
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体素子あるいは電子部品の実装面に格子状配列、スタッガー配列または最密充填配列
で配置されている接続端子と同一の平面配置に配列されたパッドと、該パッドに一端が接
続され、他端がパッド配置領域から外側に引き出された配線パターンとが形成された多層
回路基板であって

記半導体素子あるいは電子部品を搭載する搭載面のパッド配置領域の外周縁部にパッド
非配置部を周期的に設け、
前記配線パターンが、 パッド非配置部の縁に沿って
配置されたパッドから引き出されていることを特徴とする多層回路基板。
【請求項２】
パッド非配置部は、パッド配置領域の最外列の非配置パッド列を底部とする三角形状に設
けられていることを特徴とする請求項１記載の多層回路基板。
【請求項３】
パッド非配置部は、パッド配置領域の最外列に配置されるパッドで非配置となるパッドの
数をｂ、パッドの径寸法をｄ、配線パターンの幅をｗ、隣接するパッド及び配線パターン

隔をｓとし、
ｒ＝ｂ（ｄ＋ｓ） /（ｗ＋ｓ）
としたとき、パッド非配置部の内縁に沿ってｒ個のパッドが配置され、該パッドからそれ
ぞれ配線パターンが引き出されていることを特徴とする請求項 記載の多層回路
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基板。
【請求項４】
請求項１～ 項のいずれか１項に記載の多層回路基板に、半導体素子あるいは電子部品の
接続端子を、多層回路基板のパッドに電気的に接続して搭載して成ることを特徴とする半
導体装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は格子状配列等の所定の配列で接続端子が配置された半導体素子あるいは電子部品
を搭載する多層回路基板及びこの多層回路基板に半導体素子を搭載した半導体装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
図８はフリップチップ接続により半導体素子４を回路基板５に搭載した半導体装置の例を
示す。半導体素子４は電極端子形成面の周縁部に電極端子６が配置され、電極端子６は回
路基板５に設けた配線パターン７の一端で電気的に接続する。図９は回路基板５に設けた
配線パターン７とパッド８の平面配置を示す。パッド８は電極端子６と同一の平面配置に
形成され、パッド８に接続する配線パターン７のうち最外周のパッド８に接続するものは
そのまま外側に引き出され、内側のパッド８に接続するものは隣接するパッド８の間を通
って外側に引き出されている。
【０００３】
図１０は電極端子形成面に多数列に電極端子が配置されている場合で、複数の配線層を積
層した例である。電極端子６が多数列に配置されている場合には配線パターン７を引き出
す際に配線パターン７が相互に干渉するから１層ですべての配線パターン７を引き出すこ
とができない。図示した例は、引き出し用の配線パターン７を形成した回路基板５ａ、５
ｂ、５ｃ、５ｄを積層してすべての電極端子６と外部接続端子９とを電気的に接続したも
のである。７ａが内層の配線パターン、７ｂが層間で電気的に接続するためのビアである
。
【０００４】
半導体素子４の電極端子形成面での電極端子６の配列方法としては格子状配列、スタッガ
ー配列等がある。半導体素子を搭載する回路基板では、半導体素子４の電極端子形成面に
おける電極端子６の配列に一致させてパッド８を配置するが、通常は、パッド８から配線
パターン７を引き出すことを考慮してパッド８の配置間隔を設定している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
最近は半導体素子の高機能化にともない、半導体素子の入出力数がますます増大している
。このため、きわめて高密度にパッド８を配置する必要が生じてきた。図１１は、回路基
板に形成するパッドの配置例を示す。図１１（ａ）はパッド８を格子状配列とした例、（
ｂ）はスタッガー配列とした例である。図でｓは隣接するパッド８の間隔を示す。従来の
回路基板ではパッド８から配線パターンを引き出すため間隔ｓは配線パターンを少なくと
も１本通すことができる程度に設定されている。しかしながら、半導体素子の入出力数の
増大に対応するため、より多くのパッド８を配置することを優先する場合には、間隔ｓを
できるだけ小さくすることが好ましい。ただし、パッド８の配置間隔を狭くするとしても
、パッド８を形成する製造工程上あるいは製造公差として可能な最小間隔があるから、実
際には製造上で可能な最小間隔ｓとしてパッド８を形成することになる。
【０００６】
このようにパッド８の配置間隔を製造工程上で可能な最小間隔とした場合は、隣接するパ
ッド８の間に配線パターンを通すことはできなくなる。この場合、従来の配線パターンの
引き出し方法によれば、パッドが配置されている領域の外周列のパッドから１列ずつ配線
パターンを引き出すことになる。しかしながら、パッド配置領域の外周列から１列ずつ配
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線パターンを引き出す方法は、すべてのパッドから配線パターンを引き出すのに要する配
線層の層数がパッドの配置列数に等しくなるということであり、配線層数をできるだけ少
なくするという点から見ると効率的とはいえない。
【０００７】
多層回路基板の製造工程においては、配線層を多層に形成することは製品の歩留まり、信
頼性、製造コストの点で問題である。配線層を多層に形成する方法としては、ビルドアッ
プ法等があるが、多層になればなるほど技術的な困難さが増大するからである。各配線層
を形成する場合でも高密度配線が必要である上に、層間の電気的接続の信頼性の問題が加
わり、さらにすべての配線層で不良がないことが要求されるからである。
【０００８】
本発明はこれらの問題点を解消すべくなされたものであり、その目的とするところは、電
極端子形成面に格子状配列あるいはスタッガー配列等で電極端子を形成した半導体素子あ
るいは格子状配列あるいはスタッガー配列等で接続端子を配列した電子部品を搭載する多
層回路基板について、電極端子を適当に配列することによって回路基板の積層数を減らす
ことができ、これによって多層回路基板の製造を容易にし、信頼性の高い製品として提供
可能とすること、また、これら多層回路基板を使用した半導体装置を提供するにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明は次の構成を備える。
すなわち、半導体素子あるいは電子部品の実装面に格子状配列、スタッガー配列または最
密充填配列で配置されている接続端子と同一の平面配置に配列されたパッドと、該パッド
に一端が接続され、他端がパッド配置領域から外側に引き出された配線パターンとが形成
された多層回路基板であって 記半導体素子あるいは電子部品を搭載する搭載面のパッ
ド配置領域の外周縁部にパッド非配置部を周期的に設け、前記配線パターンが、

パッド非配置部の縁に沿って配置されたパッドから引き出さ
れていることを特徴とする。
また、

ことを特徴とする。
また、パッド非配置部は、パッド配置領域の最外列に配置されるパッドで非配置となるパ
ッドの数をｂ、パッドの径寸法をｄ、配線パターンの幅をｗ、隣接するパッド及び配線パ
ターン 隔をｓとし、ｒ＝ｂ（ｄ＋ｓ） /（ｗ＋ｓ）としたとき、パッド非配置部の内
縁に沿ってｒ個のパッドが配置され、該パッドからそれぞれ配線パターンが引き出されて
いることを特徴とする。
また、半導体装置として、前記多層回路基板に、半導体素子あるいは電子部品の接続端子
を、多層回路基板のパッドに電気的に接続して搭載して成ることを特徴とする。
【００１０】
【発明の概要】
本発明に係る多層回路基板は、回路基板に形成するパッドをできるだけ高密度配置とする
ために製造工程上許される最小の間隔にパッドを配置している。この配置の場合には、パ
ッド間には１本も配線パターンを通すことができないから、本発明ではパッド配置領域の
外周縁部に周期的配置でにパッド非配置部を形成し、パッドからの配線パターンの引き出
しを可能にしている。
【００１１】
図１は、本発明に係る多層回路基板でのパッド８の配置と配線パターン７の配置について
の考え方を示す説明図である。本願発明では、パッド配置領域の外周縁にパッド非配置部
を形成しているが、このパッド非配置部はその非配置部の縁部に沿って配置されたすべて
のパッド８から配線パターン７を引き出し可能とするためのものである。このように、パ
ッド非配置部の内縁に沿って配置されたすべてのパッド８から配線パターン７を引き出す
ことができるようにするには、配線パターン７の線幅及び配線パターン７の配置間隔等に
よる一定の条件が必要である。
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【００１２】
図１でパッド配置領域のうち、最外列に配置されるパッドで非配置（空位）となっている
パッド１０の数をｂ、パッドの径寸法をｄ、配線幅をｗ、パッドの間隔及び配線パターン
の間隔をｓとすると、パッドを非配置としたｂ個の非配置部分（三角形の底辺部分）から
引き出すことができる配線数ｒは次式によって与えられる。
ｒ＝ｂ（ｄ＋ｓ）／（ｗ＋ｓ）
この式は、配線パターンの線幅と線間隔を考慮して得られる。なお、パッド間及び配線パ
ターン間の間隔ｓは、製造工程上で可能な最小間隔であり、これ以上接近させてパッド及
び配線パターンを形成できない間隔である。
【００１３】
上記の条件は、ｂ個配置されているパッド非配置部から引き出すことができる配線パター
ンの本数がｒ本であるということであり、このことは、パッド非配置部を設定する場合に
は、パッド非配置部に面して引き出し可能にｒ個のパッドが配置されるようにすればよい
ことを意味している。
もちろん、パッドの非配置部の個数ｂよりもｒの本数の方が大きい場合でなければパッド
の非配置部を形成する意味がない。
そして、このような条件でパッド非配置部を配置すればパッド間隔を最小間隔に設定した
場合で、きわめて効率的な配線パターンの引き出しが可能になる。図示例はパッド非配置
部が三角形状の空白部に形成したものであるが、パッド非配置部の形状は三角形状に限る
ものではなく、種々の形状が選択できる。また、電極端子の配列も格子状配列、スタッガ
ー配列、最密充填配列等の種々の配列の場合に適用することができる。
【００１４】
また、本発明に係る多層回路基板は半導体素子を搭載する場合に限らず、種々の電子部品
を搭載する場合も同様に適用することができる。すなわち、表面実装型の半導体装置等に
おいても格子状配列あるいはスタッガー配列で多数個の接続端子を配列した製品がある。
本発明に係る多層回路基板はこのような電子部品を搭載する場合にも同様に適用すること
ができる。なお、本明細書では半導体素子の電極端子と電子部品の接続端子をともに含む
意味で接続端子という場合がある。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態につき、添付図面に基づいて詳細に説明する。
図２は本発明に係る多層回路基板でのパッド８の配置例を示す。本実施形態の多層回路基
板はパッド８を最密充填配列とした場合で、パッド８の配置領域のうち、外周縁側のパッ
ド配置部分についてはパッド８を配置しないパッド非配置部（パッドの空位部分）を周期
的に配置したことを特徴とする。図２のＡ部分がパッドの非配置部である。
【００１６】
この周期的に配置されるパッド非配置部は、パッド８の配置領域での最外周列の非配置パ
ッド列を底部とする三角形状の空きスペースが形成されるようにする。すなわち、本実施
形態の多層回路基板は、多層回路基板の表面のパッド配置を周期的に三角形状のパッドの
非配置部を形成する配置とすることを特徴とする。なお、このようにパッド８の配置領域
に周期的にパッドの非配置部を形成するということは、多層回路基板に搭載する半導体素
子の電極端子形成面における電極端子の配列を、これらのパッドの配置と同様に周期的に
電極端子を配置しない電極端子の非配置部を形成するということである。
【００１７】
図２に示す実施形態では、三角形状に形成したパッド非配置部の底部での空位の数は４個
である。このパッド非配置部での空位の数はパッドの列数に応じて適宜選択可能である。
図３に示す例は、パッド８の他の配置例を示すもので、パッド非配置部の底部の空位の数
を２個とした例である。
【００１８】
上述したように、多層回路基板におけるパッド配置としてパッド配置領域の外周縁に周期
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的にパッド非配置部を設けたパッド配置は、パッド８から配線パターン７を効率的に引き
出す方法として有効である。
図４～５は多層回路基板の各層でのパッド８の配列と、パッド８から配線パターン７を引
き出した状態を示す。
図４は多層回路基板での第１層目、すなわち半導体素子を搭載した層でのパッド８の配置
と配線パターン７の配置を示す。パッド配置領域の外周側に三角形状のパッド非配置部を
設けたことによって、パッド非配置部の外縁に沿って配置されたすべてのパッド８ａから
配線パターン７を引き出すことができる。これは、パッド非配置部の外縁に沿って配置さ
れているパッド８ａの外側が空きスペースとなっていて配線パターン７の引き出しスペー
スとしてすべて利用できるからである。
【００１９】
図５は第２層目のパッド８の配置と配線パターン７の配置を示す。第１層目で最外周のパ
ッド８ａから配線パターン７を引き出しているから、第２層目ではその次の列のパッド８
ｂから配線パターン７を引き出す。パッド非配置部を三角形状としたことにより、第２層
目でもパッド配置領域の外周側に三角形状のパッド非配置部が形成され最外周列のすべて
のパッド８ｂから配線パターン７を引き出すことができる。
【００２０】
図６は第３層目のパッド８の配置と配線パターン７の配置を示す。この第３層目でも第１
層目でパッド非配置部を三角形状としたことによる形態が残留し、引き出し可能なパッド
８ｃが屈曲する配置となる。そして、これらのすべてのパッド８ｃから配線パターン７が
引き出される。
図６で８ｄはパッド８ｃから配線パターン７を引き出した後に残るパッドである。このパ
ッド８ｄは次層で配線パターン７を引き出すことになる。図示例ではパッド８ｄのさらに
内側に配置するパッドについては表示していないが、内側に配置するパッドの列数がそれ
ほど多くなければ、内側のパッドは通常の最密充填配列とし、外側の１列ずつ配線パター
ン７を引き出すようにすればよい。
【００２１】
図７は内側のパッド８についても外周側での配線パターン７の引き出し方法と同様に三角
形状のパッド非配置部を設けて引き出すようにした例である。この場合は、４層目のパッ
ド８ｄについても三角形状のパッド非配置部の縁に沿って配置されたパッド８ｄから配線
パターン７を引き出すようにする。５層目以降についての配線パターン７の引き出し方法
は上述した方法と同様である。
【００２２】
本実施形態の多層回路基板はパッド配置領域の外周縁部に周期的にパッドを配置しない三
角形状のパッド非配置部を設けたことにより、単に最密充填配列でパッド８を配置し、各
配線層では外周列から１列ずつ配線を引き出していく方法にくらべて効率的な配線パター
ンの引き出しが可能になる。
なお、本実施形態ではパッド配置が最密充填配列の場合であるが、パッド配列が格子状配
列、スタッガー配列の場合も同様に適用することができる。
【００２３】
上記多層回路基板を用いた形成する半導体装置は、多層回路基板の表面に形成したパッド
８と電極端子６あるいは接続端子を位置合わせして半導体素子４あるいは電子部品を接合
し、パッド８と内装の配線パターン７ａとをビア７ｂにより電気的に接続し、配線パター
ン７、７ａと実装基板への実装面側に形成したランドとビア７ｂにより電気的に接続して
形成する。多層回路基板はビルドアップ法等により所定の配線パターン７、パッド８、ビ
ア７ｂを形成しながら層間で電気的に接続して多層に形成することができる。
【００２４】
【発明の効果】
本発明に係る多層回路基板は、上述したように、回路基板に形成するパッドの配置間隔を
製造上可能な最小間隔とした場合でも、効率的に配線パターンを引き出すことが可能とな
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り、これによって回路基板の層数を減らすことができて多層回路基板を容易に製造するこ
とができ、信頼性の高い多層回路基板として提供することが可能となる。また、本発明に
係る多層回路基板に半導体素子あるいは電子部品を搭載した半導体装置はコンパクトで信
頼性の高い製品として提供される等の著効を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る多層回路基板での配線パターンの引き出し方法の説明図である。
【図２】本発明に係る多層回路基板でのパッドの配置例を示す説明図である。
【図３】本発明に係る多層回路基板でのパッドの配置例を示す説明図である。
【図４】多層回路基板での１層目における配線パターンの引き出し例を示す説明図である
。
【図５】多層回路基板での２層目における配線パターンの引き出し例を示す説明図である
。
【図６】多層回路基板での３層目における配線パターンの引き出し例を示す説明図である
。
【図７】多層回路基板でのパッドの配置例を示す説明図である。
【図８】フリップチップ接続による半導体装置の構成を示す説明図である。
【図９】パッドからの配線の引き出し方法の従来例を示す説明図である。
【図１０】多層回路基板に半導体素子を搭載した半導体装置の従来の構成を示す断面図で
ある。
【図１１】パッドの配置形式を示す説明図である。
【符号の説明】
４　半導体素子
５　ａ回路基板
５　回路基板
６　電極端子
７、７ａ　配線パターン
７ｂ　ビア
８、８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ　パッド
９　外部接続端子
１０　パッド
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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