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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面から前記第１面とは反対側の第２面までを貫通する第１開口部を有し、補強材入
りの絶縁性樹脂からなるコア基板と、
　前記コア基板の第１面上において、電子部品よりも薄く形成された金属板と、
　前記コア基板の第２面上において、前記第１開口部と連通する第２開口部を有するよう
に形成された導電層と、
　前記第１開口部に露出された前記金属板の第１面上に接合された前記電子部品と、
　前記金属板の前記第１面とは反対側の第２面と前記金属板の側面と前記コア基板の第１
面の外縁を被覆する第１絶縁層と、
　前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記導電層の前
記コア基板の第２面と対向する面とは反対側の面と、前記導電層の前記第１開口部側の側
面と、前記導電層の外縁側の側面と、前記電子部品とを被覆する第２絶縁層と、
　前記第２絶縁層上に積層され、前記電子部品と電気的に接続された第１配線層を含む第
１配線構造と、
　前記コア基板の前記第１面から前記第２面まで貫通して形成され、前記第１開口部の周
囲に設けられた貫通孔を充填して形成された貫通電極と、
　前記コア基板の第１面において、前記貫通電極の一端と電気的に接続され、且つ前記金
属板と分離された第１配線パターンと、
　前記コア基板の第２面において、前記貫通電極の他端と電気的に接続され、且つ前記導
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電層と分離された第２配線パターンと、
を有し、
　前記導電層と前記コア基板を含む厚さは、前記電子部品と同じ厚さに、又は前記電子部
品よりも厚く形成されており、
　前記金属板は、該金属板を貫通する第３開口部を有するとともに、前記コア基板の第１
面における前記第３開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第１面の外縁を除く、前
記コア基板の第１面の全面を覆うように形成されており、
　前記導電層は、該導電層を貫通する第４開口部を有するとともに、前記コア基板の第２
面における前記第２開口部に対応する部分、前記コア基板の第２面における前記第４開口
部に対応する部分、及び前記コア基板の第２面の外縁を除く、前記コア基板の第２面の全
面を覆うように形成されており、
　前記第１配線パターンは、前記金属板の前記第３開口部内に形成されており、
　前記第２配線パターンは、前記導電層の前記第４開口部内に形成されている
ことを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項２】
　前記貫通電極の断面形状は、前記コア基板の厚さ方向の中途位置から両開口端に向かう
に連れて開口径が大きくなる鼓形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の
半導体パッケージ。
【請求項３】
　前記第１絶縁層上に積層され、前記第１配線パターンと電気的に接続された第２配線層
を含む第２配線構造を有し、
　前記第２配線構造が有する最外層の第２配線層は、他の半導体パッケージと接続される
パッドを有することを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体パッケージ。
【請求項４】
　前記第１配線構造は、前記第１配線層と該第１配線層上に積層される層間絶縁層とが交
互に積層された構造を有し、
　前記第１絶縁層とは反対側の最外層の前記層間絶縁層は、補強材入りの絶縁性樹脂から
なることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の半導体パッケージ。
【請求項５】
　第１面から前記第１面とは反対側の第２面まで貫通する第１開口部及び第２開口部を有
し、補強材入りの絶縁性樹脂からなるコア基板と、
　前記コア基板の第１面上において、内蔵される第１電子部品よりも薄く形成されるとと
もに、前記第１開口部と連通する第３開口部を有するように形成された第１金属板と、
　前記コア基板の第２面上において、内蔵される第２電子部品よりも薄く形成されるとと
もに、前記第２開口部と連通する第４開口部を有するように形成された第２金属板と、
　前記第２開口部に露出された前記第１金属板の第１面上に接合された前記第１電子部品
と、
　前記第１開口部に露出された前記第２金属板の第１面上に接合された前記第２電子部品
と、
　前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第１面の外縁と、前記第２電子部
品と、前記第１金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記第１金属板の側面とを被
覆する第１絶縁層と、
　前記第２開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記第１電子部
品と、前記第２金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記第２金属板の側面とを被
覆する第２絶縁層と、
　前記第２絶縁層上に積層され、前記第１電子部品と電気的に接続された第１配線層を含
む第１配線構造と、
　前記第１絶縁層上に積層され、前記第２電子部品と電気的に接続された第２配線層を含
む第２配線構造と、
　前記コア基板の前記第１面から前記第２面まで貫通して形成され、前記第１開口部及び
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前記第２開口部の周囲に設けられた貫通孔を充填して形成された貫通電極と、
　前記コア基板の第１面において、前記貫通電極の一端と電気的に接続され、且つ前記第
１金属板と分離された第１配線パターンと、
　前記コア基板の第２面において、前記貫通電極の他端と電気的に接続され、且つ前記第
２金属板と分離された第２配線パターンと、
を有し、
　前記第１金属板と前記コア基板を含む厚さは、前記第２電子部品と同じ厚さに、又は前
記第２電子部品よりも厚く形成され、
　前記第２金属板と前記コア基板を含む厚さは、前記第１電子部品と同じ厚さに、又は前
記第１電子部品よりも厚く形成されており、
　前記第１金属板は、該第１金属板を貫通する第５開口部を有するとともに、前記コア基
板の第１面における前記第３開口部に対応する部分、前記コア基板の第１面における前記
第５開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第１面の外縁を除く、前記コア基板の第
１面の全面を覆うように形成されており、
　前記第２金属板は、該第２金属板を貫通する第６開口部を有するとともに、前記コア基
板の第２面における前記第４開口部に対応する部分、前記コア基板の第２面における前記
第６開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第２面の外縁を除く、前記コア基板の第
２面の全面を覆うように形成されており、
　前記第１配線パターンは、前記第１金属板の前記第５開口部内に形成されており、
　前記第２配線パターンは、前記第２金属板の前記第６開口部内に形成されている
ことを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項６】
　前記第１配線パターン及び前記第２配線パターンは、平面視で同一形状になっていると
ともに互いに重複した位置に形成されている
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体パッケージ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の半導体パッケージと、
　前記半導体パッケージ上に積層された他の半導体パッケージと、
を有することを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　コア基板の第１面に第１金属層が積層され、前記コア基板の前記第１面とは反対側の第
２面に第２金属層が積層された構造体を準備する工程と、
　前記第１金属層をパターニングし、内蔵される電子部品よりも薄い金属板を形成する工
程と、
　前記第２金属層をパターニングし、厚さ方向に貫通する第２開口部を有する導電層を形
成する工程と、
　前記第２開口部に露出された前記コア基板を該コア基板の第２面側から除去し、前記コ
ア基板に前記第１面から前記第２面まで貫通する第１開口部を形成する工程と、
　前記第１開口部に露出された前記金属板の第１面上に前記電子部品を接合する工程と、
　前記金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記金属板の側面と、前記コア基板の
第１面の外縁とを被覆する第１絶縁層を形成する工程と、
　前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記導電層の前
記コア基板の第２面と対向する面とは反対側の面と、前記導電層の前記第１開口部側の側
面と、前記導電層の外縁側の側面と、前記電子部品とを被覆する第２絶縁層を形成する工
程と、
　前記第２絶縁層上に、前記電子部品と電気的に接続される配線層を含む配線構造を形成
する工程と、を有し、
　前記導電層と前記コア基板を含む厚さが、前記電子部品と同じ厚さに、又は前記電子部
品よりも厚くなるように形成され、
　前記金属板を形成する工程及び前記導電層を形成する工程は、
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　前記第１開口部の周囲において、前記コア基板の前記第１面から前記第２面まで貫通す
る貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔内に貫通電極を形成する工程と、
　前記第１金属層をパターニングし、前記金属板を貫通する第３開口部を有するとともに
、前記コア基板の第１面における前記第３開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第
１面の外縁を除く、前記コア基板の第１面の全面を覆うように前記金属板を形成し、前記
第３開口部内に前記貫通電極の一端に接続され、且つ前記金属板と分離された第１配線パ
ターンを形成する工程と、
　前記第２金属層をパターニングし、前記導電層を貫通する第４開口部を有するとともに
、前記コア基板の第２面における前記第２開口部に対応する部分、前記コア基板の第２面
における前記第４開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第２面の外縁を除く、前記
コア基板の第２面の全面を覆うように前記導電層を形成し、前記第４開口部内に前記貫通
電極の他端に接続され、且つ前記導電層と分離された第２配線パターンを形成する工程と
、
を有する
ことを特徴とする半導体パッケージの製造方法。
【請求項９】
　コア基板の第１面に第１金属層が積層され、前記コア基板の前記第１面とは反対側の第
２面に第２金属層が積層された構造体を準備する工程と、
　前記第１金属層をパターニングし、内蔵される第１電子部品よりも薄く形成されるとと
もに、厚さ方向に貫通する第３開口部を有する第１金属板を形成する工程と、
　前記第２金属層をパターニングし、内蔵される第２電子部品よりも薄く形成されるとと
もに、厚さ方向に貫通する第４開口部を有する第２金属板を形成する工程と、
　前記第１金属板の第３開口部に露出された前記コア基板を該コア基板の第１面側から除
去し、前記コア基板に厚さ方向に貫通する第１開口部を形成する工程と、
　前記第１開口部に露出された前記第２金属板の第１面上に前記第２電子部品を接合する
工程と、
　前記第２金属板の第４開口部に露出された前記コア基板を該コア基板の第２面側から除
去し、前記コア基板に厚さ方向に貫通する第２開口部を形成する工程と、
　前記第２開口部に露出された前記第１金属板の第１面上に前記第１電子部品を接合する
工程と、
　前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第１面の外縁と、前記第２電子部
品と、前記第１金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記第１金属板の側面とを被
覆する第１絶縁層を形成する工程と、
　前記第２開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記第１電子部
品と、前記第２金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記第２金属板の側面とを被
覆する第２絶縁層を形成する工程と、
　前記第２絶縁層上に、前記第１電子部品と電気的に接続される第１配線層を含む第１配
線構造を形成する工程と、
　前記第１絶縁層上に、前記第２電子部品と電気的に接続される第２配線層を含む第２配
線構造を形成する工程と、を有し、
　前記第１金属板と前記コア基板を含む厚さは、前記第２電子部品と同じ厚さに、又は前
記第２電子部品よりも厚く形成され、
　前記第２金属板と前記コア基板を含む厚さは、前記第１電子部品と同じ厚さに、又は前
記第１電子部品よりも厚く形成され、
　前記第１金属板を形成する工程及び前記第２金属板を形成する工程は、
　前記第１開口部及び前記第２開口部の周囲において、前記コア基板の前記第１面から前
記第２面まで貫通する貫通孔を形成する工程と、
　前記貫通孔内に貫通電極を形成する工程と、
　前記第１金属層をパターニングし、前記第１金属板を貫通する第５開口部を有するとと
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もに、前記コア基板の第１面における前記第３開口部に対応する部分、前記コア基板の第
１面における前記第５開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第１面の外縁を除く、
前記コア基板の第１面の全面を覆うように前記第１金属板を形成し、前記第５開口部内に
前記貫通電極の一端に接続され、且つ前記第１金属板と分離された第１配線パターンを形
成する工程と、
　前記第２金属層をパターニングし、前記第２金属板を貫通する第６開口部を有するとと
もに、前記コア基板の第２面における前記第４開口部に対応する部分、前記コア基板の第
２面における前記第６開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第２面の外縁を除く、
前記コア基板の第２面の全面を覆うように前記第２金属板を形成し、前記第６開口部内に
前記貫通電極の他端に接続され、且つ前記第２金属板と分離された第２配線パターンを形
成する工程と、
を有する
ることを特徴とする半導体パッケージの製造方法。
【請求項１０】
　コア基板の第１面に第１金属層が積層され、前記コア基板の前記第１面とは反対側の第
２面に第２金属層が積層された構造体を準備する工程と、
　前記第１金属層をパターニングし、内蔵される電子部品よりも薄く、且つ前記コア基板
の第１面の外縁を露出するとともに、該外縁を除く前記コア基板の第１面を覆う金属板を
形成する工程と、
　前記第２金属層をパターニングし、厚さ方向に貫通する開口部を有し、前記コア基板の
第２面の外縁を露出するとともに、該外縁を除く前記コア基板の第２面を覆う導電層を形
成する工程と、
　前記開口部に露出された前記コア基板を該コア基板の第２面側から除去し、前記コア基
板に前記第１面から前記第２面まで貫通する第１開口部を形成する工程と、
　前記第１開口部に露出された前記金属板の第１面上に前記電子部品を接合する工程と、
　前記金属板の前記第１面とは反対側の第２面と、前記金属板の側面と、前記コア基板の
第１面の外縁とを被覆する第１絶縁層を形成する工程と、
　前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記導電層の前
記コア基板の第２面と対向する面とは反対側の面と、前記導電層の前記第１開口部側の側
面と、前記導電層の外縁側の側面と、前記電子部品とを被覆する第２絶縁層を形成する工
程と、
　前記第２絶縁層上に、前記電子部品と電気的に接続される配線層を含む配線構造を形成
する工程と、を有し、
　前記導電層と前記コア基板を含む厚さが、前記電子部品と同じ厚さに、又は前記電子部
品よりも厚くなるように形成され、
　前記第１開口部を形成する工程の前に前記第１絶縁層を形成する工程が実施され、
　前記第１絶縁層を形成する工程では、前記第１絶縁層上に該第１絶縁層の第１面の全面
を被覆する支持体が積層され、
　前記第２絶縁層を形成する工程の後であって前記配線構造を形成する工程の前に、前記
支持体を除去する工程を有する
ことを特徴とする半導体パッケージの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体パッケージ、半導体装置及び半導体パッケージの製造方法に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップと、その半導体チップを覆う樹脂層とを有する半導体パッケージが
知られている。
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　このような半導体パッケージの一例としては、半導体チップの能動面（回路形成面）及
び側面が絶縁層により覆われており、その絶縁層上に、半導体チップと電気的に接続され
た配線構造が積層されてなる構造が提案されている（例えば、特許文献１，２参照）。
【０００３】
　このような半導体パッケージの製造方法としては、以下のような方法が知られている。
　例えば支持基板を準備し、その支持基板上に、半導体チップの能動面とは反対側の面が
支持基板の表面に接するように半導体チップを搭載する。続いて、搭載した半導体チップ
を絶縁層により封止し、絶縁層上に配線層と層間絶縁層とを積層して配線構造を形成する
。そして、支持基板を除去することによって、半導体パッケージを製造する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１１９５０２号公報
【特許文献２】特開２００８－３００８５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の半導体パッケージの製造工程では、支持基板上に半導体チップを固定し、絶縁層
及び配線構造を形成した状態では、支持基板の剛性が高いため、半導体パッケージには反
りがほとんど発生しない。しかし、支持基板を除去すると、その除去した部分の応力が解
放されるため、その応力解放に伴って半導体パッケージに反りが生じるという問題があっ
た。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、第１面から前記第１面とは反対側の第２面までを貫通する第
１開口部を有し、補強材入りの絶縁性樹脂からなるコア基板と、前記コア基板の第１面上
において、電子部品よりも薄く形成された金属板と、前記コア基板の第２面上において、
前記第１開口部と連通する第２開口部を有するように形成された導電層と、前記第１開口
部に露出された前記金属板の第１面上に接合された前記電子部品と、前記金属板の前記第
１面とは反対側の第２面と前記金属板の側面と前記コア基板の第１面の外縁を被覆する第
１絶縁層と、前記第１開口部を充填するとともに、前記コア基板の第２面の外縁と、前記
導電層の前記コア基板の第２面と対向する面とは反対側の面と、前記導電層の前記第１開
口部側の側面と、前記導電層の外縁側の側面と、前記電子部品とを被覆する第２絶縁層と
、前記第２絶縁層上に積層され、前記電子部品と電気的に接続された第１配線層を含む第
１配線構造と、前記コア基板の前記第１面から前記第２面まで貫通して形成され、前記第
１開口部の周囲に設けられた貫通孔を充填して形成された貫通電極と、前記コア基板の第
１面において、前記貫通電極の一端と電気的に接続され、且つ前記金属板と分離された第
１配線パターンと、前記コア基板の第２面において、前記貫通電極の他端と電気的に接続
され、且つ前記導電層と分離された第２配線パターンと、を有し、前記導電層と前記コア
基板を含む厚さは、前記電子部品と同じ厚さに、又は前記電子部品よりも厚く形成されて
おり、前記金属板は、該金属板を貫通する第３開口部を有するとともに、前記コア基板の
第１面における前記第３開口部に対応する部分、及び前記コア基板の第１面の外縁を除く
、前記コア基板の第１面の全面を覆うように形成されており、前記導電層は、該導電層を
貫通する第４開口部を有するとともに、前記コア基板の第２面における前記第２開口部に
対応する部分、前記コア基板の第２面における前記第４開口部に対応する部分、及び前記
コア基板の第２面の外縁を除く、前記コア基板の第２面の全面を覆うように形成されてお
り、前記第１配線パターンは、前記金属板の前記第３開口部内に形成されており、前記第
２配線パターンは、前記導電層の前記第４開口部内に形成されている。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明の一観点によれば、反りを低減することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。なお、本図は、図２のＡ－
Ａ線位置における半導体パッケージの断面構造を示している。
【図２】図１に示した半導体パッケージを上面側から見た概略平面図。但し、本図では、
一部の部材（絶縁層）の図示を省略している。
【図３】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図４】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図６】（ａ）～（ｄ）は、第１実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面
図。
【図７】第２実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。なお、本図は、図８のＢ－
Ｂ線位置における半導体パッケージの断面構造を示している。
【図８】図７に示した半導体パッケージを上面側から見た概略平面図。但し、本図では、
一部の部材（絶縁層や配線構造等）の図示を省略している。
【図９】第２実施形態の半導体装置を示す概略断面図。
【図１０】（ａ）～（ｅ）は、第２実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図。
【図１１】（ａ）～（ｄ）は、第２実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図。
【図１２】（ａ）、（ｂ）は、第２実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図、（ｃ）は、第２実施形態の半導体装置の製造方法を示す概略断面図。
【図１３】（ａ）～（ｄ）は、変形例の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図１４】（ａ）～（ｃ）は、変形例の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図１５】第３実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。なお、本図は、図１６（
ａ）のＣ－Ｃ線位置における半導体パッケージの断面構造を示している。
【図１６】（ａ）は、図１５に示した半導体パッケージを上面側から見た概略平面図、（
ｂ）は、図１５に示した半導体パッケージを下面側から見た概略平面図。なお、（ａ）、
（ｂ）は、一部の部材（絶縁層や配線構造等）の図示を省略している。
【図１７】（ａ）～（ｄ）は、第３実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図。
【図１８】（ａ）～（ｄ）は、第３実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断
面図。
【図１９】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２０】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２１】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２２】変形例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２３】従来例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図２４】参考例の半導体パッケージを示す概略断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して各実施形態を説明する。なお、添付図面は、特徴を分かりや
すくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸
法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、断面図では、各部材の断面構造を分
かりやすくするために、一部の部材のハッチングを省略している。
【００１０】
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　（第１実施形態）
　以下、第１実施形態を図１～図６に従って説明する。
　（第１実施形態に係る半導体パッケージの構造）
　図１に示すように、半導体パッケージ１は、コア基板１０と、金属板２０と、絶縁層２
１と、導電層２２と、半導体チップ３０と、絶縁層４０と、配線構造５０と、ソルダレジ
スト層６０とを有している。
【００１１】
　コア基板１０は、半導体パッケージ１の厚さ方向の中間部に設けられている。このコア
基板１０は、例えば平面視略矩形状の平板である。コア基板１０の材料としては、ガラス
、アラミド、ＬＣＰ（Liquid Crystal Polymer）繊維の織布や不織布に、エポキシ系やポ
リイミド系の熱硬化性樹脂を含浸させた補強材入りの絶縁性樹脂を用いることができる。
このコア基板１０は、絶縁層２１，４０等よりも機械的強度（剛性や硬度等）が高い材料
からなる基板である。また、コア基板１０の材料としては、当該コア基板１０の熱膨張係
数が絶縁層２１，４０の熱膨張係数よりも半導体チップ３０の熱膨張係数に近づくように
調整された絶縁性樹脂であることが好ましい。具体的には、コア基板１０の材料としては
、当該コア基板１０の熱膨張係数が絶縁層２１，４０の熱膨張係数よりも低くなるように
調整された絶縁性樹脂であることが好ましい。具体的には、コア基板１０の熱膨張係数は
、例えば１８～３０ｐｐｍ／℃程度に設定されている。なお、コア基板１０の厚さは、例
えば内蔵（埋設）する半導体チップ３０と略同じ厚さを選択する。例えば、コア基板１０
の厚さは５０～２００μｍ程度とすることができる。また、コア基板１０の大きさは、例
えば平面視で８ｍｍ×８ｍｍ～１７ｍｍ×１７ｍｍ程度とすることができる。
【００１２】
　コア基板１０には、所要の箇所（ここでは、１箇所）に開口部１０Ｘが形成されている
。この開口部１０Ｘは、コア基板１０の第１面（図１では、上面）１０Ａから第２面（図
１では、下面）までを貫通するように形成されている。
【００１３】
　図２に示すように、開口部１０Ｘは、コア基板１０の平面視中央部、具体的には半導体
チップ３０と平面視で重なる位置に形成されている。この開口部１０Ｘの平面形状は、半
導体チップ３０の平面形状と同様に矩形状に形成されている。さらに、開口部１０Ｘの平
面形状は、半導体チップ３０の平面形状よりも大きく形成されている。このため、半導体
チップ３０は、開口部１０Ｘの外周縁（外側の破線枠参照）よりも内側の領域に設けられ
ている、つまり開口部１０Ｘ内に収容される形で設けられている。この開口部１０Ｘの大
きさは、例えば平面視で５ｍｍ×５ｍｍ～１５ｍｍ×１５ｍｍ程度とすることができる。
【００１４】
　図１に示すように、コア基板１０の上面１０Ａには、金属板２０が形成されている。金
属板２０は、第１面（図１では、下面）２０Ｂと第２面（図１では、上面）２０Ａと側面
２０Ｃとを有している。金属板２０の厚さは、半導体チップ３０よりも薄くなるように設
定されている。具体的には、金属板２０の厚さは、当該半導体パッケージ１の反り低減の
観点から、例えば半導体チップ３０の厚さの５０～９５％程度であることが好ましい。よ
り具体的には、金属板２０の厚さは、例えば１５～１００μｍ程度とすることができる。
また、金属板２０の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、鉄（Ｆｅ
）やニッケル（Ｎｉ）などの金属又はこれらの金属を少なくとも一種以上含む合金を用い
ることができる。
【００１５】
　図２に示すように、金属板２０は、コア基板１０の上面１０Ａの外縁を露出するととも
に、その外縁を除く上面１０Ａを覆うように形成されている。また、金属板２０は、開口
部１０Ｘの一方の開口端（ここでは、コア基板１０の上面１０Ａ側の開口端）を覆う（閉
塞する）ように形成されている。この金属板２０の外形寸法（平面形状）は、当該半導体
パッケージ１の外形寸法（平面形状）よりも小さく設定されるとともに、半導体チップ３
０の外形寸法よりも大きく設定されている。具体的には、金属板２０は、図１に示した絶
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縁層２１上の面積に占める金属板２０の面積の比率が５０～９５％程度となるように、そ
の平面形状が設定されている。すなわち、金属板２０の材料が銅である場合には、金属板
２０の残銅率が５０～９５％程度となるように金属板２０の平面形状が設定されている。
【００１６】
　絶縁層２１は、金属板２０の上面２０Ａ及び側面２０Ｃと、その金属板２０から露出さ
れたコア基板１０の上面１０Ａの外縁を覆うように形成されている。この絶縁層２１は、
当該半導体パッケージ１において、最表層の絶縁層となる。すなわち、絶縁層２１は、当
該半導体パッケージ１において、その第１面（図１では、上面）２１Ａが外部に露出する
絶縁層である。金属板２０の上面２０Ａから絶縁層２１の上面２１Ａまでの厚さは、例え
ば２０～４０μｍ程度とすることができる。絶縁層２１の材料としては、例えば熱硬化性
を有するエポキシ系又はアクリル系などの絶縁性樹脂を用いることができる。エポキシ系
樹脂の場合の熱膨張係数は、ガラス転移温度Ｔｇ（例えば１５０℃）よりも低い場合には
４６ｐｐｍ／℃程度、ガラス転移温度Ｔｇ以上の場合に１２０ｐｐｍ／℃程度となる。な
お、上記絶縁性樹脂としては、熱硬化性を有する樹脂に限定されず、感光性を有する絶縁
性樹脂を用いることができる。なお、絶縁層２１の材料としては、当該半導体パッケージ
１の反り低減の観点から、金属板２０の下面２０Ｂ上に形成される絶縁層４０と同一の材
料であることが好ましい。
【００１７】
　一方、コア基板１０の下面１０Ｂには、導電層２２が形成されている。導電層２２の厚
さは、半導体チップ３０よりも薄くなるように設定されている。例えば、導電層２２の厚
さは１０～３０μｍ程度とすることができる。また、導電層２２の材料としては、例えば
銅、アルミニウム、鉄やニッケルなどの金属又はこれらの金属を少なくとも一種以上含む
合金を用いることができる。
【００１８】
　導電層２２は、コア基板１０の下面１０Ｂの外縁を露出するとともに、その外縁及び開
口部１０Ｘを除く下面１０Ｂを覆うように形成されている。この導電層２２には、コア基
板１０の開口部１０Ｘと対向する位置（開口部１０Ｘと平面視で重なる位置）に、その開
口部１０Ｘと略同じ大きさの平面視略矩形状の開口部２２Ｘが形成されている。このため
、開口部１０Ｘと開口部２２Ｘとが連通され、これら開口部１０Ｘ，２２Ｘから金属板２
０の下面２０Ｂが露出されている。このような導電層２２には、例えば半導体チップを実
装する際の装置が利用するアライメントマーク等の認識マークを形成することができる。
【００１９】
　半導体チップ３０としては、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧＰ
Ｕ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。ま
た、半導体チップ３０としては、例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）チッ
プ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップなどの
メモリチップを用いることができる。
【００２０】
　上記半導体チップ３０は、例えば半導体基板からなる。この半導体基板の材料としては
、例えばシリコン（Ｓｉ）等を用いることができる。また、半導体チップ３０は、回路形
成面（図１では、下面）３０Ｂ側に半導体集積回路（図示略）が形成されている。この半
導体集積回路は、図示は省略するが、上記半導体基板に形成された拡散層、半導体基板上
に積層された絶縁層、及び積層された絶縁層に設けられたビア及び配線等を有している。
そして、この半導体集積回路上には、該半導体集積回路と電気的に接続された電極パッド
（図示略）が形成され、その電極パッド上に電極端子３０Ｐが設けられている。電極端子
３０Ｐは、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂから下方に延びる柱状に形成された導電
性ポストである。電極端子３０Ｐの高さは、例えば１０～３０μｍ程度とすることができ
る。電極端子３０Ｐが円柱状に形成されている場合には、電極端子３０Ｐの直径は例えば
３０～５０μｍ程度とすることができる。なお、この電極端子３０Ｐの材料としては、例
えば銅や銅合金を用いることができる。
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【００２１】
　上記半導体チップ３０の大きさは、例えば平面視で５ｍｍ×５ｍｍ～１１ｍｍ×１１ｍ
ｍ程度とすることができる。半導体チップ３０の厚さは、例えば５０～２００μｍ程度と
することができる。ここで、上記導電層２２を含むコア基板１０の厚さは、半導体チップ
３０の厚さ（回路形成面３０Ｂ又は電極端子３０Ｐを含む厚さ）と同じ厚さに、又は、半
導体チップ３０よりも厚くなるように形成されている。また、本実施形態では、半導体チ
ップ３０がシリコンからなり、その半導体チップ３０の熱膨張係数が約３．４ｐｐｍ／℃
になる。
【００２２】
　このような半導体チップ３０は、金属板２０の下面２０Ｂに接合部材３１を介して接合
されている。具体的には、半導体チップ３０は、コア基板１０の開口部１０Ｘから露出さ
れた金属板２０の下面２０Ｂに接合部材３１を介して接合されている。より具体的には、
半導体チップ３０は、回路形成面３０Ｂとは反対側の面（ここでは、上面）が上記金属板
２０の下面２０Ｂに対向した状態、つまりフェイスアップの状態で上記金属板２０の下面
２０Ｂに接合部材３１により接合されている。すなわち、半導体チップ３０は、電極端子
３０Ｐを下側に向けた状態で、金属板２０とコア基板１０の開口部１０Ｘとによって形成
される収容部に収容されている。また、金属板２０に接合された半導体チップ３０は、接
合部材３１により金属板２０と熱的にも接続されている。
【００２３】
　また、上記接合部材３１の材料としては、例えばシリコンポリマー系又はエポキシ系の
樹脂を用いることができる。接合部材３１の厚さは、例えば５～２０μｍ程度とすること
ができる。
【００２４】
　絶縁層４０は、導電層２２から露出されたコア基板１０の下面１０Ｂの外縁、開口部１
０Ｘの内側面、金属板２０の下面２０Ｂ、半導体チップ３０の下面３０Ｂ及び側面、電極
端子３０Ｐ全体、及び導電層２２全体を被覆するように形成されている。この絶縁層４０
は、コア基板１０の開口部１０Ｘ及び導電層２２の開口部２２Ｘを充填するように形成さ
れている。絶縁層４０は、配線構造５０側の第１面（図１では、下面）４０Ｂが平坦にな
るように形成されている。絶縁層４０の材料としては、例えば熱硬化性を有するエポキシ
系の絶縁性樹脂を用いることができる。なお、絶縁性樹脂としては、熱硬化性を有する樹
脂に限定されず、感光性を有する絶縁性樹脂を用いることができる。金属板２０の下面２
０Ｂから絶縁層４０の下面４０Ｂまでの厚さは、例えば８０～１６０μｍ程度とすること
ができる。
【００２５】
　絶縁層４０には、該絶縁層４０を貫通して半導体チップ３０の電極端子３０Ｐの下面を
露出するビアホールＶＨ１が形成されている。
　絶縁層４０の下面には、配線構造５０が積層されている。この配線構造５０は、配線層
と層間絶縁層とが交互に積層されてなる。配線層は任意の層数とすることができ、層間絶
縁層は各配線層が互いに絶縁されるような層厚とすることができる。本例の配線構造５０
は、第１配線層５１と、層間絶縁層５２と、第２配線層５３とを有している。
【００２６】
　第１配線層５１は、絶縁層４０上に積層されている。第１配線層５１は、ビアホールＶ
Ｈ１内に充填されたビア配線５１Ａと、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に形成された配線パタ
ーン５１Ｂとを有している。ビア配線５１Ａは、ビアホールＶＨ１の底部に露出した電極
端子３０Ｐと電気的に接続されるとともに、配線パターン５１Ｂと電気的に接続されてい
る。なお、ビアホールＶＨ１及びビア配線５１Ａは、図１において上側（半導体チップ３
０側）から下側（配線パターン５１Ｂ側）に向かうにつれて径が大きくなるテーパ状に形
成されている。また、これらビアホールＶＨ１及びビア配線５１Ａの平面形状は例えば円
形である。ビアホールＶＨ１及びビア配線５１Ａの直径は例えば２０～４０μｍ程度とす
ることができる。配線パターン５１Ｂの厚さは、例えば８～３５μｍ程度とすることがで
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きる。なお、第１配線層５１（ビア配線５１Ａ及び配線パターン５１Ｂ）の材料としては
、例えば銅や銅合金を用いることができる。
【００２７】
　層間絶縁層５２は、第１配線層５１を覆うように絶縁層４０上に形成された最下層（最
外層）の層間絶縁層（具体的には、絶縁層２１とは反対側に位置する最外層の層間絶縁層
）である。層間絶縁層５２は、半導体パッケージ１全体の剛性を高めるために、補強材入
りの絶縁層であって、その他の絶縁層２１，４０よりも機械的強度（剛性や硬度等）が高
い絶縁層とすることができる。この層間絶縁層５２の材料としては、例えば熱硬化性樹脂
に対し、補強材を入れた絶縁性樹脂を用いることができる。具体的には、層間絶縁層５２
の材料としては、ガラス、アラミド、ＬＣＰ（Liquid Crystal Polymer）繊維の織布や不
織布に、エポキシ系やポリイミド系の熱硬化性樹脂を含浸させた補強材入りの絶縁性樹脂
を用いることができる。また、層間絶縁層５２の材料としては、当該層間絶縁層５２の熱
膨張係数が絶縁層２１，４０の熱膨張係数よりも半導体チップ３０の熱膨張係数に近づく
ように調整された絶縁性樹脂であることが好ましい。具体的には、層間絶縁層５２の材料
としては、当該層間絶縁層５２の熱膨張係数が絶縁層２１，４０の熱膨張係数よりも低く
なるように調整された絶縁性樹脂であることが好ましい。具体的には、層間絶縁層５２の
熱膨張係数は、例えば１８～３０ｐｐｍ／℃程度に設定されている。なお、絶縁層４０の
下面４０Ｂから層間絶縁層５２の下面までの厚さは、例えば３５～７０μｍ程度とするこ
とができる。また、配線パターン５１Ｂの下面から層間絶縁層５２の下面までの厚さは、
例えば２０～３０μｍ程度とすることができる。
【００２８】
　この層間絶縁層５２には、該層間絶縁層５２を貫通して配線パターン５１Ｂの下面を露
出するビアホールＶＨ２が形成されている。
　第２配線層５３は、層間絶縁層５２上に積層された最下層（最外層）の配線層である。
第２配線層５３は、ビアホールＶＨ２内に充填されたビア配線５３Ａと、層間絶縁層５２
の下面に形成された配線パターン５３Ｂとを有している。ビア配線５３Ａは、ビアホール
ＶＨ２の底部に露出した第１配線層５１と電気的に接続されるとともに、配線パターン５
３Ｂと電気的に接続されている。なお、ビアホールＶＨ２及びビア配線５３Ａは、図１に
おいて下側から上側に向かうに連れて径が大きくなるテーパ状に形成されている。また、
これらビアホールＶＨ２及びビア配線５３Ａの平面形状は例えば円形であり、それらの直
径は例えば５０～７５μｍ程度とすることができる。配線パターン５３Ｂの厚さは、例え
ば１５～３５μｍ程度とすることができる。なお、第２配線層５３（ビア配線５３Ａ及び
配線パターン５３Ｂ）の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００２９】
　ソルダレジスト層６０は、第２配線層５３の一部を覆うように層間絶縁層５２上に形成
されている。ソルダレジスト層６０には、配線パターン５３Ｂの一部を外部接続用パッド
５３Ｐとして露出させるための開口部６０Ｘが形成されている。この外部接続用パッド５
３Ｐには、当該半導体パッケージ１をマザーボード等に実装する際に使用されるはんだボ
ールやリードピン等の外部接続端子６１が接続されている。なお、必要に応じて、上記開
口部６０Ｘから露出する配線パターン５３Ｂ上にＯＳＰ（Organic Solderbility Preserv
ative）処理を施してＯＳＰ膜を形成し、そのＯＳＰ膜に外部接続端子６１を接続するよ
うにしてもよい。また、上記開口部６０Ｘから露出する配線パターン５３Ｂ上に金属層を
形成し、その金属層に外部接続端子６１を接続するようにしてもよい。金属層の例として
は、金（Ａｕ）層、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）や、Ｎ
ｉ／パラジウム（Ｐｄ）／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で積層した金属層
）などを挙げることができる。なお、上記開口部６０Ｘから露出する配線パターン５３Ｂ
（あるいは、配線パターン５３Ｂ上にＯＳＰ膜や金属層が形成されている場合には、それ
らＯＳＰ膜又は金属層）自体を、外部接続端子としてもよい。
【００３０】
　なお、上記開口部６０Ｘ及び外部接続用パッド５３Ｐは、例えば平面視でマトリクス状



(12) JP 6152254 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

又はペリフェラル状に配置されている。各開口部６０Ｘの平面形状及び各外部接続用パッ
ド５３Ｐの平面形状は例えば円形であり、それらの直径は例えば２００～３００μｍ程度
とすることができる。層間絶縁層５２の下面からソルダレジスト層６０の下面までの厚さ
は、例えば２０～４０μｍ程度とすることができる。このソルダレジスト層６０の材料と
しては、例えばエポキシ系又はアクリル系の絶縁性樹脂を用いることができる。
【００３１】
　このような構造を有する半導体パッケージ１の厚さは、例えば２００～６００μｍ程度
とすることができる。
　ここで、従来の半導体パッケージの反りについて説明する。すなわち、図２３に示すよ
うに、金属板２０及び絶縁層２１が形成されておらず、コア基板１０及び絶縁層４０の代
わりに絶縁層４０と同一組成の絶縁性樹脂からなる絶縁層４０Ａが形成され、層間絶縁層
５２の代わりに絶縁層４０と同一組成の絶縁性樹脂からなる層間絶縁層５２Ａが形成され
た半導体パッケージ４の反りについて説明する。このような半導体パッケージ４では、例
えば熱処理後の冷却の際に発生する収縮量は、半導体チップ３０側ではその半導体チップ
３０の物性値（熱膨張係数及び弾性率等）、つまりシリコンの物性値に依存する。一方、
従来の半導体パッケージ４の配線構造５０側では、例えば熱処理後の冷却の際に発生する
収縮量は、配線構造５０の物性値、つまり層間絶縁層５２Ａの物性値に依存する。なお、
上述したように、シリコンの熱膨張係数が３．４ｐｐｍ／℃であるのに対し、層間絶縁層
５２Ａとしてエポキシ系樹脂を用いる場合には、その熱膨張係数は、ガラス転移温度Ｔｇ
（１５０℃）よりも低い場合に４６ｐｐｍ／℃、ガラス転移温度Ｔｇ以上で１２０ｐｐｍ
／℃となる。このように、従来の半導体パッケージ４では、その半導体パッケージ４を上
下方向（厚さ方向）に見たときに物性値（熱膨張係数及び弾性率等）の分布が上下非対称
になっている。このため、半導体パッケージ４に反りが発生しやすいという問題があった
。
【００３２】
　また、図２４に示すように、絶縁層４０Ａの上面に、その上面全面を被覆するように金
属板１２０を形成した構造の半導体パッケージ５も考えられる。この半導体パッケージ５
では、上記半導体パッケージ４に比べると反りの発生を抑制できるものの、半導体パッケ
ージ５を上下方向に見たときに物性値の分布が上下非対称になっているため、反りが発生
しやすいという問題がある。
【００３３】
　（第１実施形態に係る半導体パッケージの作用）
　これに対し、本実施形態の半導体パッケージ１では、図１に示すように、半導体チップ
３０を中心にして配線構造５０とは反対側に金属板２０及び絶縁層２１を形成するように
した。これにより、半導体チップ３０の下面３０Ｂ側に第１及び第２配線層５１，５３及
び層間絶縁層５２が積層された配線構造５０が形成される一方で、下面３０Ｂとは反対側
にも金属板２０及び絶縁層２１が形成される。このため、半導体パッケージ１を上下方向
（厚さ方向）に見たときの物性値（熱膨脹係数及び弾性率等）の分布が、半導体チップ３
０を中心にして上下対称に近い状態となる。したがって、半導体チップ３０を中心とした
上下の物性値のバランスが上記半導体パッケージ４，５のそれよりも良好となり、熱収縮
などに伴って半導体パッケージ１に反りや変形が発生することを抑制することができる。
【００３４】
　また、補強材入りの絶縁性樹脂からなるコア基板１０、つまり機械的強度の高いコア基
板１０を設けたことにより、半導体パッケージ１全体の機械的強度を向上させることがで
きる。これによって、半導体パッケージ１に生じる反りを低減することができる。
【００３５】
　さらに、金属板２０の側面２０Ｃを含む全面をコア基板１０、絶縁層２１及び絶縁層４
０により被覆するようにしたため、金属板２０の酸化が抑制される。
　（第１実施形態に係る半導体パッケージの製造方法）
　次に、上記半導体パッケージ１の製造方法を説明する。以下の説明では、１つの半導体
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パッケージを拡大して説明するが、実際には１つの基板上に複数の半導体パッケージ１と
なる部材を一括して作製した後、個々の半導体パッケージ１に個片化される。
【００３６】
　図３（ａ）に示すように、まず、コア基板１０の上面１０Ａに金属板２０の母材となる
金属層７０が被着され、下面１０Ｂに導電層２２の母材となる金属層７１が被着された銅
張積層板（Copper Clad Laminated：ＣＣＬ）を準備する。このとき、コア基板１０とし
ては、半導体パッケージ１が多数個取れる大判の基板が使用される。
【００３７】
　次に、図３（ｂ）に示す工程では、金属層７０の上面に、所定の箇所に開口部７２Ｘを
有するレジスト層７２を形成するとともに、金属層７１の下面に、所定の箇所に開口部７
３Ｘを有するレジスト層７３を形成する。レジスト層７２は、図１に示した金属板２０に
対応する部分の金属層７０を被覆するように形成される。また、レジスト層７３は、図１
に示した導電層２２に対応する部分の金属層７１を被覆するように形成される。レジスト
層７２，７３の材料としては、次工程のエッチング処理に対して耐エッチング性がある材
料を用いることができる。例えば、レジスト層７２，７３の材料としては、感光性のドラ
イフィルムレジスト又は液状のフォトレジスト（例えばノボラック系樹脂やアクリル系樹
脂等のドライフィルムレジストや液状レジスト）等を用いることができる。例えば感光性
のドライフィルムレジストを用いる場合には、金属層７０の上面及び金属層７１の下面に
ドライフィルムを熱圧着によりラミネートし、それらラミネートしたドライフィルムを露
光・現像によりパターニングして上記開口部７２Ｘ，７３Ｘをそれぞれ形成する。これに
より、金属層７０の上面に開口部７２Ｘを有するレジスト層７２が形成され、金属層７１
の下面に開口部７３Ｘを有するレジスト層７３が形成される。なお、液状のフォトレジス
トを用いる場合にも、同様の工程を経て、レジスト層７２，７３を形成することができる
。
【００３８】
　続いて、レジスト層７２，７３をエッチングマスクとして、金属層７０，７１をエッチ
ングする。具体的には、レジスト層７２，７３の開口部７２Ｘ，７３Ｘからそれぞれ露出
している金属層７０，７１をエッチングし、それら金属層７０，７１を所定形状にパター
ニングする。これにより、図３（ｃ）に示すように、コア基板１０の上面１０Ａに平面視
略矩形状の金属板２０が形成される。また、コア基板１０の下面１０Ｂに、図１に示した
開口部１０Ｘと同じ平面形状の開口部２２Ｘを有する導電層２２が形成される。なお、こ
のようなパターニングにより、金属板２０の外形寸法はコア基板１０の外形寸法よりも小
さくなる。
【００３９】
　例えば、ウェットエッチング（等方性エッチング）により金属層７０，７１をパターニ
ングする場合には、そのウェットエッチングで使用されるエッチング液は、金属層７０，
７１の材料に応じて適宜選択することができる。例えば金属層７０，７１として銅を用い
る場合には、エッチング液として塩化第二鉄水溶液や塩化第二銅水溶液を用いることがで
き、金属層７０の上面側及び金属層７１の下面側からスプレーエッチングにて上記金属層
７０，７１のパターニングを行うことができる。
【００４０】
　次いで、図３（ｄ）に示す工程では、図３（ｃ）に示したレジスト層７２，７３を例え
ばアルカリ性の剥離液により除去する。
　次に、図４（ａ）に示す工程では、コア基板１０の下面１０Ｂに、所定パターンの開口
部７４Ｘを有するサンドブラスト保護用のマスク７４を形成する。具体的には、コア基板
１０の所要の箇所（導電層２２の開口部２２Ｘと平面視で重なる位置、つまり開口部１０
Ｘを形成すべき位置）に、その開口部２２Ｘと同様の平面形状の開口部７４Ｘを有するマ
スク７４を形成する。すなわち、開口部２２Ｘから露出されたコア基板１０の下面１０Ｂ
を露出させるようにマスク７４を形成する。例えば、コア基板１０の下面１０Ｂ全面を覆
うように下面１０Ｂにドライフィルムレジストを熱圧着によりラミネートし、そのドライ
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フィルムレジストを露光・現像によりパターニングすることにより、開口部７４Ｘを有す
るマスク７４を形成することができる。
【００４１】
　続いて、図４（ｂ）に示す工程では、コア基板１０の所要の箇所に開口部１０Ｘを形成
する。例えば、開口部１０Ｘは、マスク７４の開口部７４Ｘを通じてコア基板１０にサン
ドブラスト法を施すことにより形成することができる。すなわち、マスク７４の開口部７
４Ｘから露出するコア基板１０の下面１０Ｂに砥粒を吹き付けて、そのコア基板１０が除
去されるまでコア基板１０にサンドブラスト法を施す。これにより、コア基板１０に開口
部１０Ｘが形成され、開口部１０Ｘ，２２Ｘが連通されるとともに、それら開口部１０Ｘ
，２２Ｘから金属板２０の下面２０Ｂの一部が露出される。なお、このようなサンドブラ
スト法等のブラスト法により開口部１０Ｘを形成することも可能であるが、例えばＣＯ２

レーザ、ＵＶ－ＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法やルータ加工法やプラズマによるドラ
イエッチング加工により開口部１０Ｘを形成することもできる。このようなレーザ加工法
によって開口部１０Ｘを形成した場合には、デスミア処理を行って、開口部１０Ｘ内の樹
脂残渣（樹脂スミア）を除去する。このデスミア処理は、例えば過マンガン酸塩法を用い
て行うことができる。
【００４２】
　その後、図４（ｃ）に示す工程では、図４（ｂ）に示したマスク７４を例えばアルカリ
性の剥離液により除去する。
　次に、図４（ｄ）に示す工程では、開口部１０Ｘから露出された金属板２０の下面２０
Ｂ上に半導体チップ３０を搭載する。具体的には、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂ
とは反対側の面が金属板２０の下面２０Ｂと対向するように、つまりフェイスアップの状
態で半導体チップ３０を下面２０Ｂ上に接合部材３１により接合する。例えば金属板２０
の下面２０Ｂに予め接合部材３１を塗布しておき、フェイスアップの状態で下面２０Ｂ上
に配置された半導体チップ３０を加熱・加圧することにより、接合部材３１を介して下面
２０Ｂ上に半導体チップ３０を接合する。このとき、コア基板１０は、その下面１０Ｂが
半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂと同等の高さとなるように、又は回路形成面３０Ｂ
よりも１０～３０μｍ程度高くなるように形成されている。さらに、導電層２２の下面が
、半導体チップ３０の電極端子３０Ｐの下面と同等の高さとなるように、又は電極端子３
０Ｐの下面よりも１０～３０μｍ程度高くなるように形成されている。すなわち、導電層
２２を含むコア基板１０の厚さは、接合部材３１の厚さと半導体チップ３０の厚さと電極
端子３０Ｐの厚さを合算した厚さと同じ厚さに、又は上記合算した厚さよりも厚くなるよ
うに形成されている。換言すると、コア基板１０の開口部１０Ｘ及び導電層２２の開口部
２２Ｘは、接合部材３１の厚さと半導体チップ３０の厚さと電極端子３０Ｐの厚さを合算
した厚さと同等の深さとなるように、又は上記合算した厚さよりも深くなるように形成さ
れている。このように、半導体チップ３０は、開口部１０Ｘ，２２Ｘと金属板２０とによ
って形成される収容部に収容される形で金属板２０上に搭載される。
【００４３】
　続いて、図５（ａ）に示す工程では、キャリア７５に絶縁層２１となるシート状の絶縁
層７６が接着された構造体７７と、キャリア７８に絶縁層４０となるシート状の絶縁層７
９が接着された構造体８０とを準備する。絶縁層７６，７９は、Ｂ－ステージ状態（半硬
化状態）のものが使用される。絶縁層７６の厚さは例えば２０～７０μｍ程度とすること
ができ、絶縁層７９の厚さは例えば４０～７０μｍ程度とすることができる。また、絶縁
層７６，７９をそれぞれ搬送するためのキャリア７５，７８としては、例えば銅箔を用い
ることができる。これらキャリア７５，７８の厚さは、例えば５０～７０μｍ程度とする
ことができる。なお、本工程では、キャリア７５，７８を省略するようにしてもよい。
【００４４】
　また、図５（ａ）に示す工程では、コア基板１０の上面１０Ａ側に上記構造体７７を配
置し、コア基板１０の下面１０Ｂ側に上記構造体８０を配置する。このとき、構造体７７
は、絶縁層７６が金属板２０と対向するように絶縁層７６を下側に向けた状態で配置され
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る。また、構造体８０は、絶縁層７９が半導体チップ３０の電極端子３０Ｐと対向するよ
うに絶縁層７９を上側に向けた状態で配置される。そして、絶縁層７６，７９を両面側か
ら真空雰囲気で１１０～１３０℃程度の温度で加熱・加圧する。その後、絶縁層７６，７
９を硬化させるために、１７０～１９０℃程度の温度でキュア（熱硬化処理）を実施する
。これにより、絶縁層７９が開口部１０Ｘ内に充填され、絶縁層７９中に半導体チップ３
０及び導電層２２等が圧入されるとともに、絶縁層７６中に金属板２０が圧入される。ま
た、上記熱硬化処理により絶縁層７６が硬化して、図５（ｂ）に示すように、金属板２０
の上面２０Ａと側面２０Ｃを被覆する絶縁層２１が形成される。さらに、上記熱硬化処理
により絶縁層７９が硬化して、コア基板１０の下面１０Ｂと、開口部１０Ｘの内側面と、
金属板２０の下面２０Ｂと、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂ及び側面と、電極端子
３０Ｐと、導電層２２の下面及び側面とを被覆する絶縁層４０が形成される。本工程では
、絶縁層７９を熱圧着によりラミネートする際に、上述したようにコア基板１０の下面１
０Ｂが半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂと同等の高さとなるように、又は回路形成面
３０Ｂよりも１０～３０μｍ程度高く形成されている。このため、絶縁層４０の下面４０
Ｂを平坦に形成することができる。
【００４５】
　絶縁層２１，４０の形成後、図５（ａ）に示したキャリア７５，７８が絶縁層２１，４
０から除去される。例えばキャリア７５，７８が銅箔である場合には、塩化第二鉄水溶液
、塩化第二銅水溶液又は過硫酸アンモニウム水溶液などを用いたウェットエッチングによ
り、絶縁層２１，４０に対してキャリア７５，７８を選択的に除去することができる。な
お、図５（ａ）及び図５（ｂ）に示した工程において、キャリア７５，７８を省略した場
合には、当然、本工程を省略することができる。
【００４６】
　次に、図５（ｃ）に示す工程では、電極端子３０Ｐの下面の一部が露出されるように、
絶縁層４０の所定箇所にビアホールＶＨ１を形成する。このビアホールＶＨ１は、例えば
ＣＯ２レーザやＵＶ－ＹＡＧレーザ等によるレーザ加工法によって形成することができる
。なお、絶縁層４０が感光性樹脂を用いて形成されている場合には、例えばフォトリソグ
ラフィ法により所要のビアホールＶＨ１を形成するようにしてもよい。
【００４７】
　続いて、ビアホールＶＨ１をレーザ加工法によって形成した場合には、デスミア処理を
行って、ビアホールＶＨ１内の樹脂スミアを除去する。このデスミア処理は、例えば過マ
ンガン酸塩法などを用いて行うことができる。
【００４８】
　次いで、図６（ａ）に示す工程では、絶縁層４０のビアホールＶＨ１にビア導体を充填
してビア配線５１Ａを形成するとともに、そのビア配線５１Ａを介して電極端子３０Ｐに
電気的に接続される配線パターン５１Ｂを絶縁層４０の下面４０Ｂ上に形成する。これら
ビア配線５１Ａ及び配線パターン５１Ｂ、つまり第１配線層５１は、例えばセミアディテ
ィブ法やサブトラクティブ法などの各種の配線形成方法を用いて形成することができる。
【００４９】
　次に、図６（ｂ）に示す工程では、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に、配線パターン５１Ｂ
を覆うように層間絶縁層５２を形成し、この層間絶縁層５２に、配線パターン５１Ｂの上
面に達するビアホールＶＨ２を形成する。例えば、層間絶縁層５２は、絶縁層４０の下面
４０Ｂに樹脂フィルムをラミネートした後に、樹脂フィルムを押圧しながら１７０～１９
０℃程度の温度で熱処理して硬化させることにより形成することができる。また、ビアホ
ールＶＨ２は、例えばレーザ加工法やフォトリソグラフィ法によって形成することができ
る。
【００５０】
　続いて、層間絶縁層５２のビアホールＶＨ２にビア導体を充填してビア配線５３Ａを形
成するとともに、そのビア配線５３Ａを介して配線パターン５１Ｂに電気的に接続される
配線パターン５３Ｂを層間絶縁層５２の下面５２Ｂに形成する。これらビア配線５３Ａ及
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クティブ法などの各種の配線形成方法を用いて形成することができる。これにより、絶縁
層４０の下面４０Ｂ上に、第１配線層５１と層間絶縁層５２と第２配線層５３とを有する
配線構造５０が形成される。
【００５１】
　続いて、図６（ｃ）に示す工程では、層間絶縁層５２の下面５２Ｂ上に、第２配線層５
３（配線パターン５３Ｂ）の一部を露出させる開口部６０Ｘを有するソルダレジスト層６
０を積層する。このソルダレジスト層６０は、例えば感光性のソルダレジストフィルムを
ラミネートし、又は液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストを所要の形状にパター
ニングすることにより形成することができる。これにより、ソルダレジスト層６０の開口
部６０Ｘから配線パターン５３Ｂの一部が外部接続用パッド５３Ｐとして露出される。な
お、必要に応じて、外部接続用パッド５３Ｐ上に、例えばＮｉ層とＡｕ層をこの順番で積
層した金属層を形成するようにしてもよい。この金属層は、例えば無電解めっき法により
形成することができる。
【００５２】
　次いで、図６（ｄ）に示す工程では、外部接続用パッド５３Ｐ上に外部接続端子６１を
形成する。例えば、外部接続用パッド５３Ｐ上に、適宜フラックスを塗布した後、外部接
続端子６１（ここでは、はんだボール）を搭載し、２４０～２６０℃程度の温度でリフロ
ーして固定する。
【００５３】
　その後、図６（ｄ）に示した構造体を個々の半導体パッケージ１に対応する領域（図中
の矢印参照）で切断することにより、図１に示した半導体パッケージ１を得ることができ
る。
【００５４】
　（モデリング結果）
　次に、金属板２０の厚さを変化させた場合の半導体パッケージ１の反り量を計算によっ
て求めた結果について説明する。但し、ここでは、モデルを簡略するために、コア基板１
０を絶縁層４０と同一組成の絶縁性樹脂からなる絶縁層に変更し、導電層２２、ソルダレ
ジスト層６０及び外部接続端子６１を省略したモデルについて検討を行った。
【００５５】
　詳述すると、半導体パッケージ１の平面形状を８ｍｍ×８ｍｍとし、半導体チップ３０
の平面形状を５ｍｍ×５ｍｍ、厚さを１００μｍ（接合部材３１の厚さを１０μｍ、半導
体チップ３０の厚さを７５μｍ、電極端子３０Ｐの厚さを１５μｍ）とし、半導体チップ
３０の下面に金属板２０と絶縁層２１とを設けたモデルを仮定した。このモデルでは、絶
縁層２１の厚さを２５μｍ、金属板２０の下面２０Ｂからコア基板１０の下面１０Ｂまで
の厚さを９５μｍ、コア基板１０の下面１０Ｂから絶縁層４０の下面４０Ｂまでの厚さを
３０μｍと仮定した。また、上記モデルでは、配線パターン５１Ｂ，５３Ｂの厚さをそれ
ぞれ１５μｍ、層間絶縁層５２の厚さを３０μｍと仮定し、金属板２０と配線パターン５
１Ｂ，５３Ｂとの物性値を同一、コア基板１０と絶縁層２１と絶縁層４０との物性値を同
一と仮定した。そして、金属板２０、半導体チップ３０、コア基板１０、絶縁層２１，４
０及び配線構造５０の物性値を固定値とし、金属板２０の厚さを１８μｍ、３５μｍ、７
０μｍに変化させた場合の反り量を計算によって求めた。求めた反り量の一例を表１に示
す。
【００５６】
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【表１】

　表１の結果から明らかなように、金属板２０の厚さを３５μｍとした場合に半導体パッ
ケージ１の反り量を最も小さくすることができる。この理由については、以下のように考
察することができる。
【００５７】
　上記モデルでは、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂよりも下層に形成される配線層
（配線パターン５１Ｂ，５３Ｂ）の厚さの合計が３０（＝１５＋１５）μｍとなる。これ
に対し、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂとは反対側の面よりも上層に形成される金
属板２０の厚さを３５μｍとすることで、半導体パッケージ１を上下方向に見たときの半
導体チップ３０を中心とした物性値の分布を、計算した３値の中で最も上下対称に近づけ
ることができる。これにより、金属板２０の厚さを３５μｍとした場合に反り量を最も小
さくできたものと考えられる。以上の結果及び考察から、金属板２０の厚さを、配線構造
５０内の全ての配線層（ここでは、配線パターン５１Ｂ，５３Ｂ）の厚さを合計した厚さ
に近づけることにより、半導体パッケージ１の反りを効果的に低減できると考えられる。
【００５８】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）半導体チップ３０及び機械的強度の高いコア基板１０を中心にして、配線構造５
０とは反対側に金属板２０及び絶縁層２１を形成するようにした。これにより、半導体パ
ッケージ１を上下方向に見たときの熱膨脹係数及び弾性率の分布が、半導体チップ３０及
びコア基板１０を中心にして上下対称に近い状態となる。したがって、半導体チップ３０
及びコア基板１０を中心とした上下の熱膨脹係数及び弾性率のバランスが良好となり、熱
収縮などに伴って発生する半導体パッケージ１の反りを低減することができる。
【００５９】
　ところで、金属板２０及び絶縁層２１の代わりに、０．５～１ｍｍ程度の厚い金属板を
半導体チップ３０の上面に設けて半導体パッケージ全体の機械的強度を増加させることに
よっても、半導体パッケージの反りを低減することは可能である。しかしながら、この場
合には上記厚い金属板によって半導体パッケージ１の薄型化が阻害されるという新たな問
題が生じる。
【００６０】
　これに対し、本実施形態の半導体パッケージ１では、半導体チップ３０よりも薄い金属
板２０を採用しているため、半導体パッケージ１の反りを低減しつつも、半導体パッケー
ジ１の大型化を抑制することができる。また、補強材入りの絶縁性樹脂からなるコア基板
１０を設けたことにより、半導体パッケージ１全体の機械的強度を増加させることができ
、半導体パッケージ１の反りを低減することができる。さらに、コア基板１０は半導体チ
ップ３０と同一平面上に形成され、そのコア基板１０の開口部１０Ｘに収容される形で半
導体チップ３０が設けられているため、コア基板１０を設けたことによる半導体パッケー
ジ１の大型化を抑制することができる。
【００６１】
　なお、例えば配線構造５０内の配線層の総厚が半導体チップ３０より厚くなった場合に
は、半導体チップ３０を中心とした物性値の分布の対称性が劣化する。しかし、金属板２
０及び絶縁層２１を設けたことにより、それらを設けない場合と比べて、半導体チップ３
０を中心とした物性値の分布を上下対称に近づけることができるため、半導体パッケージ
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１の反りを低減することができる。
【００６２】
　（２）コア基板１０を、半導体チップ３０の厚さと接合部材３１の厚さとの合計の厚さ
よりも厚くなるように形成するようにした。これにより、半導体チップ３０の回路形成面
３０Ｂを被覆する絶縁層４０の厚さばらつきを小さくすることができるため、絶縁層４０
の下面４０Ｂを平坦に形成することができる。
【００６３】
　（３）金属板２０全体をコア基板１０及び絶縁層２１，４０により被覆するようにした
ため、金属板２０の酸化が抑制される。これにより、金属板２０の酸化に起因して熱伝導
性が低下するといった問題の発生を好適に抑制することができる。
【００６４】
　（４）コア基板１０の上面１０Ａに形成された金属層７０をパターニングすることで金
属板２０を形成し、コア基板１０の所要の箇所を除去することで金属板２０の下面２０Ｂ
を露出させる開口部１０Ｘを形成し、それら金属板２０及び開口部１０Ｘによって形成さ
れる収容部に半導体チップ３０を搭載するようにした。さらに、そのコア基板１０の上下
両面に絶縁層２１，４０を形成し、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に配線構造５０を形成する
ようにした。このように、機械的強度の高いコア基板１０及びそのコア基板１０に形成さ
れた金属層７０に対して加工を施し、コア基板１０の上下両面に各種の絶縁層及び配線層
を形成することにより、半導体パッケージ１を製造するようにした。このような製造方法
によれば、コア基板１０によって製造過程の構造体の機械的強度を十分に確保することが
できる。このため、従来の製造方法で使用していた支持基板、つまり製造過程の構造体の
機械的強度を確保するために必要であった支持基板等を省略することができる。このよう
な支持基板は最終的に半導体パッケージ１から除去される部材であるため、その支持基板
を省略することによって製造コストの削減を実現することができる。
【００６５】
　（５）絶縁層２１とは反対側の最外層の層間絶縁層５２の熱膨脹係数を、絶縁層２１，
４０の熱膨脹係数よりも半導体チップ３０の熱膨張係数に近くなるように設定した。これ
により、例えば熱処理後の冷却の際に半導体チップ３０よりも下層側（配線構造５０側）
に発生する収縮量を、半導体チップ３０側（半導体チップ３０、コア基板１０、金属板２
０及び絶縁層２１等）に発生する収縮量に近づけることができる。したがって、半導体パ
ッケージ１に生じる反りを低減することができる。
【００６６】
　（６）接合部材３１を介して半導体チップ３０を金属板２０に接合するようにした。こ
れにより、半導体チップ３０が金属板２０と熱的に接続されるため、半導体チップ３０で
発生した熱を効率良く放熱することができる。また、金属板２０によって、半導体チップ
３０を電磁波から好適に保護することができる。
【００６７】
　（７）コア基板１０の下面１０Ｂに導電層２２を形成するようにした。これにより、製
造過程における構造体の剛性を高めることができる。例えば、導電層２２を形成したこと
により、ベルトコンベア搬送などで製造過程の構造体が屈曲することを軽減することがで
きるため、より安全に構造体を搬送することができ、製造過程における構造体の搬送性を
向上させることができる。
【００６８】
　（第２実施形態）
　以下、第２実施形態を図７～図１２に従って説明する。先の図１～図６に示した部材と
同一の部材にはそれぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説明は
省略する。以下、第１実施形態との相違点を中心に説明する。
【００６９】
　（第２実施形態に係る半導体パッケージの構造）
　図７に示すように、半導体パッケージ１Ａのコア基板１０には、開口部１０Ｘが形成さ
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れるとともに、所要の箇所（図７では、開口部１０Ｘの周囲において、２箇所）に貫通孔
１０Ｙが形成されている。例えば、コア基板１０には、図８に示すように、半導体パッケ
ージ１Ａの外形をなす四辺のうち対向する一対の辺（図８では、右側の辺と左側の辺）に
沿って複数の貫通孔１０Ｙが形成されている。各貫通孔１０Ｙの平面形状は、例えば円形
状に形成されている。図７に示すように、貫通孔１０Ｙは、コア基板１０を厚さ方向に貫
通して形成されている。すなわち、貫通孔１０Ｙは、コア基板１０の上面１０Ａから下面
１０Ｂまでを貫通して形成されている。具体的には、貫通孔１０Ｙの断面形状は、その貫
通孔１０Ｙの深さ方向の中途部が最狭部Ａ１（内径が最も狭くなる部分）となる鼓状に形
成されている。より具体的には、貫通孔１０Ｙの断面形状は、コア基板１０の厚さ方向の
中途位置（最狭部Ａ１）から両開口端に向かうに連れて開口径が大きくなる鼓形状に形成
されている。貫通孔１０Ｙの開口端における直径は、例えば５０～１００μｍ程度とする
ことができる。
【００７０】
　各貫通孔１０Ｙ内には、コア基板１０の厚さ方向に貫通する貫通電極１１が形成されて
いる。すなわち、貫通電極１１は、貫通孔１０Ｙを充填して形成されている。各貫通電極
１１の平面形状は、例えば円形状に形成されている。また、貫通電極１１の材料としては
、例えば銅や銅合金を用いることができる。
【００７１】
　コア基板１０の上面１０Ａには、金属板２０が形成されるとともに、その金属板２０と
電気的に分離され、且つ貫通電極１１の一端と電気的に接続された配線パターン２３が形
成されている。図８に示すように、金属板２０は、当該半導体パッケージ１Ａ（例えば、
コア基板１０）の外縁を除く略全面に延在して形成されており、配線パターン２３の外周
にも延在して形成されている。具体的には、金属板２０は、コア基板１０の上面１０Ａの
外縁を露出するとともに、その外縁を除く上面１０Ａを覆うように形成されている。また
、金属板２０には、配線パターン２３の形成される領域に、その配線パターン２３よりも
平面形状が大きい平面視略円形状の開口部２０Ｘが形成されている。そして、この開口部
２０Ｘ内に平面視略円形状の配線パターン２３が形成されている。このため、金属板２０
と配線パターン２３との間には、それら金属板２０及び配線パターン２３からコア基板１
０が円環状に露出されている。さらに、金属板２０は、開口部１０Ｘの一方の開口端（こ
こでは、コア基板１０の上面１０Ａ側の開口端）を覆うように形成されている。ここで、
金属板２０は、その金属板２０の材料が銅である場合には、金属板２０の残銅率が５０～
９５％程度となるように金属板２０の平面形状が設定されている。なお、配線パターン２
３の材料としては、例えば銅や銅合金を用いることができる。
【００７２】
　絶縁層２１は、金属板２０の上面及び側面と、配線パターン２３の上面及び側面と、そ
れら金属板２０及び配線パターン２３から露出されたコア基板１０の上面１０Ａとを覆う
ように形成されている。この絶縁層２１は、金属板２０と配線パターン２３との間の空間
を充填するように形成されている。この絶縁層２１には、該絶縁層２１を貫通して配線パ
ターン２３の上面を露出するビアホールＶＨ３が形成されている。
【００７３】
　絶縁層２１上には、配線構造９０が形成されている。この配線構造９０は、配線層と層
間絶縁層とが交互に積層されてなる。配線層は任意の層数とすることができ、層間絶縁層
は各配線層が互いに絶縁されるような層厚とすることができる。但し、図７に示す例では
、説明の簡便化のために、１つの配線層９１のみを有する配線構造９０に具体化した。こ
のため、本例の配線構造９０は、層間絶縁層を有していない。
【００７４】
　配線層９１は、絶縁層２１上に積層されている。この配線層９１は、コア基板１０の上
面１０Ａ側に形成された最上層（最外層）の配線層である。配線層９１は、ビアホールＶ
Ｈ１内に充填されたビア配線９１Ａと、絶縁層２１の上面２１Ａ上に形成された配線パタ
ーン９１Ｂとを有している。ビア配線９１Ａは、ビアホールＶＨ３の底部に露出した配線
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パターン２３と電気的に接続されるとともに、配線パターン９１Ｂと電気的に接続されて
いる。なお、ビアホールＶＨ３及びビア配線９１Ａは、図７において下側（コア基板１０
側）から上側（配線パターン９１Ｂ側）に向かうにつれて径が大きくなるテーパ状に形成
されている。また、これらビアホールＶＨ３及びビア配線９１Ａの平面形状は例えば円形
である。ビアホールＶＨ３及びビア配線９１Ａの直径は例えば２０～６５μｍ程度とする
ことができる。配線パターン９１Ｂの厚さは、例えば１５～３５μｍ程度とすることがで
きる。なお、配線層９１（ビア配線９１Ａ及び配線パターン９１Ｂ）の材料としては、例
えば銅又は銅合金を用いることができる。
【００７５】
　ソルダレジスト層９２は、配線層９１の一部を覆うように絶縁層２１の上面２１Ａ上に
形成されている。ソルダレジスト層９２には、配線パターン９１Ｂの一部を接続パッド９
１Ｐとして露出させるための開口部９２Ｘが形成されている。この接続パッド９１Ｐは、
他の半導体パッケージ３（図９参照）等と電気的に接続される。なお、上記開口部９２Ｘ
及び接続パッド９１Ｐは、例えば平面視でマトリクス状又はペリフェラル状に配置されて
いる。各開口部９２Ｘの平面形状及び各接続パッド９１Ｐの平面形状は例えば円形であり
、それらの直径は例えば７０～２５０μｍ程度とすることができる。絶縁層２１の上面２
１Ａからソルダレジスト層９２の上面までの厚さは、例えば２０～４０μｍ程度とするこ
とができる。このソルダレジスト層９２の材料としては、例えばエポキシ系又はアクリル
系の絶縁性樹脂を用いることができる。
【００７６】
　一方、コア基板１０の下面１０Ｂには、導電層２２が形成されるとともに、その導電層
２２と電気的に分離され、且つ上記貫通電極１１の他端と電気的に接続された配線パター
ン２４が形成されている。このため、配線パターン２４及び配線パターン２３は、貫通電
極１１を介して相互に電気的に接続されている。このように、コア基板１０を貫通する貫
通電極１１を介して、コア基板１０の一面側（上面１０Ａ側）と他面側（下面１０Ｂ側）
とが電気的に接続されている。なお、配線パターン２４の材料としては、例えば銅や銅合
金を用いることができる。
【００７７】
　絶縁層４０は、導電層２２の下面及び側面と、配線パターン２４の下面及び側面と、そ
れら導電層２２及び配線パターン２４から露出されたコア基板１０の下面１０Ｂとを覆う
ように形成されている。この絶縁層４０は、導電層２２と配線パターン２４との間の空間
を充填するように、且つコア基板１０の開口部１０Ｘ及び導電層２２の開口部２２Ｘを充
填するように形成されている。この絶縁層４０には、上記ビアホールＶＨ１が形成される
とともに、当該絶縁層４０を貫通して配線パターン２４の下面を露出するビアホールＶＨ
４が形成されている。
【００７８】
　本例の配線構造５０は、上記第１実施形態の配線構造５０から層間絶縁層５２と第２配
線層５３とを省略した構造、すなわち第１配線層５１のみを有する構造に具体化した。こ
こで、第１配線層５１は、コア基板１０の下面１０Ｂ側に形成された最下層（最外層）の
配線層である。第１配線層５１は、ビアホールＶＨ１，ＶＨ４内に充填されたビア配線５
１Ａと、絶縁層４０の下面に形成された配線パターン５１Ｂとを有している。この配線パ
ターン５１Ｂは、ビアホールＶＨ１内に充填されたビア配線５１Ａを介して電極端子３０
Ｐと電気的に接続されるとともに、ビアホールＶＨ４内に充填されたビア配線５１Ａと配
線パターン２４と貫通電極１１と配線パターン２３とビア配線９１Ａとを介して配線パタ
ーン９１Ｂと電気的に接続されている。
【００７９】
　ソルダレジスト層６０は、第１配線層５１の一部を覆うように絶縁層４０上に形成され
ている。ソルダレジスト層６０には、配線パターン５１Ｂの一部を外部接続用パッド５３
Ｐとして露出させるための開口部６０Ｘが形成されている。
【００８０】
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　（第２実施形態に係る半導体装置の構造）
　図９に示すように、半導体装置２は、上述した半導体パッケージ１Ａと、その半導体パ
ッケージ１Ａに積層接合された半導体パッケージ３とを有している。
【００８１】
　半導体パッケージ３は、配線基板１００と、その配線基板１００にフリップチップ実装
された第１の半導体チップ１１１と、第１の半導体チップ１１１の上に接着された第２の
半導体チップ１１２とを有している。また、半導体パッケージ３は、第１の半導体チップ
１１１と配線基板１００との隙間を充填するように設けられたアンダーフィル樹脂１１３
と、第１の半導体チップ１１１及び第２の半導体チップ１１２等を封止する封止樹脂１１
４とを有している。なお、第１の半導体チップ１１１の平面形状は、第２の半導体チップ
１１２の平面形状よりも大きく形成されている。
【００８２】
　配線基板１００は、基板本体１０１と、基板本体１０１の上面に形成されたフリップチ
ップ用パッド１０２及びボンディング用パッド１０３と、基板本体１０１の下面に形成さ
れた外部接続端子１０４とを有している。
【００８３】
　基板本体１０１は、図示は省略するが、複数の絶縁層と、複数の絶縁層に形成されたビ
ア及び配線等から構成されている。基板本体１０１に設けられたビア及び配線は、フリッ
プチップ用パッド１０２、ボンディング用パッド１０３及び外部接続端子１０４を電気的
に接続している。基板本体１０１としては、例えばコアレス基板や、コア基板を有するコ
ア付きビルドアップ基板等を用いることができる。
【００８４】
　フリップチップ用パッド１０２には、第１の半導体チップ１１１のバンプ１１１Ａがフ
リップチップ接合されている。また、ボンディング用パッド１０３は、ボンディングワイ
ヤ１１５を介して、第２の半導体チップ１１２の上面に形成された電極パッド（図示略）
と電気的に接続されている。これらフリップチップ用パッド１０２及びボンディング用パ
ッド１０３の材料としては、例えば銅又は銅合金を用いることができる。また、フリップ
チップ用パッド１０２及びボンディング用パッド１０３は、銅層の表面に金属層（例えば
、Ａｕ層、Ｎｉ／Ａｕ層やＮｉ／Ｐｄ／Ａｕ層など）を施して形成するようにしてもよい
。
【００８５】
　外部接続端子１０４は、半導体パッケージ１，３間を接続するための接続端子（例えば
、はんだボールやリードピン）である。それぞれの外部接続端子１０４は、上記半導体パ
ッケージ１Ａに配設されている接続パッド９１Ｐの各々に対向するように設けられている
。
【００８６】
　アンダーフィル樹脂１１３は、第１の半導体チップ１１１のバンプ１１１Ａとフリップ
チップ用パッド１０２との接続部分の接続強度を向上させるための樹脂であり、配線基板
１００の上面と第１の半導体チップ１１１の下面との隙間を充填するように設けられてい
る。なお、アンダーフィル樹脂１１３の材料としては、例えばエポキシ系の絶縁性樹脂を
用いることができる。
【００８７】
　封止樹脂１１４は、第１の半導体チップ１１１、第２の半導体チップ１１２、ボンディ
ングワイヤ１１５及びボンディング用パッド１０３を封止するように基板本体１０１の上
面に設けられている。この封止樹脂１１４の材料としては、例えばエポキシ系樹脂などの
絶縁性樹脂を用いることができる。封止方法としては、例えばトランスファーモールド法
を用いることができる。
【００８８】
　そして、半導体装置２では、半導体パッケージ３の下面に形成された外部接続端子１０
４が、半導体パッケージ１Ａの上面に形成された接続パッド９１Ｐに接合されている。こ
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れにより、半導体パッケージ１Ａと半導体パッケージ３とが積層接合され、ＰＯＰ（Pack
age on Package）構造の半導体装置２が形成されている。
【００８９】
　（第２実施形態に係る半導体パッケージの製造方法）
　次に、上記半導体パッケージ１Ａの製造方法を説明する。以下の説明では、１つの半導
体パッケージを拡大して説明するが、実際には１つの基板上に複数の半導体パッケージ１
Ａとなる部材を一括して作製した後、個々の半導体パッケージ１Ａに個片化される。
【００９０】
　図１０（ａ）に示すように、まず、コア基板１０の上面１０Ａに金属板２０及び配線パ
ターン２３の母材となる金属層７０が被着され、下面１０Ｂに導電層２２及び配線パター
ン２４の母材となる金属層７１が被着された銅張積層板（Copper Clad Laminated：ＣＣ
Ｌ）を準備する。このとき、コア基板１０としては、半導体パッケージ１Ａが多数個取れ
る大判の基板が使用される。
【００９１】
　続いて、上記銅張積層板の所要の箇所に、コア基板１０及び金属層７０，７１を厚さ方
向に貫通する貫通孔７０Ｘを形成する。この貫通孔７０Ｘは、例えばレーザ加工法や機械
ドリル加工法により形成することができる。本例の貫通孔７０Ｘは、レーザ加工法により
コア基板１０の上面１０Ａ及び下面１０Ｂの両面側から形成されている。これにより、図
１０（ａ）に示すように、コア基板１０及び金属層７０，７１の厚さ方向の中途部に最狭
部が形成される断面視略鼓状の貫通孔７０Ｘを形成することができる。このとき、貫通孔
７０Ｘの一部分、つまりコア基板１０の厚さ方向を貫通する部分が貫通孔１０Ｙとなる。
なお、レーザ加工法によって貫通孔７０Ｘを形成した場合には、デスミア処理を行って、
貫通孔７０Ｘ内の樹脂スミアを除去する。このデスミア処理は、例えば過マンガン酸塩法
を用いて行うことができる。
【００９２】
　次に、図１０（ｂ）に示す工程では、貫通孔７０Ｘ内に導電層１１Ａを形成する。この
導電層１１Ａは、上面側で金属層７０と接続されるとともに、下面側で金属層７１と接続
される。例えば、スパッタ法などにより形成したシード層を給電層に利用する電解めっき
法（電解銅めっき法など）により、貫通孔７０Ｘを充填する導電層１１Ａを形成すること
ができる。また、導電層１１Ａは、導電ペースト、溶融金属や金属ワイヤ等を貫通孔７０
Ｘに埋め込むことにより形成することもできる。
【００９３】
　続いて、図１０（ｃ）に示す工程では、図金属層７０の上面に開口部８１Ｘを有するレ
ジスト層８１を形成し、金属層７１の下面１０Ｂに開口部８２Ｘを有するレジスト層８２
を形成する。開口部８１Ｘは、図７に示した金属板２０及び配線パターン２３の形成領域
に対応する部分以外の金属層７０を露出するように形成される。また、開口部８２Ｘは、
図７に示した導電層２２及び配線パターン２４の形成領域に対応する部分以外の金属層７
１を露出するように形成される。レジスト層８１，８２の材料としては、上記レジスト層
７２，７３と同様の材料を用いることができる。
【００９４】
　次いで、レジスト層８１，８２をエッチングマスクとして、金属層７０，７１をエッチ
ングする。具体的には、レジスト層８１，８２の開口部８１Ｘ，８２Ｘからそれぞれ露出
している金属層７０，７１をエッチングし、それら金属層７０，７１を所定形状にパター
ニングする。すなわち、レジスト層８１の開口部８１Ｘから露出された金属層７０を除去
することで、図１０（ｃ）に示すようにコア基板１０の上面１０Ａに金属板２０及び導電
層２３Ａを形成する。このようなパターニングにより、金属板２０の外形寸法はコア基板
１０の外形寸法よりも小さくなるとともに、金属板２０と導電層２３Ａとが互いに電気的
に分離される。また、レジスト層８２の開口部８２Ｘから露出された金属層７１を除去す
ることで、コア基板１０の下面１０Ｂに導電層２２及び導電層２４Ａを形成する。このよ
うなパターニングにより、導電層２２と導電層２４Ａとが互いに電気的に分離される。こ
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のとき、導電層２３Ａとその導電層２３Ａの側面に接続される導電層１１Ａとによって配
線パターン２３が形成され、導電層２４Ａとその導電層２４Ａの側面に接続される導電層
１１Ａとによって配線パターン２４が形成される。また、導電層１１Ａのうち貫通孔１０
Ｙ内に形成された導電層１１Ａが貫通電極１１となる。なお、このような金属層７０，７
１のパターニング終了後に、図１０（ｃ）に示したレジスト層８１，８２を例えばアルカ
リ性の剥離液により除去する。
【００９５】
　次に、図１０（ｄ）及び図１０（ｅ）に示す工程では、先の図４（ａ）～図４（ｃ）に
示した工程と同様の製造工程により、コア基板１０の所要の箇所に開口部１０Ｘを形成す
る。
【００９６】
　続いて、図１１（ａ）に示す工程では、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂとは反対
側の面が金属板２０の下面２０Ｂと対向するように、つまりフェイスアップの状態で半導
体チップ３０を下面２０Ｂ上に接合部材３１により接合する。
【００９７】
　次いで、図１１（ｂ）に示す工程では、先の図５（ａ）、（ｂ）に示した工程と同様の
製造工程により、コア基板１０の上面１０Ａに金属板２０及び配線パターン２３を被覆す
る絶縁層２１を形成し、金属板２０の下面２０Ｂ側に半導体チップ３０、導電層２２及び
配線パターン２４等を被覆する絶縁層４０を形成する。
【００９８】
　次に、図１１（ｃ）に示す工程では、電極端子３０Ｐの下面の一部が露出されるように
絶縁層４０にビアホールＶＨ１を形成するとともに、配線パターン２４の下面の一部が露
出されるように絶縁層４０にビアホールＶＨ４を形成する。また、配線パターン２３の上
面の一部が露出されるように絶縁層２１にビアホールＶＨ３を形成する。これらビアホー
ルＶＨ１，ＶＨ３，ＶＨ４は、例えばレーザ加工法やフォトリソグラフィ法によって形成
することができる。なお、ビアホールＶＨ１，ＶＨ３，ＶＨ４をレーザ加工法によって形
成した場合には、デスミア処理を行って、ビアホールＶＨ１，ＶＨ３，ＶＨ４内の樹脂ス
ミアを除去する。
【００９９】
　続いて、図１１（ｄ）に示す工程では、絶縁層４０のビアホールＶＨ１，ＶＨ４にビア
導体を充填してビア配線５１Ａを形成するとともに、そのビア配線５１Ａを介して電極端
子３０Ｐ又は配線パターン２４に電気的に接続される配線パターン５１Ｂを絶縁層４０の
下面４０Ｂ上に形成する。また、絶縁層２１のビアホールＶＨ３にビア導体を充填してビ
ア配線９１Ａを形成するとともに、そのビア配線９１Ａを介して配線パターン２３に電気
的に接続される配線パターン９１Ｂを絶縁層２１の上面２１Ａ上に形成する。これら第１
配線層５１（ビア配線５１Ａ及び配線パターン５１Ｂ）と配線層９１（ビア配線９１Ａ及
び配線パターン９１Ｂ）とは、例えばセミアディティブ法やサブトラクティブ法などの各
種の配線形成方法を用いて形成することができる。
【０１００】
　続いて、図１２（ａ）に示す工程では、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に、第１配線層５１
（配線パターン５１Ｂ）の一部を露出させる開口部６０Ｘを有するソルダレジスト層６０
を積層する。また、絶縁層２１の上面２１Ａ上に、配線層９１（配線パターン９１Ｂ）の
一部を露出させる開口部９２Ｘを有するソルダレジスト層９２を積層する。これらソルダ
レジスト層６０，９２は、例えば感光性のソルダレジストフィルムをラミネートし、又は
液状のソルダレジストを塗布し、当該レジストを所要の形状にパターニングすることによ
り形成することができる。これにより、ソルダレジスト層６０の開口部６０Ｘから配線パ
ターン５１Ｂの一部が外部接続用パッド５３Ｐとして露出され、ソルダレジスト層９２の
開口部９２Ｘから配線パターン９１Ｂの一部が接続パッド９１Ｐとして露出される。なお
、必要に応じて、外部接続用パッド５３Ｐ上及び接続パッド９１Ｐ上に、例えばＮｉ層と
Ａｕ層をこの順番で積層した金属層を形成するようにしてもよいし、Ｎｉ層とＰｄ層とＡ
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ｕ層をこの順番で積層した金属層を形成するようにしてもよい。これらの金属層は、例え
ば無電解めっき法により形成することができる。
【０１０１】
　次いで、図１２（ｂ）に示す工程では、外部接続用パッド５３Ｐ上に外部接続端子６１
を形成する。その後、図１２（ｂ）に示した構造体を個々の半導体パッケージ１Ａに対応
する領域（図中の矢印参照）で切断することにより、図７に示した半導体パッケージ１Ａ
を得ることができる。
【０１０２】
　（第２実施形態に係る半導体装置の製造方法）
　次に、上記半導体装置２の製造方法を説明する。
　まず、図１２（ｃ）に示すように、半導体パッケージ３を用意する。ここでは、図示を
省略して詳細な説明を割愛するが、半導体パッケージ３は例えば以下のような方法で製造
される。すなわち、フリップチップ用パッド１０２、ボンディング用パッド１０３及び外
部接続端子１０４を有する配線基板１００を形成し、その配線基板１００の上面に形成さ
れたフリップチップ用パッド１０２に第１の半導体チップ１１１のバンプ１１１Ａをフリ
ップチップ接合する。続いて、配線基板１００と第１の半導体チップ１１１との間にアン
ダーフィル樹脂１１３を形成した後、第１の半導体チップ１１１の上に第２の半導体チッ
プ１１２を接着剤により接着する。次いで、第２の半導体チップ１１２の上面に形成され
た電極パッド（図示略）と配線基板１００の上面に形成されたボンディング用パッド１０
３との間をボンディングワイヤ１１５によりワイヤボンディング接続した後、第１及び第
２の半導体チップ１１１，１１２及びボンディングワイヤ１１５等を封止樹脂１１４で樹
脂封止する。
【０１０３】
　続いて、半導体パッケージ１Ａの各接続パッド９１Ｐに、半導体パッケージ３の外部接
続端子１０４が対向するように、半導体パッケージ１Ａ，３を位置合わせする。このとき
、半導体パッケージ３の外部接続端子１０４には図示しないフラックスが転写されている
。
【０１０４】
　次いで、上述のように位置合わせされ半導体パッケージ３が半導体パッケージ１Ａ上に
載置されると、その構造体がリフロー炉（図示略）に搬送される。そして、このリフロー
炉内では外部接続端子１０４（ここでは、はんだボール）がリフローされ、接続パッド９
１Ｐ部分で半導体パッケージ１Ａ，３が接合される。これにより、図９に示したＰＯＰ構
造の半導体装置２が製造される。このとき、半導体パッケージ１Ａは、第１実施形態と同
様の効果を奏する。具体的には、半導体パッケージ１Ａの反りが低減することができるた
め、半導体パッケージ１Ａを平坦な状態に保持することができる。これにより、その半導
体パッケージ１Ａに半導体パッケージ３を容易に積層接合させることができる。
【０１０５】
　（第１及び第２実施形態の変形例）
　なお、上記第１及び第２実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施すること
もできる。
【０１０６】
　・上記第１及び第２実施形態において、コア基板１０に開口部１０Ｘを形成する前に、
コア基板１０の上面１０Ａ上に金属板２０を被覆する絶縁層２１を形成するようにしても
よい。この場合の製造方法の一例を以下に説明する。ここでは、第１実施形態の半導体パ
ッケージ１の製造方法を変形例について説明するが、第２実施形態の半導体パッケージの
製造方法についても同様に変更することができる。
【０１０７】
　図１３（ａ）に示す工程では、先の図３（ａ）～図３（ｄ）に示した工程と同様の製造
工程により、コア基板１０の上面１０Ａに金属板２０を形成するとともに、コア基板１０
の下面１０Ｂに導電層２２を形成する。
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【０１０８】
　次に、図１３（ｂ）に示す工程では、先の図５（ａ）、（ｂ）に示した工程と同様の製
造工程により、支持体８３の下面８３Ｂに絶縁層２１となるシート状のＢ－ステージ状態
の絶縁層が接着された構造体を準備し、その構造体をコア基板１０の上面１０Ａに熱圧着
によりラミネートし、熱硬化処理を行う。これにより、コア基板１０の上面１０Ａに金属
板２０の上面２０Ａ及び側面２０Ｃを被覆する絶縁層２１が形成されるとともに、その絶
縁層２１の上面２１Ａ上に上面２１Ａ全面を被覆する支持体８３が形成される。ここで、
支持体８３としては、例えば銅箔を用いることができる。この支持体８３の厚さは、例え
ば３５～７０μｍ程度とすることができる。
【０１０９】
　続いて、図１３（ｃ）に示す工程では、先の図４（ａ）～図４（ｃ）に示した工程と同
様の製造工程により、コア基板１０の所要の箇所に開口部１０Ｘを形成する。これにより
、開口部１０Ｘから金属板２０の下面２０Ｂが露出される。本工程において、金属板２０
は、絶縁層２１と支持体８３（金属層）により支持されているため、サンドブラスト処理
等の機械的ダメージによる金属板２０の破損を防ぐことができる。換言すると、本工程に
おいて、上記支持体８３は、金属板２０の上面２０Ａ及び側面２０Ｃと絶縁層２１の上面
２１Ａとをサンドブラスト処理等から保護する保護層として機能する。
【０１１０】
　次いで、図１３（ｄ）に示す工程では、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂとは反対
側の面が金属板２０の下面２０Ｂと対向するように、つまりフェイスアップの状態で半導
体チップ３０を下面２０Ｂ上に接合部材３１により接合する。
【０１１１】
　次に、図１４（ａ）に示す工程では、先の図５（ａ）に示した工程と同様に、キャリア
７８に絶縁層４０となるシート状の絶縁層７９が接着された構造体８０を準備し、その構
造体８０をコア基板１０の下面１０Ｂ側に配置する。このとき、構造体８０は、絶縁層７
９が半導体チップ３０の電極端子３０Ｐと対向するように絶縁層７９を上側に向けた状態
で配置される。そして、コア基板１０の下面１０Ｂ及び金属板２０の下面２０Ｂに上記構
造体８０を熱圧着によりラミネートし、熱硬化処理を行う。これにより、図１４（ｂ）に
示すように、開口部１０Ｘを充填するとともに、半導体チップ３０等を被覆する絶縁層４
０が下面１０Ｂ，２０Ｂ上に形成される。また、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に下面４０Ｂ
全面を被覆するキャリア７８が形成される。なお、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）に示す
工程では、キャリア７８を省略するようにしてもよい。
【０１１２】
　続いて、図１４（ｃ）に示す工程では、図１４（ｂ）に示したキャリア７８及び支持体
８３を絶縁層２１，４０に対して選択的に除去する。例えばキャリア７８及び支持体８３
が銅箔である場合には、塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液又は過硫酸アンモニウム水
溶液などを用いたウェットエッチングにより、絶縁層２１，４０に対してキャリア７８及
び支持体８３を選択的に除去することができる。これにより、図５（ｂ）に示した構造体
と同様の構造体を得ることができる。その後は、図５（ｃ）～図６（ｄ）に示した工程と
同様の製造工程により、半導体パッケージ１Ａを製造することができる。
【０１１３】
　このように、開口部１０Ｘを形成する前に、コア基板１０の上面１０Ａ上に、絶縁層２
１と支持体８３とを積層することにより、開口部１０Ｘを形成する際に金属板２０の上面
２０Ａや絶縁層２１の上面２１Ａをサンドブラスト処理等から保護することができる。さ
らに、開口部１０Ｘを形成した後に支持体８３をウェットエッチング等により化学的に除
去するようにしたため、製造過程において、金属板２０の上面２０Ａ及び絶縁層２１の上
面２１Ａが受ける機械的なダメージを軽減することができる。また、支持体８３を形成し
たことによって製造過程における構造体の機械的強度を向上させることができる。
【０１１４】
　・上記第１実施形態における導電層２２を省略してもよい。この場合には、コア基板１
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０の下面１０Ｂに形成された金属層７１を省略してもよい。
　・上記第２実施形態における導電層２２を省略してもよい。
【０１１５】
　（第３実施形態）
　以下、第３実施形態を図１５～図１８に従って説明する。先の図１～図１４に示した部
材と同一の部材にはそれぞれ同一の符号を付して示し、それら各要素についての詳細な説
明は省略する。以下、第２実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１１６】
　（第３実施形態に係る半導体パッケージの構造）
　図１５に示すように、半導体パッケージ１Ｂのコア基板１０には、所要の箇所に複数（
ここでは、２つ）の開口部１０Ｘ，１０Ｚが形成されている。これら開口部１０Ｘ，１０
Ｚは、コア基板１０の上面１０Ａから下面１０Ｂまでを貫通するように形成されている。
【０１１７】
　図１６（ａ）に示すように、開口部１０Ｘは、コア基板１０の平面視で右側の領域、具
体的には半導体チップ３０と平面視で重なる位置に形成されている。この開口部１０Ｘの
平面形状は、半導体チップ３０の平面形状と同様に矩形状に形成されている。さらに、開
口部１０Ｘの平面形状は、半導体チップ３０の平面形状よりも大きく形成されている。こ
のため、半導体チップ３０は、開口部１０Ｘの平面形状の外周縁よりも内側の領域に設け
られている、つまり開口部１０Ｘ内に収容される形で設けられている。
【０１１８】
　なお、図１６（ａ）は、図１５に示した半導体パッケージ１Ｂを上面側から見た平面図
であり、一部の部材（絶縁層２１、配線層９１及びソルダレジスト層９２）の図示を省略
した平面図である。また、図１６（ｂ）は、図１５に示した半導体パッケージ１Ｂを下面
側から見た平面図であり、一部の部材（絶縁層４０、第１配線層５１、ソルダレジスト層
６０及び外部接続端子６１）の図示を省略した平面図である。
【０１１９】
　開口部１０Ｚは、コア基板１０の平面視で左側の領域、具体的には半導体チップ３２と
平面視で重なる位置に形成されている。この開口部１０Ｚの平面形状は、半導体チップ３
２の平面形状と同様に矩形状に形成されている。さらに、開口部１０Ｚの平面形状は、半
導体チップ３２の平面形状よりも大きく形成されている。このため、半導体チップ３２は
、開口部１０Ｚの平面形状の外周縁よりも内側の領域に設けられている、つまり開口部１
０Ｚ内に収容される形で設けられている。なお、これら開口部１０Ｘ，１０Ｚの大きさは
、例えば平面視で５ｍｍ×５ｍｍ～１５ｍｍ×１５ｍｍ程度とすることができる。
【０１２０】
　また、図１５に示すように、コア基板１０には、所要の箇所（図１５では、開口部１０
Ｘ，１０Ｚの周囲において、３箇所）に貫通孔１０Ｙが形成されている。各貫通孔１０Ｙ
内には、コア基板１０の厚さ方向に貫通する貫通電極１１が形成されている。
【０１２１】
　なお、コア基板１０の厚さは、例えば内蔵（埋設）する半導体チップ３０，３２と略同
じ厚さを選択する。例えば、コア基板１０の厚さは５０～２００μｍ程度とすることがで
きる。
【０１２２】
　コア基板１０の上面１０Ａには、金属板２０が形成されている。また、コア基板１０の
上面１０Ａには、金属板２０と電気的に分離され、貫通電極１１と接続された配線パター
ン２３が形成されている。例えば、図１６（ａ）に示すように、コア基板１０の上面１０
Ａには、半導体パッケージ１Ｂの外形をなす四辺のうち対向する一対の辺（図１６（ａ）
では、左側の辺と右側の辺）に沿って複数の配線パターン２３が形成されている。また、
コア基板１０の上面１０Ａには、上記開口部１０Ｘと開口部１０Ｚとの間の領域に、対向
する開口部１０Ｘ，１０Ｚの辺に沿って複数の配線パターン２３が形成されている。なお
、各配線パターン２３の平面形状は、例えば円形状に形成されている。
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【０１２３】
　一方、コア基板１０の下面１０Ｂには、金属板２５が形成されている。金属板２５は、
第１面（図１５では、上面）２５Ａと第２面（図１５では、下面）２５Ｂと側面２５Ｃと
を有している。また、コア基板１０の下面１０Ｂには、金属板２５と電気的に分離され、
貫通電極１１と接続された配線パターン２４が形成されている。例えば、図１６（ｂ）に
示すように、コア基板１０の下面１０Ｂには、半導体パッケージ１Ｂの外形をなす四辺の
うち対向する一対の辺（図１６（ｂ）では、左側の辺と右側の辺）に沿って複数の配線パ
ターン２４が形成されている。また、コア基板１０の下面１０Ｂには、上記開口部１０Ｘ
と開口部１０Ｚとの間の領域に、対向する開口部１０Ｘ，１０Ｚの辺に沿って複数の配線
パターン２４が形成されている。なお、各配線パターン２４の平面形状は、例えば円形状
に形成されている。
【０１２４】
　図１６（ａ）に示すように、金属板２０は、コア基板１０の上面１０Ａの外縁を露出す
るとともに、その外縁及び開口部１０Ｚを除く上面１０Ａを覆うように形成されている。
また、金属板２０は、開口部１０Ｘの上面１０Ａ側の開口端を覆うように形成されている
。この金属板２０には、コア基板１０の開口部１０Ｚと対向する位置（開口部１０Ｚと平
面視で重なる位置）に、その開口部１０Ｚと略同じ大きさの平面視略矩形状の開口部２０
Ｙが形成されている。このため、図１５に示すように、開口部１０Ｚと開口部２０Ｙとが
連通され、これら開口部１０Ｚ，２０Ｙから金属板２５の上面２５Ａが露出されている。
さらに、図１６（ａ）に示すように、金属板２０は、配線パターン２３の外周にも延在し
て形成されている。具体的には、金属板２０には、配線パターン２３の形成される領域に
、その配線パターン２３よりも平面形状が大きい平面視略円形状の開口部２０Ｘが形成さ
れている。そして、この開口部２０Ｘ内に平面視略円形状の配線パターン２３が形成され
ている。このため、金属板２０と配線パターン２３との間には、それら金属板２０及び配
線パターン２３からコア基板１０の上面１０Ａが円環状に露出されている。
【０１２５】
　図１６（ｂ）に示すように、金属板２５は、コア基板１０の下面１０Ｂの外縁を露出す
るとともに、その外縁及び開口部１０Ｘを除く下面１０Ｂを覆うように形成されている。
また、金属板２５は、開口部１０Ｚの下面１０Ｂ側の開口端を覆うように形成されている
。この金属板２５には、コア基板１０の開口部１０Ｘと対向する位置（開口部１０Ｘと平
面視で重なる位置）に、その開口部１０Ｘと略同じ大きさの平面視略矩形状の開口部２５
Ｘが形成されている。このため、図１５に示すように、開口部１０Ｘと開口部２５Ｘとが
連通され、これら開口部１０Ｘ，２５Ｘから金属板２０の下面２０Ｂが露出されている。
さらに、図１６（ｂ）に示すように、金属板２５は、配線パターン２４の外周にも延在し
て形成されている。具体的には、金属板２５には、配線パターン２４の形成される領域に
、その配線パターン２４よりも平面形状が大きい平面視略円形状の開口部２５Ｙが形成さ
れている。そして、この開口部２５Ｙ内に平面視略円形状の配線パターン２４が形成され
ている。このため、金属板２５と配線パターン２４との間には、それら金属板２５及び配
線パターン２４からコア基板１０の下面１０Ｂが円環状に露出されている。
【０１２６】
　これら金属板２０，２５及び配線パターン２３，２４の材料としては、例えば銅、アル
ミニウム、鉄やニッケルなどの金属又はこれらの金属を少なくとも一種以上含む合金を用
いることができる。
【０１２７】
　ここで、金属板２０，２５の厚さは、半導体チップ３０，３２よりも薄くなるように設
定されている。具体的には、金属板２０の厚さは、当該半導体パッケージ１Ｂの反り低減
の観点から、例えば半導体チップ３０の厚さの５０～９５％程度であることが好ましい。
また、金属板２５の厚さは、当該半導体パッケージ１Ｂの反り低減の観点から、例えば半
導体チップ３２の厚さの５０～９５％程度であることが好ましい。より具体的には、金属
板２０，２５の厚さは、例えば１５～７０μｍ程度とすることができる。また、金属板２
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０の外形寸法（平面形状）は、当該半導体パッケージ１Ｂの外形寸法よりも小さく設定さ
れるとともに、半導体チップ３０の外形寸法よりも大きく設定されている。具体的には、
金属板２０は、図１５に示した絶縁層２１上の面積に占める金属板２０の面積の比率が５
０～９０％程度となるように、その平面形状が設定されている。例えば金属板２０の材料
が銅である場合には、金属板２０の残銅率が５０～９０％程度となるように金属板２０の
平面形状が設定されている。また、金属板２５の外形寸法（平面形状）は、当該半導体パ
ッケージ１Ｂの外形寸法よりも小さく設定されるとともに、半導体チップ３２の外形寸法
よりも大きく設定されている。具体的には、金属板２５は、絶縁層４０上の面積に占める
金属板２５の面積の比率が５０～９０％程度となるように、その平面形状が設定されてい
る。例えば金属板２５の材料が銅である場合には、金属板２５の残銅率が５０～９０％程
度となるように金属板２５の平面形状が設定されている。
【０１２８】
　半導体チップ３０は、コア基板１０の開口部１０Ｘから露出された金属板２０の下面２
０Ｂに接合部材３１を介して接合されている。具体的には、半導体チップ３０は、回路形
成面３０Ｂとは反対側の面が上記金属板２０の下面２０Ｂに対向した状態、つまりフェイ
スアップの状態で上記金属板２０の下面２０Ｂに接合部材３１により接合されている。す
なわち、半導体チップ３０は、電極端子３０Ｐを下側に向けた状態で、金属板２０とコア
基板１０の開口部１０Ｘとによって形成される収容部に収容されている。また、金属板２
０に接合された半導体チップ３０は、接合部材３１により金属板２０と熱的にも接続され
ている。
【０１２９】
　一方、半導体チップ３２は、コア基板１０の開口部１０Ｚから露出された金属板２５の
上面２５Ａに接合部材３３を介して接合されている。ここで、半導体チップ３２としては
、例えば半導体チップ３０と同様の電子部品を用いることができる。この半導体チップ３
２の回路形成面（図１５では、上面）３２Ａには電極端子３２Ｐが設けられている。電極
端子３２Ｐは、半導体チップ３２の回路形成面３２Ａから下方に延びる柱状に形成された
導電性ポストである。そして、半導体チップ３２は、電極端子３２Ｐの形成された上面３
２Ａが上記金属板２５の上面２５Ａに対向した状態で、つまりフェイスアップの状態で上
記金属板２５の上面２５Ａに接合部材３３により接合されている。すなわち、半導体チッ
プ３２は、電極端子３２Ｐを上側に向けた状態で、金属板２５とコア基板１０の開口部１
０Ｚとによって形成される収容部に収容されている。また、金属板２５に接合された半導
体チップ３２は、接合部材３３により金属板２５と熱的にも接続されている。電極端子３
２Ｐの高さは、例えば１０～３０μｍ程度とすることができる。電極端子３２Ｐが円柱状
に形成されている場合には、電極端子３２Ｐの直径は例えば３０～５０μｍ程度とするこ
とができる。なお、この電極端子３２Ｐの材料としては、例えば銅や銅合金を用いること
ができる。
【０１３０】
　上記半導体チップ３２の大きさは、例えば平面視で５ｍｍ×５ｍｍ～１１ｍｍ×１１ｍ
ｍ程度とすることができる。半導体チップ３２の厚さは、例えば５０～２００μｍ程度と
することができる。ここで、上記金属板２０を含むコア基板１０の厚さは、半導体チップ
３２の厚さ（回路形成面３２Ａ又は電極端子３２Ｐを含む厚さ）と同じ厚さに、又は、半
導体チップ３２よりも厚くなるように形成されている。また、上記金属板２５を含むコア
基板１０の厚さは、半導体チップ３０の厚さ（回路形成面３０Ｂ又は電極端子３０Ｐを含
む厚さ）と同じ厚さに、又は、半導体チップ３０よりも厚くなるように形成されている。
【０１３１】
　絶縁層２１は、金属板２０の上面２０Ａ及び側面２０Ｃと、配線パターン２３の上面及
び側面と、それら金属板２０及び配線パターン２３から露出されたコア基板１０の上面１
０Ａと、開口部１０Ｚ，２０Ｙの内側面と、金属板２５の上面２５Ａと、半導体チップ３
２の上面３２Ａ及び側面と、電極端子３２Ｐ全体とを被覆するように形成されている。こ
のため、開口部１０Ｚ，２０Ｙが絶縁層２１によって充填されるとともに、金属板２０と
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配線パターン２３との間の空間が絶縁層２１によって充填されている。この絶縁層２１に
は、該絶縁層２１を貫通して配線パターン２３の上面を露出するビアホールＶＨ３が形成
されるとともに、該絶縁層２１を貫通して電極端子３２Ｐの上面を露出するビアホールＶ
Ｈ５が形成されている。
【０１３２】
　配線層９１は、ビアホールＶＨ３，ＶＨ５内に充填されたビア配線９１Ａと、絶縁層２
１の上面に形成された配線パターン９１Ｂとを有している。この配線パターン９１Ｂは、
ビアホールＶＨ３内に充填されたビア配線９１Ａを介して配線パターン２３と電気的に接
続されるとともに、ビアホールＶＨ５内に充填されたビア配線９１Ａを介して電極端子３
２Ｐと電気的に接続されている。
【０１３３】
　絶縁層４０は、金属板２５の下面２５Ｂ及び側面２５Ｃと、配線パターン２４の下面及
び側面と、それら金属板２５及び配線パターン２４から露出されたコア基板１０の下面１
０Ｂと、開口部１０Ｘ，２５Ｘの内側面と、金属板２０の下面２０Ｂと、半導体チップ３
０の下面３０Ｂ及び側面と、電極端子３０Ｐ全体とを被覆するように形成されている。こ
のため、開口部１０Ｘ，２５Ｘが絶縁層４０によって充填されるとともに、金属板２５と
配線パターン２４との間の空間が絶縁層４０によって充填されている。この絶縁層４０に
は、該絶縁層４０を貫通して電極端子３０Ｐの下面を露出するビアホールＶＨ１が形成さ
れるとともに、該絶縁層４０を貫通して配線パターン２４の下面を露出するビアホールＶ
Ｈ４が形成されている。
【０１３４】
　以上説明したように、半導体パッケージ１Ｂは、コア基板１０の下面１０Ｂ側からフェ
イスアップの状態で金属板２０の下面２０Ｂに接合された半導体チップ３０と、コア基板
１０の上面１０Ａ側からフェイスアップの状態で金属板２５の上面２５Ａに接合された半
導体チップ３２とが内蔵されている。すなわち、半導体パッケージ１Ｂは、上下両面側か
ら半導体チップ３０，３２が実装されて内蔵されている。
【０１３５】
　（第３実施形態に係る半導体パッケージの製造方法）
　次に、上記半導体パッケージ１Ｂの製造方法を説明する。以下の説明では、１つの半導
体パッケージを拡大して説明するが、実際には１つの基板上に複数の半導体パッケージ１
Ｂとなる部材を一括して作製した後、個々の半導体パッケージ１Ｂに個片化される。
【０１３６】
　図１７（ａ）に示すように、まず、コア基板１０の上面１０Ａに金属板２０及び配線パ
ターン２３の母材となる金属層７０が被着され、下面１０Ｂに金属板２５及び配線パター
ン２４の母材となる金属層７１が被着された銅張積層板（Copper Clad Laminated：ＣＣ
Ｌ）を準備する。このとき、コア基板１０としては、半導体パッケージ１Ｂが多数個取れ
る大判の基板が使用される。
【０１３７】
　続いて、先の図１０（ａ）、（ｂ）に示した工程と同様の製造工程により、上記銅張積
層板の所要の箇所に、コア基板１０及び金属層７０，７１を厚さ方向に貫通する貫通孔７
０Ｘを形成し、その貫通孔７０Ｘを充填する導電層１１Ａを形成する。
【０１３８】
　次に、先の図１０（ｃ）、（ｄ）に示した工程と同様の製造工程により、金属層７０，
７１を所定形状にパターニングする。すなわち、図１７（ｂ）に示すように、コア基板１
０の上面１０Ａ上に金属板２０及び配線パターン２３を形成するとともに、コア基板１０
の下面１０Ｂ上に金属板２５及び配線パターン２４を形成する。これにより、金属板２０
と配線パターン２３とが互いに電気的に分離され、金属板２５と配線パターン２４とが互
いに電気的に分離される。このとき、導電層２３Ａとその導電層２３Ａの側面に接続され
る導電層１１Ａとによって配線パターン２３が形成され、導電層２４Ａとその導電層２４
Ａの側面に接続される導電層１１Ａとによって配線パターン２４が形成される。また、導
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電層１１Ａのうち貫通孔１０Ｙ内に形成された導電層１１Ａが貫通電極１１となる。
【０１３９】
　続いて、コア基板１０の下面１０Ｂ上に、金属板２５の下面２５Ｂ及び側面２５Ｃと、
配線パターン２４の下面及び側面とを覆うように絶縁層４１を形成する。なお、絶縁層４
１は、例えばコア基板１０の下面１０Ｂ上に樹脂フィルムをラミネートした後に、樹脂フ
ィルムを押圧しながら１７０～１９０℃程度の温度で熱処理して硬化させることにより形
成することができる。
【０１４０】
　次いで、図１７（ｃ）に示す工程では、先の図４（ａ）～図４（ｃ）に示した工程と同
様の製造工程により、コア基板１０の所要の箇所（金属板２０の開口部２０Ｘと平面視で
重なる位置）に開口部１０Ｚを形成する。これにより、開口部２０Ｘ及び開口部１０Ｚか
ら金属板２５の上面２５Ａが露出される。
【０１４１】
　次に、図１７（ｄ）に示す工程では、半導体チップ３２の回路形成面３２Ａとは反対側
の面（ここでは、下面）が金属板２５の上面２５Ａと対向するように、つまりフェイスア
ップの状態で半導体チップ３２を上面２５Ａ上に接合部材３３により接合する。これによ
り、半導体チップ３２が、金属板２５と開口部１０Ｚ，２０Ｙとによって形成される収容
部に収容される形で金属板２５上に実装される。
【０１４２】
　続いて、図１８（ａ）に示す工程では、先の図４（ａ）～図４（ｃ）に示した工程と同
様の製造工程により、コア基板１０及び絶縁層４１の所要の箇所（金属板２５の開口部２
５Ｘと平面視で重なる位置）に開口部１０Ｘ，４１Ｘを形成する。すなわち、開口部１０
Ｘ，４１Ｘは、サンドブラスト法等のブラスト法により形成することができる。また、開
口部１０Ｘ，４１Ｘは、レーザ加工法、ルータ加工法やドライエッチング加工法によって
も形成することができる。本工程により、開口部１０Ｘ，２５Ｘ，４１Ｘが連通され、そ
れら開口部１０Ｘ，２５Ｘ，４１Ｘから金属板２０の下面２０Ｂが露出される。
【０１４３】
　次いで、半導体チップ３０の回路形成面３０Ｂとは反対側の面（ここでは、上面）が金
属板２０の下面２０Ｂと対向するように、つまりフェイスアップの状態で半導体チップ３
２を下面２０Ｂ上に接合部材３１により接合する。これにより、半導体チップ３０が、金
属板２０と開口部１０Ｘ，２５Ｘとによって形成される収容部に収容される形で金属板２
０上に実装される。
【０１４４】
　このように、本実施形態の製造方法では、内蔵される２つの半導体チップ３０，３２の
うち一方の半導体チップ３２が金属板２５に実装された後に、他方の半導体チップ３０が
金属板２０に実装される。
【０１４５】
　次に、図１８（ｂ）に示す工程では、先の図５（ａ）、（ｂ）に示した工程と同様の製
造工程により、開口部１０Ｚ，２０Ｙを充填するとともに、半導体チップ３２、金属板２
０及び配線パターン２３等を被覆する絶縁層２１を形成する。さらに、本工程では、開口
部１０Ｘ，２５Ｘ，４１Ｘを充填するとともに、半導体チップ３０及び絶縁層４１等を被
覆する絶縁層４２を形成する。これにより、絶縁層４１及び絶縁層４２によって構成され
る絶縁層４０が形成される。
【０１４６】
　続いて、図１８（ｃ）に示す工程では、先の図１１（ｃ）、（ｄ）に示した工程と同様
の製造工程により、絶縁層２１にビアホールＶＨ３，ＶＨ５を形成し、絶縁層４０にビア
ホールＶＨ１，ＶＨ４を形成するとともに、絶縁層２１上に配線層９１を積層し、絶縁層
４０上に第１配線層５１を積層する。
【０１４７】
　次に、図１８（ｄ）に示す工程では、先の図１２に示した工程と同様の製造工程により



(31) JP 6152254 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

、絶縁層４０の下面４０Ｂ上に、第１配線層５１（配線パターン５１Ｂ）の一部を露出さ
せる開口部６０Ｘを有するソルダレジスト層６０を積層する。また、絶縁層２１の上面２
１Ａ上に、配線層９１（配線パターン９１Ｂ）の一部を露出させる開口部９２Ｘを有する
ソルダレジスト層９２を積層する。次いで、外部接続用パッド５３Ｐ上に外部接続端子６
１を形成する。その後、図１８（ｄ）に示した構造体を個々の半導体パッケージ１Ｂに対
応する領域（図中の矢印参照）で切断することにより、図７に示した半導体パッケージ１
Ａを得ることができる。
【０１４８】
　以上説明した実施形態によれば、第１実施形態の（１）～（７）の効果に加えて以下の
効果を奏する。
　（８）ところで、従来の製造方法では、半導体チップを半導体パッケージの上下両面か
ら内蔵させることが困難であった。詳述すると、従来の製造方法では、支持基板上にフェ
イスアップの状態で半導体チップを搭載し、その半導体チップを封止する絶縁層を形成し
、その絶縁層上に配線構造を形成する。その後、支持基板を除去する。このため、製造過
程における半導体パッケージの片面側には支持基板が形成されているため、その片面側か
ら半導体チップを内蔵させることが困難であった。
【０１４９】
　これに対し、本実施形態の製造方法では、コア基板１０の上面１０Ａ及び下面１０Ｂに
それぞれ形成された金属層７０，７１をパターニングすることで金属板２０，２５を形成
し、コア基板１０の所要の箇所を除去することで開口部１０Ｘ，１０Ｚを形成するように
した。そして、それら開口部１０Ｘ，１０Ｚから露出される金属板２０，２５上に半導体
チップ３０，３２をそれぞれ搭載するようにした。このように、コア基板１０及びそのコ
ア基板１０に形成された金属層７０，７１に対して加工を施し、その加工によって形成さ
れた収容部（金属板２０と開口部１０Ｘとによって形成される収容部、金属板２５と開口
部１０Ｚとによって形成される収容部）に半導体チップ３０，３２を収容するようにした
。このような製造方法によれば、コア基板１０の上面１０Ａ及び下面１０Ｂの両面側から
半導体チップ３０，３２を内蔵（実装）させることができる。これにより、半導体パッケ
ージ１Ｂが適用される電子機器等の仕様に応じて、半導体チップ３０，３２の実装方向（
内蔵する方向）を自由に選択することができるため、設計自由度を向上させることができ
る。
【０１５０】
　また、本例のように、一方の半導体チップ３０の電極端子３０Ｐを下方に向けた状態で
半導体チップ３０を内蔵し、他方の半導体チップ３２の電極端子３２Ｐを上方に向けた状
態で半導体チップ３２を内蔵することができる。これにより、電極端子３０Ｐから外部接
続用パッド５３Ｐまでの距離を短くすることができる一方で、電極端子３２Ｐから接続パ
ッド９１Ｐまでの距離を短くすることができる。
【０１５１】
　（他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記各実施形態では、絶縁層２１とは反対側の最外層の層間絶縁層５２を、補強材入
りの絶縁層とした。また、その層間絶縁層５２の熱膨張係数を、その他の絶縁層２１，４
０の熱膨脹係数よりも半導体チップ３０の熱膨張係数に近くなるように設定した。これに
限らず、例えば図１９に示される半導体パッケージ１Ｃのように、絶縁層２１とは反対側
の最外層の層間絶縁層５２Ａを、補強材の入っていない絶縁層としてもよい。この場合の
層間絶縁層５２Ａの材料としては、絶縁層４０と同一の絶縁性樹脂を用いることができる
。具体的には、層間絶縁層５２Ａの材料としては、例えば熱硬化性を有するエポキシ系の
絶縁性樹脂を用いることができる。なお、上記絶縁性樹脂としては、熱硬化性を有する樹
脂に限定されず、感光性を有する絶縁性樹脂を用いることができる。
【０１５２】
　・上記第１及び第２実施形態の半導体パッケージ１，１Ａでは、１つの半導体チップ３
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０を内蔵するようにした。これに限らず、例えば図２０に示されるように、複数の半導体
チップ３０を内蔵する半導体パッケージ１Ｄに具体化するようにしてもよい。この場合に
、図２０の例のように１つの開口部１０Ｘ内に複数の半導体チップ３０を収容するように
してもよいし、複数の開口部１０Ｘの各々に１つの半導体チップ３０を収容するようにし
てもよい。なお、複数の半導体チップ３０を内蔵する場合であっても、配線構造５０の層
間絶縁層のうち絶縁層２１とは反対側の最外層の層間絶縁層５２は、補強材入りの絶縁層
であることが好ましい。
【０１５３】
　・上記第１実施形態では、配線構造５０を、第１配線層５１と層間絶縁層５２と第２配
線層５３とを有する構造としたが、配線構造５０における配線層及び層間絶縁層の層数は
特に限定されない。すなわち、配線構造５０を、３層以上の配線層と２層以上の層間絶縁
層とが交互に積層された構造としてもよい。さらに、この場合において、配線構造５０内
の層間絶縁層のうち少なくとも一つの層間絶縁層（例えば、最外層の層間絶縁層）を、補
強材入りの絶縁層としてもよい。例えば、図２１に示す半導体パッケージ１Ｅのように、
配線構造５０を、３層の配線層５１，５３，５４と２層の層間絶縁層５２Ａ，５２とが交
互に積層された構造としてもよい。この半導体パッケージ１Ｅでは、層間絶縁層５２Ａ，
５２のうち最下層の層間絶縁層５２を補強材入りの絶縁層とした。
【０１５４】
　・上記第２及び第３実施形態では、配線構造５０を第１配線層５１のみを有する構造と
し、配線構造９０を配線層９１のみを有する構造とした。これに限らず、第２及び第３実
施形態における配線構造５０，９０を、第１実施形態の配線構造５０や図２１に示した配
線構造５０のように、２層以上の配線層と１層以上の層間絶縁層とが交互に積層された構
造としてもよい。すなわち、配線構造５０，９０における配線層及び層間絶縁層の層数は
特に限定されない。さらに、この場合において、配線構造５０，９０内の層間絶縁層のう
ち少なくとも一つの層間絶縁層（例えば、最外層の層間絶縁層）を、補強材入りの層間絶
縁層としてもよい。例えば、図２２に示す半導体パッケージ１Ｆのように、配線構造５０
を、３層の配線層５１，５３，５４と２層の層間絶縁層５２Ａ，５２とが交互に積層され
た構造とし、配線構造９０を、３層の配線層９１，９４，９６と２層の層間絶縁層９３，
９５とが交互に積層された構造としてもよい。この半導体パッケージ１Ｆでは、配線構造
５０内の層間絶縁層５２Ａ，５２のうち最下層の層間絶縁層５２を補強材入りの絶縁層と
し、配線構造９０内の層間絶縁層９３，９５のうち最上層の層間絶縁層９５を補強材入り
の絶縁層とした。なお、配線構造９０内の配線層９１，９４，９６のうち最上層（最外層
）の配線層９６は、他の半導体パッケージ３と電気的に接続される接続パッド９１Ｐを有
している。
【０１５５】
　・上記各実施形態では、半導体チップ３０，３２を内蔵した半導体パッケージ１，１Ａ
，１Ｂに具体化した。これに限らず、例えば半導体チップ３０，３２の代わりに、チップ
抵抗やチップコンデンサ等の電子部品を内蔵した半導体パッケージに具体化してもよい。
【０１５６】
　・上記各実施形態におけるコア基板１０の開口部１０Ｘ，１０Ｚを断面視略矩形状に形
成するようにした。これに限らず、例えば開口部１０Ｘ，１０Ｚを断面視略台形状に形成
するようにしてもよいし、開口部１０Ｘ，１０Ｚを断面視略鼓形状に形成するようにして
もよい。
【０１５７】
　・上記第２及び第３実施形態におけるコア基板１０の貫通孔１０Ｙを断面視略鼓形状に
形成するようにした。これに限らず、例えば貫通孔１０Ｙを断面視略矩形状（ストレート
形状）に形成するようにしてもよいし、貫通孔１０Ｙを断面視略台形状に形成するように
してもよい。
【０１５８】
　・上記第２及び第３実施形態では、貫通孔１０Ｙを充填するように貫通電極１１を形成
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するようにした。これに限らず、例えば貫通電極１１をコンフォーマルビアとして形成し
てもよい。すなわち、貫通電極１１は、貫通孔１０Ｙの内壁面を被覆し、コア基板１０の
上面１０Ａ及び下面１０Ｂに形成された配線パターン２３，２４を電気的に接続する貫通
電極であれば、その形状は特に限定されない。
【０１５９】
　・上記第２及び第３実施形態において、配線構造９０（配線層９１）とソルダレジスト
層９２を省略してもよい。この場合には、例えば絶縁層２１の所要箇所に、該絶縁層２１
を貫通して配線パターン２３の上面の一部を接続パッドとして露出させるための開口部を
形成するようにしてもよい。
【０１６０】
　・上記各実施形態では、多数個取りの製造方法に具体化したが、単数個取り（一個取り
）の製造方法に具体化してもよい。
　・上記各実施形態における半導体パッケージ１，１Ａ，１Ｂの層の数や配線の取り回し
などは様々に変形・変更することが可能である。
【０１６１】
　・上記第２実施形態における半導体パッケージ３の配線基板１００に実装される半導体
チップの数や、その半導体チップの実装の形態（例えばフリップチップ実装、ワイヤボン
ディングによる実装、又はこれらの組み合わせ）などは様々に変形・変更することが可能
である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１，１Ａ～１Ｆ　半導体パッケージ（第１半導体パッケージ）
　２　半導体装置
　３　半導体パッケージ（第２半導体パッケージ）
　１０　コア基板
　１０Ｘ　開口部（第２開口部）
　１０Ｙ　貫通孔
　１０Ｚ　開口部（第１開口部）
　２０　金属板（第１金属板）
　２３　配線パターン（第１配線パターン）
　２４　配線パターン（第２配線パターン）
　２５　金属板（第２金属板）
　２１　絶縁層（第１絶縁層）
　３０　半導体チップ（電子部品、第１電子部品）
　３２　半導体チップ（第２電子部品）
　４０　絶縁層（第２絶縁層）
　５０　配線構造（第１配線構造）
　５１，５３　配線層（第１配線層）
　５２，５２Ａ　層間絶縁層
　７０　金属層（第１金属層）
　７１　金属層（第２金属層）
　８３　支持体
　９０　配線構造（第２配線構造）
　９１　配線層（第２配線層）
　９１Ｐ　接続パッド（パッド）
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