７
ａの配線層２ａの表面に積層する。シート状の封止樹脂６の寸法は、半導体素子４をフリ
ップチップ実装し、さらに封止樹脂６を硬化させた後で、半導体素子４を真上（即ち、機
能素子形成面とは反対側の面の上）から見たときに、半導体素子４の外縁から封止樹脂６
の外縁がはみ出ないように選択する。具体的には、実装後（実装時に加圧される場合には
加圧後）の半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層２ａとの間に形成される空間の体
積を求め、シート状の封止樹脂６の体積が求めた空間体積の６０～９５％となるように加
工する。シート状の封止樹脂６の体積は、厚さと面積とから決定することができる。
【００４６】
次に、図３（ｂ）に示すように、突起状電極５を備える半導体素子４を離型キャリア７の
配線層２ａの上に位置合わせする。突起状電極５として、例えば、金、銅、ニッケル等を
メッキ処理により析出させたもの、または金ワイヤボンディング法で作製したバンプ等を
使用できる。
【００４７】
その後、図３（ｃ）に示すように、半導体素子４を離型キャリア７の配線層２ａ上にフリ
ップチップ実装する。実装は、加熱加圧処理を施して行なう。この加熱加圧の際に、封止
樹脂６が同時に硬化して、半導体素子４を離型キャリア７ａに固定する。このようにして
半導体素子４と配線層２ａを電極５を介して電気的に接続するとともに、その接続部を封
止する。別法として、フリップチップ実装は、超音波放射と加熱処理を実施して、電極５
と配線層２ａとを電気的に接続する超音波接合方式等を採用してもよい。また、封止樹脂
６には、突起状電極５と配線層２ａとの接続を補助するために、異方性の導電性フィラー
が混入していてもよい。
【００４８】
このようにしてシート状の封止樹脂６が半導体素子４の端面からはみ出ないように、半導
体実装工程および封止工程を実施する。図３において、封止工程は、図３（ａ）に示す工
程（即ち、シート状の封止樹脂６を離型キャリア７ａに貼り付ける工程）、および図３（
ｃ）に示す加熱加圧工程を含む。図３（ｃ）は、封止樹脂６が半導体素子４の四辺すべて
の端面からはみ出ない構成を示している。前述のように、本発明の半導体内蔵モジュール
は、封止樹脂の外縁の少なくとも一部が半導体素子の外縁からはみ出さない限りにおいて
、高密度化という所期の効果を達成する。したがって、シート状の封止樹脂を貼り付ける
位置、または加圧加熱処理の条件等によって、封止樹脂の外縁の一部が半導体素子の外縁
からはみ出ることは、本発明の製造方法の範囲に含まれるものとして許容される。例えば
、半導体素子に近接するインナービアの位置が予めわかっている場合には、その部分で封
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止樹脂の外縁が半導体素子の外縁からはみ出ないように、シート状の封止樹脂を加工して
、封止工程を実施してよい。
【００４９】
▲２▼液状の封止樹脂を塗布する方法
図４を参照して、封止工程を液状の封止樹脂を用いて実施する方法を説明する。液状の封
止樹脂を使用する場合にも、半導体素子を実装する前に、図４（ａ）に示すように、配線
層２ａを有する離型キャリア７ａに液状の封止樹脂６を塗布する。配線層２ａを有する離
型キャリア７ａは、上記▲１▼のシート状の封止樹脂を用いる方法に関連して説明したと
おりであるから、その詳細な説明は省略する。
【００５０】
液状の封止樹脂６は、無機質フィラーと未硬化状態の熱硬化性樹脂との混合物である。液
状の封止樹脂６は、例えば、無機質フィラーを液状の熱硬化性樹脂で混練してペースト状
混練物として得ることができる。このようにして作製した液状の封止樹脂６は、塗布量（
即ち、塗布される封止樹脂６の体積）を適切に選択して、半導体素子４が位置する部分の
略中央部に塗布する。塗布量は、半導体素子４をフリップチップ実装した後、封止樹脂６
を熱硬化させた後で、半導体素子４を真上から見たときに、半導体素子４の外縁から封止
樹脂６の外縁がはみ出ないように選択する。具体的には、実装後（実装時に加圧される場
合には加圧後）の半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層２ａとの間に形成される空
間の体積を求め、求めた空間体積の６０～９５％となるように塗布量を決定する。所定の
量の樹脂を所定の位置に塗布する方法として、例えばディスペンサー法を採用できる。
【００５１】
次に、図４（ｂ）に示すように、突起状電極５を備える半導体素子４を離型キャリア７ａ
の配線層２ａの上に位置合わせする。突起状電極５については、上記▲１▼の方法に関連
にして説明したとおりであるから、その説明は省略する。
【００５２】
その後、図４（ｃ）に示すように、半導体素子４を離型キャリア７ａの配線層２ａ上に配
置し、同時に加熱加圧処理を施し、それにより半導体素子４を配線層２ａ上にフリップチ
ップ実装するとともに、封止樹脂６を硬化させて、半導体素子４を離型キャリア７ａに固
定する。このようにして半導体素子４と配線層２ａは突起状電極５を介して電気的に接続
される。別法として、フリップチップ実装は、上記▲１▼の方法に関連にして説明した超
音波接合方式を採用して実施してもよい。また、封止樹脂６には、突起状電極５と配線層
２ａとの接続を補助するために、異方性の導電性フィラーが混入していてもよい。
【００５３】
このように、液状の封止樹脂６が半導体素子４の端面からはみ出ないように塗布して、半
導体実装工程および封止工程を実施する。図４において、封止工程は、図４（ａ）に示す
工程（即ち、液状の封止樹脂６を離型キャリア７ａに塗布する工程）、および図４（ｃ）
に示す加熱加圧工程を含む。図４（ｃ）は、封止樹脂６は半導体素子４の四辺すべての端
面からはみ出ない構成を示している。前述のように、本発明の半導体内蔵モジュールは、
封止樹脂の外縁の少なくとも一部が半導体素子の外縁からはみ出さない限りにおいて、高
密度化という所期の効果を達成する。したがって、例えば、液状の封止樹脂を塗布する位
置、または加圧加熱処理の条件等によって、封止樹脂の外縁の一部が半導体素子の外縁か
らはみ出ることは、本発明の製造方法の範囲に含まれるものとして許容される。
【００５４】
▲３▼半導体を実装した後で液状の封止樹脂を注入する方法
図５を参照して、半導体素子を実装した後、液状の封止樹脂を半導体素子と配線層との間
に注入する方法を説明する。この方法においては、ます、図５（ａ）に示すように、配線
層２ａを有する離型キャリア７ａに半導体素子４をフリップチップ実装する。
【００５５】
半導体素子４は、金ワイヤボンディング法で作製した突起状電極５ａに導電性接着剤を転
写した後、離型キャリア７ａの配線層２ａ上に位置合わせして、フリップチップ実装され
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る。その後、導電性接着剤を乾燥させることによって、半導体素子４と配線層２ａとの間
は、突起状電極５と導電性接着剤を介して電気的に接続され、半導体素子４が離型キャリ
ア７ａに固定される。また別法として、はんだからなる突起状電極５を形成した半導体素
子４を離型キャリア７ａの配線層２ａ上に位置合わせしてフリップチップ実装する方法が
ある。その場合には、実装後、加熱してはんだを溶融させることによって、半導体素子４
と配線層２ａとを電気的に接続し、かつ半導体素子４を離型キャリア７に固定する。更に
別のフリップチップ実装方法として、上記▲１▼の方法に関連して説明した、超音波接合
方式を利用する方法がある。
【００５６】
次に、図５（ｂ）に示すように、半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層２ａとの間
に形成される空隙の側方、即ち、半導体素子４の側周面に近接した位置から、液状の封止
樹脂６を例えば注射針を用いて注入する。液状の封止樹脂６については、上記▲２▼の方
法に関連して説明したとおりであるので省略する。封止樹脂６の注入は、封止樹脂６を注
入した位置以外の部分において、封止樹脂６の外縁が半導体素子４の外縁からはみ出ない
ように実施する。そのためには、封止樹脂６の注入量を適切に選択する必要がある。具体
的には、実装後の半導体素子４の機能素子形成面４ａと配線層２ａとの間に形成される空
間体積を求め、注入量を、求めた空間体積の６０～９５％となるように決定する。
【００５７】
注入は、例えば、注射針等を用いて液状の封止樹脂６を半導体素子４の側周面に滴下し、
毛細管現象によって空隙内に封止樹脂６を進行させることにより実施する。このようにし
て注入する場合には、封止樹脂６を滴下した部分に近接する半導体素子４の一辺の全体に
わたって、封止樹脂６の外縁が半導体素子４の外縁からはみ出ることがある。しかし、そ
の他の三辺においては、封止樹脂６の外縁がはみ出ていないから、この製造方法によって
も、高密度化という所期の効果を達成する半導体内蔵モジュールを得ることができる。
【００５８】
その後、図５（ｃ）に示すように、加熱処理を施して封止樹脂６を硬化させる。これによ
り半導体素子４と離型キャリア７の配線層２ａとはより強固に固定される。このとき、必
要に応じて、加圧処理を同時に行ってもよい。
【００５９】
このように液状の封止樹脂６が半導体素子４の端面の少なくとも一部からはみ出ないよう
に注入して、半導体実装工程および封止工程を実施する。図５において、封止工程は、図
５（ｂ）および図５（ｃ）に示す工程を含む。図５（ｃ）は、封止樹脂６が、半導体素子
４の四辺のうち一辺の端面からはみ出た構成を示している。封止樹脂は、例えば、半導体
素子の四辺のうち二辺または三辺からはみ出た構成のものであってよい。そのような構成
は、例えば封止樹脂を半導体素子の二辺または三辺に近接する２箇所または３箇所から滴
下することによって得られ、あるいは滴下箇所が１箇所のみであっても注入量が多い場合
に得られる。
【００６０】
以上において、半導体を実装し、封止樹脂で封止する方法として、▲１▼～▲３▼の方法
を説明した。次に、半導体素子を内蔵する工程を、図６を参照して説明する。図６におい
ては、図３に示す方法で半導体を実装し、接続部を封止樹脂で封止したもの（即ち、図３
（ｃ）に示すもの）を用いて、半導体素子を内蔵する工程を説明する。同様にして、図４
および図５に示す方法で実装・封止した半導体素子を、半導体素子内蔵工程に付し得るこ
とはいうまでもない。
【００６１】
まず、図６（ａ）に示すように、２つの電気絶縁性基材８ａおよび８ｂを用意する。電気
絶縁性基材８ａおよび８ｂは、最終的にコア層となる。電気絶縁性基材８ａは、実施の形
態１で述べたような無機質フィラーと未硬化状態の熱硬化性樹脂の混合物をシート状に加
工することにより得られる。このシート状物には貫通孔１１ａが形成され、当該貫通孔１
１ａには導電性樹脂組成物である導電性ペースト９が充填されている。この導電性ペース
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ト９は、最終的にコア層において硬化してインナービアとなる。電気絶縁性基材８ｂもま
た、電気絶縁性基材８ａと同じ構成を有するものであり、導電性ペースト９が充填された
貫通孔１１ｂを有する。電気絶縁性基材８ｂは、厚さ方向に貫通した開口部１０が形成さ
れている点において電気絶縁性基材８ａと異なる。この開口部１０は、電気絶縁性基材８
ｂを半導体素子４を実装した離型キャリア７ａ上に積層するときに、半導体素子４が収容
される（即ち、内蔵される）部分となる。また、電気絶縁性基材８ｂは、電気絶縁性基材
８ａと略同じ位置に、導電性ペースト９で充填された貫通孔１１ｂを有しており、各貫通
孔１１ｂは、図６（ｃ）に示すように、２つの電気絶縁性基材８ａおよび８ｂが積層され
たときに各貫通孔１１ａとともに１本のインナービア３を形成する。
【００６２】
電気絶縁性基材８ａおよび８ｂは、次の手順に従って作製される。まず、無機質フィラー
と液状の未硬化状態にある熱硬化性樹脂を混合するか、あるいは無機質フィラーに溶剤で
低粘度化した未硬化状態にある熱硬化性樹脂を混合して、ペースト状混練物を作製する。
次に、離型シートの間にペースト状混練物を挟んでプレスすることにより、ペースト状混
練物を一定の厚さを有するシート状物に成型する。液状の熱硬化性樹脂を使用する場合に
は、得られたシート状物に、熱処理を施して熱硬化性樹脂が半硬化した状態（Ｂステージ
）にあるシート状物を得る。この熱処理は、液状の熱硬化性樹脂を用いた場合には、シー
ト状物が粘着性を有するので、この粘着性を除去するために実施される。熱処理により、
熱硬化性樹脂の硬化は若干進行するものの、熱硬化性樹脂がさらに硬化し得る状態にあり
、また、シート状物の可撓性は維持される。溶剤を用いて低粘度化した場合には、溶剤を
例えば蒸発させることにより除去して、熱硬化性樹脂の未硬化状態およびシート状物の可
撓性を維持しながら、粘着性を除去する。
【００６３】
このようにして作製した熱硬化性樹脂が未硬化状態にあるシート状物に、貫通孔を形成す
る。貫通孔は、レーザ加工、金型による加工、又はパンチング加工により形成できる。特
に、レーザ加工で貫通孔を形成する場合には、炭酸ガスレーザまたはエキシマレーザを用
いると、加工速度および微細加工の点で有利である。
【００６４】
導電性ペースト９としては、金、銀および銅から選択される１種または複数種の粉末を導
電材料とし、これを熱硬化性樹脂で混練したものを使用できる。導電性ペースト９を構成
するのに適した熱硬化性樹脂は、電気絶縁性基材（即ち、コア層）を構成するのに適した
熱硬化性樹脂と同じである。銅は導電性が良好で、マイグレーションも少ないため、導電
性ペーストの導電材料として特に有効である。また、液状のエポキシ樹脂は耐熱性の面で
安定であることから、導電性ペースト９を構成する熱硬化性樹脂に適している。
【００６５】
電気絶縁性基材８ｂに形成する開口部１０は、電気絶縁性基材８ｂを離型キャリア７ａ上
に積層したときに、半導体素子４を収容できるような寸法に形成される。開口部１０は、
レーザー加工、金型による加工、又はパンチング加工により形成することができる。
【００６６】
次に、図６（ｂ）に示すように、半導体素子４を実装した離型キャリア７ａと、上記の方
法で作製した電気絶縁性基材８ａおよび８ｂと、別途作製した配線層２ｂを有する離型キ
ャリア７ｂとを位置合わせする。電気絶縁性基材８ａおよび８ｂは、導電性ペースト９が
充填された貫通孔が同じ場所に位置して、１本のインナービアを形成するように位置合わ
せされる。位置合わせ後、これらを重ね合わせることにより、半導体素子４を電気絶縁性
基材８ｂに形成された開口部１０内に位置させる。
【００６７】
図６（ｃ）は、位置合わせして重ねた積層体を、プレスを用いて加熱加圧する工程を示し
ている。積層体において、半導体素子４は開口部１０内に収容されている。通常、開口部
１０は半導体素子４よりも大きい寸法を有するように形成されているから、加熱加圧され
る前において、半導体素子４と開口部１０の内周面との間には空隙が存在する。また、封
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止樹脂６の外縁が半導体素子４の外縁の内側に位置するため、封止樹脂６の側周面と開口
部１０の内周面との間にも空隙が存在する。これらの空隙は、加熱加圧により、電気絶縁
性基材８ａおよび８ｂを構成する材料で充填される。より具体的には、空隙は、加熱加圧
により電気絶縁性基材８ａおよび８ｂに含まれる熱硬化性樹脂の粘度を低下させて、流動
させることにより充填される。その結果、図６（ｃ）に示すように、半導体素子４がコア
層１内に埋設されて一体化し、且つ半導体素子４と配線層２ａとの間が、電気絶縁性基材
８ａおよび８ｂの材料と封止樹脂６とによって充填された構成を得ることができる。更に
加熱加圧を続けることで、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂならびに導電性ペースト９に含
まれる熱硬化性樹脂を完全に硬化させる。これにより、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂは
コア層１となり、コア層１と半導体素子４との間、ならびにコア層１と配線層２ａおよび
２ｂとの間が機械的に強固に接着される。また、導電性ペースト９は、硬化によりインナ
ービア３となり、配線層２ａと２ｂとの間を電気的に接続する。
【００６８】
最後に、離型キャリア７ａおよび７ｂを剥離して、図６（ｄ）に示すような半導体内蔵モ
ジュールを得る。このようにして半導体内蔵モジュールを製造する場合には、電気絶縁性
基材８ｂにおいて、開口部１０に近接して貫通孔１１ｂを形成しても、半導体素子４の外
縁から封止樹脂６の外縁がはみ出ていないために、配線層２ａ－配線層２ｂ間の導電性ペ
ースト９による電気的な接続は阻害されない。したがって、本発明の製造方法によれば、
図６（ｃ）に示すように、インナービア３と半導体素子４との間の距離が短い高密度な半
導体内蔵モジュールを効率良く製造することができる。
【００６９】
このようにして製造した半導体内蔵モジュールの一方または両方の面に、別途作製した電
気絶縁性基材、および配線層を有する離型キャリアを、順に位置合わせして積層した後、
加熱加圧することにより多層モジュールを作製することができる。また、図６（ｃ）に示
すモジュールの一方または両方の面に形成された配線層の表面を半導体素子実装面として
、図３～図５に示すいずれか１つの方法に従って、実装・封止工程を実施し、次いで、図
６に示す半導体素子内蔵工程を実施することにより、複数の層に半導体素子が内蔵された
モジュールを製造することができる。
【００７０】
図６に示す形態においては、２つの電気絶縁性基材を使用し、一方に半導体素子を収容す
る空間として、貫通開口部を形成した。別の形態においては、１つの電気絶縁性基材に半
導体素子が収容されるような形状および寸法を有するくぼみを形成して、図６（ｂ）～（
ｄ）に示すような工程を実施してよい。
【００７１】
　上記においては、半導体素子を離型キャリアに形成された配線層の上に実装する製造方
法を説明した。別法として、回路基板または回路部品内蔵モジュールに形成された配線層
に半導体素子を実装し、続いて電気絶縁性基材を積層して半導体素子をコア層に内蔵させ
る方法がある。回路基板は、例えば、無機質フィラーと熱硬化性樹脂を少なくとも含む混
合物から成る電気絶縁層と配線層とを有し、電気絶縁層の両方の表面に位置する配線層同
士がインナービアで電気的に接続された配線基板である。そのような回路基板を使用する
場合、回路基板の電気絶縁層とコア層１の材料が同じであることが好ましい。回路基板の
電気絶縁層の材料とコア層１の材料が同じであると、熱膨張係数の差が小さくなるために
、コア層１と回路基板との界面で応力が生じにくくなり、得られる半導体内蔵回路基板の
信頼性をより高くし得るからである。回路基板は他の種類の回路基板であってよく、例え
ば、セラミック基板、ガラエポ基板、全層樹脂ＩＶＨ基板、ポリイミド基板、または液晶
ポリマ基板等を使用してよい。これらの回路基板は、回路部品が予め内蔵されたものであ
ってよい。また、回路基板の表面に半導体素子が内蔵されたコア層を形成する場合、当該
コア層の回路基板と接していない側の表面には、さらに別の回路基板または回路部品内蔵
モジュールを積層して一体化させてよい。
【００７２】
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（実施の形態４）
次に、実施の形態４として、実施の形態２の半導体内蔵モジュールの製造方法を、図７お
よび図８、ならびに図９を参照して説明する。実施の形態２の半導体モジュールもまた、
実施の形態１のものと同様に、工程（１）～（５）を含む製造方法によって製造される。
工程（１）～（５）については、先に実施の形態３に関連して説明したとおりである。し
たがって、以下においては、実施の形態３と異なる部分を主に説明することによって、実
施の形態４を説明する。
【００７３】
まず、半導体素子の実装および封止方法として、図７および図８に示す２種類の実装およ
び封止方法をそれぞれ説明する。
【００７４】
▲１▼シート状の封止樹脂を用いる方法
図７を参照して、封止工程をシート状の封止樹脂を用いて実施する方法を説明する。図７
に示す方法は、半導体素子４をフリップチップ実装するとともに封止樹脂６を熱硬化させ
た後の封止樹脂６が突起状電極５と接しないような形状および大きさにシート状の封止樹
脂６を加工（例えばカット）して貼付することを除いては、図３に示す方法と同様にして
実施される。例えば、突起状電極５が半導体素子４に対してペリフェラル状に（即ち、複
数の電極が外周部に沿って額縁状に）配置されている場合には、実装後の半導体素子４の
機能素子形成面４ａと配線層２ａと突起状電極５とで形成される空間の体積を求め、求め
た体積よりも封止樹脂６の体積が小さくなるようにシート状の封止樹脂６を加工する。具
体的には、当該空間の体積の５～８０％の体積となるように、シート状の封止樹脂６を加
工することが好ましい。図７（ａ）において、封止樹脂６は、突起状電極５と接しないよ
うに、半導体素子４の略中央部と重なるように貼付されている。
【００７５】
次に、図７（ｂ）に示すように、突起状電極５を備える半導体素子４を離型キャリア７ａ
の配線層２ａの上に位置合わせする。突起状電極５として使用できるものは先に実施の形
態３において説明したとおりである。
【００７６】
その後、図５（ｃ）に示すように、半導体素子４をフリップチップ実装する。半導体素子
４の配線層２ａへのフリップチップ実装は、例えば、超音波放射と熱処理を実施して電極
を電気的に接続する方法により実施される。その場合、加熱により、封止樹脂６も同時に
硬化される。あるいは、フリップチップ実装は、半導体素子４を配線層２ａの上に位置合
わせて積層した後、加熱加圧処理を施すことにより、半導体素子４と配線層２ａを電気的
に接続させる方法により実施してよい。その場合には、加熱加圧の際に、封止樹脂６が同
時に硬化されて、半導体素子４が離型キャリア７ａに固定される。あるいは、フリップチ
ップ実装は、突起状電極５に導電性接着剤を転写した後、離型キャリア７ａの配線層２ａ
上に位置合わせして、半導体素子４を配線層２ａの上に配置した後、加熱する方法により
実施してよい。その場合、加熱により、導電性接着剤と封止樹脂６とが同時に硬化するこ
ととなる。あるいは、フリップチップ実装は、はんだから成る突起状電極５を形成した半
導体素子４を離型キャリア７ａの配線層２ａの上に位置合わせして重ねた後、加熱するこ
とによりはんだを溶融して、半導体素子４と配線層２ａを電気的に接続することにより実
施してよい。この場合、加熱の際に、同時に封止樹脂６が硬化されて、半導体素子４が離
型キャリア７ａに固定される。いずれの方法を採用する場合においても、封止樹脂６が突
起状電極５に付着しないように、半導体素子４をフリップチップ実装することが望ましい
。かかる観点からは、加える圧力がより小さい（または圧力を加えない）実装方法が好ま
しく使用される。
【００７７】
▲２▼液状の封止樹脂を塗布する方法
図８を参照して、封止工程を液状の封止樹脂を用いて実施する方法を説明する。図８に示
す方法は、液状の封止樹脂６を、半導体素子４をフリップチップ実装するとともに封止樹
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脂６を熱硬化させた後の封止樹脂６が突起状電極５と接しないような量で、塗布すること
を除いては、図４に示す方法と同様にして実施される。例えば、突起状電極５が半導体素
子４に対してペリフェラル状に配置されている場合には、実装後の半導体素子４の機能素
子形成面４ａと配線層２ａと突起状電極５とで形成される空間の体積を求め、求めた体積
よりも封止樹脂６の体積が小さくなるように、封止樹脂６の量を選択して塗布する。具体
的には、当該空間の体積の５～８０％の量の封止樹脂６を塗布する（図８（ａ））。
【００７８】
次に、図８（ｂ）に示すように、突起状電極５を備える半導体素子４を離型キャリア７ａ
の配線層２ａの上に位置合わせする。それから、図８（ｃ）に示すように、半導体素子４
を離型キャリア７ａの配線層２ａの上にフリップチップ実装し、かつ封止樹脂６を硬化さ
せる。フリップチップ実装の方法および封止樹脂の硬化方法は先に▲１▼のシート状封止
樹脂を貼付する方法に関連して説明したとおりであり、ここではその説明を省略する。
【００７９】
このようにして封止樹脂６が突起状電極５に付着しないように、半導体素子の実装工程お
よび封止工程を実施する。図７および図８では、接続部における全ての電極が封止樹脂と
接しないような形態を示している。別の形態において、例えば、図７に示す方法により実
装および封止を行なう場合、シート状の封止樹脂６は、１つの半導体素子４と配線層２ａ
との接続部において、封止後に一部の突起状電極５と接し、残りの突起状電極５とは接し
ないような形状および／または寸法に加工して、離型キャリア７ａに貼り付けてもよい。
あるいは、図８に示す方法により実装および封止を行なう場合、液状の封止樹脂６は、１
つの半導体素子４と配線層２ａとの接続部において、封止後に一部の突起状電極５と接し
、残りの突起状電極５とは接しないような塗布量および／または塗布領域を選択して、離
型キャリア７ａに塗布してもよい。
【００８０】
引き続き、半導体素子を内蔵する工程を、図９を参照して説明する。図９においては、図
８に示す方法で半導体を実装し、接続部を封止したもの（即ち、図８（ｃ）に示すもの）
を用いて、半導体素子を内蔵する工程を説明する。同様にして、図７に示す方法で実装・
封止した半導体素子を、半導体素子内蔵工程に付し得ることはいうまでもない。
【００８１】
図９（ａ）に示す電気絶縁性基材８ａおよび８ｂ、それらに形成された貫通孔１１ａおよ
び１１ｂ、貫通孔１１ａおよび１１ｂに充填された導電性ペースト９、ならびに電気絶縁
性基材１１ｂに形成される開口部１０については、実施の形態３に関連して説明したとお
りである。図９（ｂ）は、配線層２ｂを有する離型キャリア７ｂ、電気絶縁性基材８ａお
よび８ｂ、ならびに半導体素子４を実装した離型キャリア７ａを位置合わせする工程を示
す。位置合わせ後、これらを重ね合わせることにより、半導体素子４を電気絶縁性基材８
ｂに形成された開口部１０内に位置させる。
【００８２】
図９（ｃ）は、位置合わせして重ねた積層体を、プレスを用いて加熱加圧する工程を示し
ている。図９（ｃ）に示す工程は、実施の形態３に関連して説明した図６（ｃ）と同様に
して実施される。但し、実施の形態４においては、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂに含ま
れる熱硬化性樹脂の粘度を低下させて流動させることにより、封止樹脂６と接していない
突起状電極５を封止する必要がある。突起状電極５の周囲の空隙は微小であるため、これ
を充填するには、熱硬化性樹脂の流動性をより高くすることが望ましい。具体的には、こ
の加熱加圧工程においては、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂに含まれる熱硬化性樹脂が最
低溶融粘度を示す温度をＴＬとしたときにＴＬ±２０℃の範囲内にある温度にて、積層体
を一定時間保持することが好ましい。それにより、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂを構成
する材料の流動が促進されて、半導体素子４と配線層２ａとの間の空隙が充填されやすく
なり、突起状電極５が電気絶縁性基材８ａおよび８ｂを構成する材料で取り囲まれた構成
が得られやすくなる。更に加熱加圧を続けることで、電気絶縁性基材８ａおよび８ｂなら
びに導電性ペースト９に含まれる熱硬化性樹脂を完全に硬化させて、コア層１およびイン
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ナービア３を形成する。
【００８３】
電気絶縁性基材８ａおよび８ｂに含まれる熱硬化性樹脂を硬化させた後において、一部の
突起状電極５の側周面の一部は、なお露出したままであってもよい。突起状電極５の周囲
の空隙は微小であるために、その全てを完全に充填することは困難であることによる。即
ち、コア層１には、半導体内蔵モジュールの機能に影響を及ぼさない限りにおいて、微小
な空隙が存在していてもよい。コア層における微小な空隙の残存は、実施の形態４の製造
方法に限られず、実施の形態３の製造方法または他の製造方法で製造した本発明の半導体
内蔵モジュールについても許容される。
【００８４】
最後に、離型キャリア７ａおよび７ｂを剥離して、図９（ｄ）に示すような半導体内蔵モ
ジュールを得る。このようにして半導体内蔵モジュールを製造する場合には、実施の形態
３と同様に、モジュールを高密度化し得ることに加えて、突起状電極５がコア層１で封止
されて（即ち、被覆されて）強固に固定されるから、内部応力が発生しにくい構造を有す
る、信頼性の高い半導体内蔵モジュールを提供できる。
【００８５】
実施の形態３に関連して説明したように、このようにして製造した半導体内蔵モジュール
を用いても、多層モジュールを製造できる。また、得られたモジュールの一方または両方
の面に形成された配線層の表面を半導体実装面として、図７または図８に示す実施・封止
工程を実施し、次いで、図９に示す半導体素子内蔵工程を実施することにより、複数の層
に半導体素子が内蔵されたモジュールを製造することができる。
【００８６】
以上、実施の形態３および実施の形態４として、本発明のモジュール製造方法を説明した
。本発明の製造方法は上記の形態に限定されず、種々の応用例を有する。例えば、前述の
ように、コア層は半導体素子以外に受動部品をさらに内蔵してよい。そのようなコア層は
、半導体素子が実装される配線層の上に、半導体素子を実装する前または後に受動部品を
実装した後、上述の方法に従って電気絶縁性基材を積層することにより形成される。受動
部品は、例えば、次の方法で実装される。まず、受動部品が実装される部分の配線層の表
面に導電性接着剤またははんだをあらかじめ塗布する。導電性接着剤等を塗布した部分に
、受動部品を実装し、さらに熱処理を施して、導電性接着剤を硬化させることにより、あ
るいははんだを溶融させることにより、受動部品と配線層を電気的に接続する。導電性接
着剤としては、例えば、金、銀、銅、または銀－パラジウム合金を熱硬化性樹脂で混練し
たものを使用できる。
【００８７】
実施の形態３および４では、１個の半導体素子を実装して内蔵する方法を説明した。同様
にして、半導体素子を同じ配線層上に複数個実装して、１つのコア層に複数個の半導体素
子が内蔵されるようにしてもよい。また、本発明の製造方法は、得られた半導体内蔵モジ
ュールまたは半導体内蔵回路基板の最外層の配線層の表面に、能動部品または受動部品等
の回路部品を実装することをさらに含んでよい。その場合には、より高密度な半導体内蔵
モジュールまたは半導体内蔵回路基板を提供できる。
【００８８】
実施の形態３および４では、電気絶縁性基材８ａの表面に配線層２ｂを有する離型キャリ
ア７ｂを積層した。この離型キャリアに代えて、配線層を表面に有する回路基板または回
路部品内蔵モジュールを、配線層が電気絶縁性基材と接するように積層して、加熱加圧に
より一体化させてもよい。
【００８９】
実施の形態３および４では、半導体素子を収容するための空間を、あらかじめ電気絶縁性
基材に形成した。この空間は必ずしも形成する必要はなく、半導体素子の厚さが薄い（例
えば０．１ｍｍ以下である）場合には、そのような空間を形成せずに、半導体素子を電気
絶縁性基材に押し込んで内蔵させてもよい。
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【００９０】
【実施例】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
【００９１】
（実施例１）
実施例１では、上述の実施の形態１の半導体内蔵モジュールを（ｉ）～（iii)の手順に従
って製造した。
（ｉ）半導体素子の実装および接続部の封止
まず、配線層を有する離型キャリアを作製した。本実施例では、厚さ７０μｍの銅箔を離
型キャリアとし、これの一方の表面に更に厚さ１０μｍの銅を電解メッキ法で析出させた
。続いて、電解メッキにより析出させた銅を、フォトリソグラフィ法を用いて化学エッチ
ングし、所定の配線パターンを有する配線層を形成した。
【００９２】
このようにして作製した配線層を有する離型キャリア上に半導体素子をフリップチップ実
装した。本実施例では、１０ｍｍ角、厚さ０．３ｍｍの半導体素子を用いた。半導体素子
の機能素子形成面には、予め金ワイヤボンディング法により高さ７０μｍの金バンプを突
起状電極として形成した。本実施例においては、シート状の封止樹脂を用いる封止方法を
採用した。ここでは、厚さ４０μｍのシート状封止樹脂（日立化成社製のＵＦ－５１１）
を用いた。このシート状封止樹脂を、その面積が８０平方ｍｍとなるように加工した後、
離型キャリアの半導体素子を実装する領域に貼り付けた。次に、半導体素子を、離型キャ
リアの配線層と位置合わせした後に、フリップチップ実装した。フリップチップ実装は、
半導体素子の背面から加圧すると同時に加熱して実施した。加熱温度は２００℃、圧力は
３ＭＰａ、加熱加圧時間は１５秒とした。その結果、電極と配線層とが電気的に接続され
るとともに、封止樹脂が硬化した。封止樹脂の硬化により、半導体素子と配線層とは強固
に固定された。また、加圧により突起状電極の高さは３０μｍとなった。シート状の封止
樹脂を上記のように加工して半導体素子の実装および接続部の封止を実施したところ、封
止樹脂の外縁が半導体素子の外縁のいずれの箇所からもはみ出ない構成が得られた。
【００９３】
（ii）電気絶縁性基材の作製
電気絶縁性基材は、無機質フィラーと熱硬化性樹脂との混合物から、シート状物を形成し
、これに貫通孔を形成して導電性ペーストを充填することにより製造した。シート状物を
構成する材料は、所定の容量の容器に無機質フィラーおよび熱硬化性樹脂、ならびに必要
に応じて粘度調整のための溶剤を投入し、容器自身を回転（自転）させながら公転させる
混合撹拌機を用いて混合することにより調製した。この混合方法によれば、比較的粘度が
高くても、無機質フィラーの分散状態を良好なものとする（即ち、均一な分散を得る）こ
とができる。本実施例では、熱硬化性樹脂としてエポキシ樹脂を１０重量％（硬化剤を含
む）、および無機質フィラーとしてシリカフィラーを９０重量％含む混合物を、この混合
撹拌機で１０分間混合して調製した。
【００９４】
混合撹拌により得たペースト状の混合物を所定量取り出し、離型フィルムの上に滴下した
。離型フィルムとして、厚さが７５μｍであり、表面にシリコンによる離型処理が施され
たポリエチレンテレフタレートフィルムを用いた。離型フィルム上に滴下した混合物の上
に同じ離型フィルムを更に重ねて三層構造とし、プレス機で一定の厚さとなるようにプレ
スした。次に、一方の離型フィルムを剥離した後、シート状になった混合物を、片面に離
型フィルムが付着したままの状態で加熱した。加熱は、混合物の粘着性が無くなり、かつ
混合物中に溶剤が含まれる場合には当該溶剤が除去される条件にて実施した。本実施例で
は、加熱温度を１２０℃として、１５分間処理した。加熱処理の結果、前記混合物は、粘
着性のないシート状物となった。また、加熱は、混合物中の熱硬化性のエポキシ樹脂が半
硬化状態（Ｂステージ）となるように実施した。これは、後の半導体素子内蔵工程におい
て、加熱によりエポキシ樹脂の粘度を低下させて流動させる必要があることによる。
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【００９５】
このようにして作製したシート状物を所定の大きさにカットし、炭酸ガスレーザを用いて
ピッチが０．２ｍｍ～２ｍｍの等間隔の位置に直径０．１５ｍｍの貫通孔を形成した。導
電性ペーストを、球形状の銅粒子８５質量％と、樹脂成分として、ビスフェノールＡ型エ
ポキシ樹脂（油化シェルエポキシ社製「エピコート８２８」（商品名））３質量％と、グ
ルシジルエステル系エポキシ樹脂（東都化成社製「ＹＤ－１７１」（商品名））９質量％
と、硬化剤としてアミンアダクト硬化剤（味の素社製「ＭＹ－２４」（商品名））３質量
％とを三本ロールを用いて混練して調製した。得られた導電性ペーストをスクリーン印刷
法により貫通孔に充填し、電気絶縁性基材を得た。
【００９６】
本実施例では、厚さ０．１ｍｍの電気絶縁性基材ａと、厚さ０．３ｍｍの電気絶縁性基材
ｂとを作製し、電気絶縁性基材ｂには、上記（ｉ）で実装した半導体素子の機能素子形成
面と略同じ面積および形状を有し、厚さ方向を貫通する開口部をレーザ加工により形成し
た。
【００９７】
（iii）半導体素子の内蔵
（ｉ）で得た半導体を実装した離型キャリアの上に、電気絶縁性基材ｂ、電気絶縁性基材
ａ、および（ｉ）で説明した方法に従って配線層を形成した別の離型キャリアがこの順に
積層されるように位置合わせした後、これらを重ね合わせて積層体を得た。このとき、電
気絶縁性基材ａの上に積層される離型キャリアは、その配線層が電気絶縁性基材ａと接す
るように配置した。次に、積層体を熱プレスを用いてプレス温度１８０℃、圧力１ＭＰａ
で１時間加熱加圧した。これにより、電気絶縁性基材中のエポキシ樹脂は、その粘度が一
旦低下した後で硬化し、その結果、電気絶縁性基材はコア層となった。また、この実施例
では、エポキシ樹脂の粘度が低下している間に、半導体素子と配線層との間の封止樹脂が
位置しない部分に、電気絶縁性基材を構成する材料が流入したため、コア層が封止樹脂と
ともに接続部を補強する構成が得られた。また、この加熱加圧により、導電性ペースト中
のエポキシ樹脂も硬化し、その結果、コア層を介して対向する配線層同士を電気的に接続
するインナービアが形成された。続いて、コア層の両方の面に位置する離型キャリアを剥
離した。離型キャリアの配線層を形成した面は、光沢面を有する平滑な面であり、また、
配線層が、電解メッキによってコア層と接する面が凹凸を有するように形成され、当該凹
凸がアンカー効果によってコア層に密着しているために、剥離工程においては離型キャリ
アだけを剥離させることができる。
【００９８】
このようにして実施の形態１の半導体内蔵モジュールを作製した。本実施例では、半導体
素子と半導体素子に最も近接させるインナービアとの間の距離ｄが異なる下記の３種類の
サンプル（各サンプルのＮ数は５）を作製して、各モジュールの信頼性を評価した。
サンプルａ：ｄ＝０．５ｍｍ；
サンプルｂ：ｄ＝０．７５ｍｍ；
サンプルｃ：ｄ＝１．００ｍｍ。
いずれのサンプルも、半導体素子は前述のように１０ｍｍ×１０ｍｍ、厚さ３ｍｍであり
、インナービアの直径は１５０μｍであった。
【００９９】
各モジュールの信頼性は、吸湿リフロー試験および熱衝撃試験（温度サイクル試験）を実
施して評価した。具体的には、吸湿リフロー試験は、８５℃、８５％ＲＨ条件下で１６８
時間保持した半導体内蔵モジュールを、最高温度が２６０℃であるベルト式リフロー試験
機を用いて２０秒間のサイクルを３回繰り返すことにより実施した。温度サイクル試験は
、１２５℃の温度で３０分間保持した後、－４０℃の温度で３０分間保持する工程を、１
５００サイクル繰り返すことにより実施した。各モジュールはインナービア接続信頼性お
よび半導体素子接続信頼性により評価した。インナービア接続信頼性は、試験後のインナ
ービア接続抵抗値が、試験前の値から１０％未満変化したものを「良」とし、断線が生じ
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たり接続抵抗が試験前の値から１０％以上変化したものを「不良」として評価した。同様
に、半導体素子接続信頼性は、内蔵した半導体素子と配線層との接続部において、試験後
の接続抵抗値が試験前の値から１０％未満変化したものを「良」とし、断線が生じたもの
または試験後の接続抵抗が試験前の値から１０％以上変化したものを「不良」として評価
した。
【０１００】
いずれのサンプルも、吸湿リフロー試験後のインナービア接続信頼性および半導体接続信
頼性はすべて「良」であった。また、いずれのサンプルも、温度サイクル試験後のインナ
ービア接続信頼性および半導体素子接続信頼性はすべて「良」であった。さらに、各試験
を実施した後、内蔵した半導体素子においてクラックの発生は観察されず、超音波探傷装
置でも特に異常は認められなかった。
【０１０１】
このように本発明の半導体内蔵モジュールは、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁からは
み出ない構成を有しているために、インナービアが予め形成された電気絶縁性基材を積層
して半導体素子を内蔵させる場合でも、インナービアを半導体素子に近づけて配置させる
ことができる。より具体的には、本発明のモジュールによれば、半導体素子の外縁とイン
ナービア中心との間の距離を０．５～１ｍｍと短くして、インナービアを半導体素子に近
づけて配置しても、高い信頼性を確保できる。
【０１０２】
（実施例２）
実施例２では、上述の実施の形態２の半導体内蔵モジュールを（ｉ）～（iii)の手順に従
って製造した。
（ｉ）半導体素子の実装および接続部の封止
実施例１で用いた方法と同じ方法で、配線層を有する離型キャリアを作製した。この離型
キャリア上に半導体素子をフリップチップ実装した。本実施例では、１０ｍｍ角、厚さ０
．３ｍｍの半導体素子を用いた。半導体素子の機能素子形成面には、予め金ワイヤボンデ
ィング法により金バンプを突起状電極として形成した。突起状電極は、ペリフェラル配置
した。本実施例においては、液状の封止樹脂を用いる封止方法を採用した。ここでは、ナ
ガセケムテックス社製のＴ６９３／ＵＦＲ１０５を用いた。この液状封止樹脂０．９ｍｌ
を、離型キャリアの半導体素子を実装する領域の中央部に、実装後の突起状電極と接触し
ないように塗布した。次いで、半導体素子に形成した突起状電極に導電性接着剤（ナミッ
クス社製Ｈ９８０７）を転写した後、離型キャリアの配線層と位置合わせした後に、フリ
ップチップ実装した。フリップチップ実装は、１１０℃で５分間加熱して実施した。その
結果、導電性接着剤が硬化して突起状電極と配線層とが電気的に接続されるとともに、封
止樹脂が硬化した。このようにして実装した結果、封止樹脂が突起状電極を封止しておら
ず、突起状電極の側周面が露出したままである構成を得ることができた。
【０１０３】
（iii）半導体素子の内蔵
実施例１で作製した電気絶縁性基材ａおよびｂと同じものを、実施例１で採用した方法と
同じ方法で製造し、これを半導体素子の内蔵に使用した。本実施例でも、実施例１と同様
にして、半導体素子を実装した離型キャリアの上に、電気絶縁性基材ｂ、電気絶縁性基材
ａ、および配線層を有する別の離型キャリアがこの順に積層されるように位置合わせした
後、これらを重ね合わせて積層体を得た。次に、得られた積層体を、熱プレスを用いて電
気絶縁性基材に含まれる熱硬化性樹脂が最低溶融粘度を示す温度をＴＬとしたときにＴＬ
±２０℃の範囲内にある１２０℃の温度で、１ＭＰａの圧力を加えて、５分間加熱加圧し
た。この加熱加圧工程の間、電気絶縁性基材中の熱硬化性樹脂は、その粘度が低下して流
動しやすくなる。そのため、この工程の間に、電気絶縁性基材を構成する材料は、小さい
体積の空間にも入りこみ、半導体素子の接続部における電極の周囲の空隙を充填する。そ
の結果、電極が電気絶縁性基材の材料で囲まれる構成となる。次いで、加熱温度を上昇さ
せて１８０℃で、圧力１ＭＰａのままで６０分間保持した。これにより、電気絶縁性基材
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中のエポキシ樹脂が硬化して、電気絶縁性基材はコア層となった。また、この加熱加圧に
より、導電性ペースト中のエポキシ樹脂も硬化し、コア層を介して対向する配線層同士を
電気的に接続するインナービアが形成された。続いて、コア層の両方の面に位置する離型
キャリアを剥離した。
【０１０４】
このようにして実施の形態２の半導体内蔵モジュールを作製した。本実施例においても、
半導体素子と半導体素子に最も近接させるインナービアとの間の距離ｄが異なる下記の３
種類のサンプル（各サンプルのＮ数は５）を作製して、各モジュールの信頼性を評価した
。
サンプルａ：ｄ＝０．５ｍｍ；
サンプルｂ：ｄ＝０．７５ｍｍ；
サンプルｃ：ｄ＝１．００ｍｍ。
いずれのサンプルも、半導体素子は前述のように１０ｍｍ×１０ｍｍ、厚さ３ｍｍであり
、インナービアの直径は１５０μｍであった。
【０１０５】
各モジュールの信頼性は、吸湿リフロー試験および熱衝撃試験（温度サイクル試験）を実
施して評価した。吸湿リフロー試験は実施例１で説明した方法に従って実施した。温度サ
イクル試験は、１２５℃の温度で３０分間保持した後、－４０℃の温度で３０分間保持す
る工程を、２０００サイクル繰り返すことにより実施した。各モジュールは、インナービ
ア接続信頼性および半導体素子接続信頼性により評価した。それぞれの信頼性の評価基準
は実施例１で説明した基準と同じである。
【０１０６】
いずれのサンプルも、吸湿リフロー試験後のインナービア接続信頼性および半導体接続信
頼性はすべて「良」であった。また、いずれのサンプルも、温度サイクル試験後のインナ
ービア接続信頼性および半導体接続信頼性はすべて「良」であった。さらに、各試験を実
施した後、半導体素子においてクラックの発生は観察されず、超音波探傷装置でも特に異
常は認められなかった。
【０１０７】
このように、最終的なモジュールにおいて電極を封止樹脂ではなく電気絶縁性基材を構成
する材料で封止する構成とすることにより、半導体素子の外縁とインナービア中心との間
の距離を０．５～１ｍｍと短くして、インナービアを半導体素子に近づけて配置しても、
高い信頼性を示すモジュールを得ることができる。
【０１０８】
【発明の効果】
以上において説明したように、本発明の半導体内蔵モジュールは、半導体素子と配線層と
の接続部において、封止樹脂の外縁が半導体素子の外縁からはみ出ない構成を有すること
を特徴とする。この特徴によれば、配線層同士を接続するインナービアを半導体素子に近
接させて形成することが可能であるから、高密度な半導体内蔵モジュールを得ることがで
きる。本発明の半導体素子内蔵モジュールは、配線層に実装した半導体素子を、予めイン
ナービア（即ち、導電性ペーストが充填された貫通孔）が形成された電気絶縁性基材を、
半導体素子の上に積層することを含む製造方法により好ましく製造される。そのような製
造方法においては、半導体素子に近接してインナービアが配置されている場合でも、イン
ナービアと封止樹脂とが干渉（即ち、衝突）しない。したがって、この製造方法によれば
、予め形成されたインナービアと配線層とを精度良く位置合わせして、且つ効率良く、高
密度な配線基板を製造することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の半導体内蔵モジュールの実施の形態１を模式的に示す断面図である。
【図２】　本発明の半導体内蔵モジュールの実施の形態２を模式的に示す断面図である。
【図３】　（ａ）～（ｃ）は、実施の形態１の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を実装し、封止樹脂で封止する工程の一例をそれぞれ模式的に示す。
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【図４】　（ａ）～（ｃ）は、実施の形態１の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を実装し、封止樹脂で封止する工程の別の例をそれぞれ模式的に示す。
【図５】　（ａ）～（ｃ）は、実施の形態１の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を実装し、封止樹脂で封止する工程のさらに別の例をそれぞれ模式的に示す。
【図６】　（ａ）～（ｄ）は、実施の形態１の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を内蔵する工程をそれぞれ模式的に示す。
【図７】　（ａ）～（ｃ）は、実施の形態２の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を実装し、封止樹脂で封止する工程の一例をそれぞれ模式的に示す。
【図８】　（ａ）～（ｃ）は、実施の形態２の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を実装し、封止樹脂で封止する工程の別の例をそれぞれ模式的に示す。
【図９】　（ａ）～（ｄ）は、実施の形態２の半導体内蔵モジュールを製造するために、
半導体素子を内蔵する工程をそれぞれ模式的に示す。
【図１０】　従来の半導体内蔵モジュールを模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
１，１０１...コア層、２ａ，２ｂ，１０２...配線層、３，１０３...インナービア、４
，１０４...半導体素子、５，１０５...突起状電極、６，１０６...封止樹脂、７ａ，７
ｂ...離型キャリア、８ａ，８ｂ...電気絶縁性基材、９...導電性ペースト、１０...開口
部、１１ａ，１１ｂ...貫通孔、２０...注射針。

【図１】

【図２】

【図３】
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