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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数の外部接続用電極を有する半導体構
成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられた絶縁層と、前記半導体構成体下および前記
絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備え
た半導体装置において、
　前記下層配線の接続パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の前
記接続パッド部の開口部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前
記下層配線の前記接続パッド部の下、前記接続パッド部の前記開口部内、及び前記下層絶
縁膜の前記開口部内に設けられた接続部材が、前記下層配線の前記接続パッド部の開口部
および前記下層絶縁膜の開口部を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続される
と共に、前記下層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記外部接続用電極に接続
されており、
　前記下層配線は前記下層絶縁膜の下面側に埋め込まれており、
　前記下層配線の前記接続パッド部は上部金属層の一部と前記上部金属層下に設けられた
下地金属層の２層構造であり、前記下層配線の前記接続パッド部以外は前記上部金属層の
他部のみの１層構造であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、前記下層配線の前記接続パッド部において、前記上部
金属層の平面サイズは前記下地金属層の平面サイズと同じであることを特徴とする半導体
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装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の発明において、前記半導体構成体の前記外部接続用電極は配
線の円形の接続パッド部または柱状電極であり、前記配線の前記接続パッド部または前記
柱状電極の直径は、前記下層配線のリング状の前記接続パッド部の外径よりも小さく、前
記下層配線のリング状の前記接続パッド部の内径よりも大きくなっていることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか一項に記載の発明において、前記下層配線の前記接続パッド部
において、前記上部金属層の平面サイズは、前記下層配線の前記接続パッド部下に設けら
れた接続部材の平面サイズよりも小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の発明において、前記半導体構成体の前記外部接続用電極は配
線の円形の接続パッド部であり、前記配線の前記接続パッド部の直径は、前記下層配線の
リング状の接続パッド部の外径よりも小さく、前記下層配線のリング状の前記接続パッド
部の内径よりも大きくなっており、前記配線の前記接続パッド部下面に保護金属層が設け
られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数の外部接続用電極を有する半導体構
成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられた絶縁層と、前記半導体構成体下および前記
絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備え
た半導体装置において、
　前記下層配線の接続パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の接
続パッド部の開口部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、
　前記下層配線の接続パッド部に設けられた接続部材が、前記下層配線の接続パッド部の
下、前記下層配線の接続パッド部の開口部内および前記下層絶縁膜の開口部内に形成され
、前記下層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記半導体構成体の外部接続用電
極に接続されており、
　前記半導体構成体の外部接続用電極は配線の円形の接続パッド部または柱状電極であり
、前記配線の前記接続パッド部または前記柱状電極の平面サイズは、前記下層配線のリン
グ状の接続パッド部下に設けられた接続部材の平面サイズよりも小さく、前記下層配線の
リング状の接続パッド部の外径よりも小さく、前記下層配線のリング状の接続パッド部の
内径よりも大きくなっていることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数の外部接続用電極を有する半導体構
成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられた絶縁層と、前記半導体構成体下および前記
絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備え
た半導体装置において、
　前記下層配線の接続パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の前
記接続パッド部の開口部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、
　前記下層配線の接続パッド部に設けられた接続部材が、前記下層配線の前記接続パッド
部の開口部内および前記下層絶縁膜の開口部内、前記半導体構成体下に設けられた接着層
の開口部内に形成され、
　前記下層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記半導体構成体の前記外部接続
用電極に接続されており、前記半導体構成体は前記下層絶縁膜上に前記接着層を介して接
着されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の発明において、前記接着層に前記下層絶縁膜の開口部に連通する開口
部が形成され、前記下層配線の接続パッド部下に設けられた接続部材が前記下層配線の接
続パッド部の開口部、前記下層絶縁膜の開口部および前記接着層の開口部を介して前記半
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導体構成体の前記外部接続用電極に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の発明において、前記半導体構成体の前記外部接続用電極と前
記接着層との間に静電気防止用保護膜が形成されており、前記下層配線の接続パッド部に
設けられた接続部材が、更に前記静電気防止用保護膜の開口部内に形成されていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の発明において、前記静電気防止用保護膜に前記接着層の開口部に連通
する開口部が形成され、前記下層配線の接続パッド部下に設けられた接続部材が前記下層
配線の接続パッド部の開口部、前記下層絶縁膜の開口部、前記接着層の開口部および前記
静電気防止用保護膜の開口部を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続されてい
ることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数の外部接続用電極を有する半導体構
成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられた絶縁層と、前記半導体構成体下および前記
絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備え
た半導体装置において、
　前記下層配線の接続パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の接
続パッド部の開口部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前記下
層配線の接続パッド部に設けられた接続部材が、前記下層配線の接続パッド部の下、前記
下層配線の接続パッド部の開口部内および前記下層絶縁膜の開口部内に形成され、前記下
層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続
されており、
　前記半導体構成体および前記絶縁層上に上層絶縁膜が設けられ、前記上層絶縁膜上に上
層配線が設けられており、
　前記絶縁層中に前記下層配線に接続された配線を有する回路基板が埋め込まれているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　ベース板上に、開口部を有するリング状の接続パッド部を含む下層配線を形成する工程
と、
　下層配線上に、下層絶縁膜を形成する工程と、
　下層絶縁膜上に、半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数の外部接続用電極
を有する半導体構成体を固着し、
　少なくとも前記半導体構成体の周囲における前記下層絶縁膜上に絶縁層を形成する工程
と、
　ベース板を除去し、前記下層配線をマスクとしてレーザビームを照射することにより、
前記半導体構成体の前記外部接続用電極に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部
を形成する工程と、
　前記下層配線の前記接続パッド部の下、前記接続パッド部の前記開口部内、及び前記下
層絶縁膜の前記開口部内に、接続部材を前記下層絶縁膜の前記開口部を介して前記半導体
構成体の前記外部接続用電極に接続させると共に、前記下層配線の接続パッド部が前記接
続部材を介して前記外部接続用電極に接続するようにて形成する工程と、
　を有し、
　前記半導体構成体の前記外部接続用電極の直径は、前記下層配線のリング状の接続パッ
ド部の外径よりも小さく、前記下層配線のリング状の前記接続パッド部の内径よりも大き
くなっていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の発明において、前記下層配線を形成する工程は、接続パッド部中央
部に開口部を有する下層配線用上部金属層形成用層および前記下層配線用上部金属層形成
用層下の下層配線用下地金属層形成用層を前記下層絶縁膜下にべた状に形成する工程を含
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むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の発明において、前記下層配線を形成する工程は、前記下層配線用上
部金属層形成用層および下層配線用下地金属層形成用層をパターニングして下層配線を形
成する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の発明において、前記下層配線を形成する工程は、前記下層配線用下
地金属層形成用層をべた状のままとし、前記下層配線用上部金属層形成用層パターニング
して下層配線を形成する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の発明において、前記下層配線を形成する工程は、ベース
板を準備する工程と、前記ベース板上に、前記下層配線用上部金属層形成用層および下層
配線用下地金属層形成用層を形成する工程と、前記下層配線上に前記下層絶縁膜を形成す
る工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の発明において、前記下層配線をマスクとしてレーザビームを照射す
ることにより前記下層絶縁膜に開口部を形成する工程は、レーザビームを照射する前工程
として、前記下層絶縁膜上に前記半導体構成体を固着する工程と、前記ベース板を除去す
る工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１２から１７の何れか一項に記載の発明において、前記接続部材を形成する工程
は、前記下層配線のリング状の接続パッド部下に前記接続部材を前記下層配線の接続パッ
ド部の開口部および前記下層絶縁膜の開口部を介して前記半導体構成体の外部接続用電極
に接続させて形成する工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の発明において、前記接続部材は下地金属層と該下地金属層下に形成
された上部金属層との２層構造であり、前記接続部材を形成する工程は、前記接続部材以
外の領域における前記下層配線の上部金属層を除去する工程を含むことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項２０】
　請求項１２から１９の何れか一項に記載の発明において、前記半導体構成体の外部接続
用電極は配線の円形の接続パッド部または柱状電極であり、前記配線の円形の接続パッド
部または前記柱状電極の平面サイズは、前記下層配線の接続パッド部の平面サイズよりも
小さいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置には、ＣＳＰ(chip size package)と呼ばれる半導体構成体を該半導
体構成体よりも平面サイズの大きいベース板上に設けたものがある（例えば、特許文献１
参照）。この場合、半導体構成体の周囲におけるベース板上には絶縁層が設けられている
。半導体構成体および絶縁層上には上層絶縁膜が設けられている。上層絶縁膜上には上層
配線が半導体構成体の柱状電極に接続されて設けられている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－７１９９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、上記従来の半導体装置の製造方法では、上層絶縁膜上に形成される上層配線
を半導体構成体の柱状電極に接続するために、半導体構成体の柱状電極の上面中央部に対
応する部分における上層絶縁膜に開口部を形成する必要がある。この場合、上層絶縁膜に
開口部をレーザビームの照射によるレーザ加工により形成することが知られている。
【０００５】
　一方、レーザビームのビーム径が現状で最小の５０μｍ程度であると、上層絶縁膜に形
成される開口部の直径は７０μｍ程度となる。この場合、レーザ加工精度を考慮すると、
半導体構成体の柱状電極の直径は１００～１２０μｍとする必要がある。したがって、半
導体構成体の微細化に限界があり、柱状電極の本数の増加に対応できないという問題があ
った。
【０００６】
　そこで、この発明は、より一層微細化することができる半導体装置およびその製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明に係る半導体装置は、半導体基板および該半導体基板下に設けら
れた複数の外部接続用電極を有する半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられ
た絶縁層と、前記半導体構成体下および前記絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下
層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備えた半導体装置において、前記下層配線の接続
パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の前記接続パッド部の開口
部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前記下層配線の前記接続
パッド部の下、前記接続パッド部の前記開口部内、及び前記下層絶縁膜の前記開口部内に
設けられた接続部材が、前記下層配線の前記接続パッド部の開口部および前記下層絶縁膜
の開口部を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続されると共に、前記下層配線
の接続パッド部が前記接続部材を介して前記外部接続用電極に接続されており、前記下層
配線は前記下層絶縁膜の下面側に埋め込まれており、前記下層配線の前記接続パッド部は
上部金属層の一部と前記上部金属層下に設けられた下地金属層の２層構造であり、前記下
層配線の前記接続パッド部以外は前記上部金属層の他部のみの１層構造であることを特徴
とするものである。
　請求項２に記載の発明に係る半導体装置は、請求項１に記載の発明において、前記下層
配線の前記接続パッド部において、前記上部金属層の平面サイズは前記下地金属層の平面
サイズと同じであることを特徴とするものである。
　請求項３に記載の発明に係る半導体装置は、請求項１または２に記載の発明において、
前記半導体構成体の前記外部接続用電極は配線の円形の接続パッド部または柱状電極であ
り、前記配線の前記接続パッド部または前記柱状電極の直径は、前記下層配線のリング状
の前記接続パッド部の外径よりも小さく、前記下層配線のリング状の前記接続パッド部の
内径よりも大きくなっていることを特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明に係る半導体装置は、請求項１から３の何れか一項に記載の発明
において、前記下層配線の前記接続パッド部において、前記上部金属層の平面サイズは、
前記下層配線の前記接続パッド部下に設けられた接続部材の平面サイズよりも小さいこと
を特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明に係る半導体装置は、請求項１または２に記載の発明において、
前記半導体構成体の前記外部接続用電極は配線の円形の接続パッド部であり、前記配線の
前記接続パッド部の直径は、前記下層配線のリング状の接続パッド部の外径よりも小さく
、前記下層配線のリング状の前記接続パッド部の内径よりも大きくなっており、前記配線
の前記接続パッド部下面に保護金属層が設けられていることを特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明に係る半導体装置は、半導体基板および該半導体基板下に設けら
れた複数の外部接続用電極を有する半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられ
た絶縁層と、前記半導体構成体下および前記絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下
層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備えた半導体装置において、前記下層配線の接続



(6) JP 4840373 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の接続パッド部の開口部に
対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前記下層配線の接続パッド部
に設けられた接続部材が、前記下層配線の接続パッド部の下、前記下層配線の接続パッド
部の開口部内および前記下層絶縁膜の開口部内に形成され、前記下層配線の接続パッド部
が前記接続部材を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続されており、前記半導
体構成体の外部接続用電極は配線の円形の接続パッド部または柱状電極であり、前記配線
の前記接続パッド部または前記柱状電極の平面サイズは、前記下層配線のリング状の接続
パッド部下に設けられた接続部材の平面サイズよりも小さく、前記下層配線のリング状の
接続パッド部の外径よりも小さく、前記下層配線のリング状の接続パッド部の内径よりも
大きくなっていることを特徴とするものである。
　請求項７に記載の発明に係る半導体装置は、半導体基板および該半導体基板下に設けら
れた複数の外部接続用電極を有する半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲に設けられ
た絶縁層と、前記半導体構成体下および前記絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記下
層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備えた半導体装置において、前記下層配線の接続
パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の前記接続パッド部の開口
部に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前記下層配線の接続パッ
ド部に設けられた接続部材が、前記下層配線の前記接続パッド部の開口部内および前記下
層絶縁膜の開口部内、前記半導体構成体下に設けられた接着層の開口部内に形成され、前
記下層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記半導体構成体の前記外部接続用電
極に接続されており、前記半導体構成体は前記下層絶縁膜上に前記接着層を介して接着さ
れていることを特徴とするものである。
　請求項８に記載の発明に係る半導体装置は、請求項７に記載の発明において、前記接着
層に前記下層絶縁膜の開口部に連通する開口部が形成され、前記下層配線の接続パッド部
下に設けられた接続部材が前記下層配線の接続パッド部の開口部、前記下層絶縁膜の開口
部および前記接着層の開口部を介して前記半導体構成体の前記外部接続用電極に接続され
ていることを特徴とするものである。
　請求項９に記載の発明に係る半導体装置は、請求項７または８に記載の発明において、
前記半導体構成体の前記外部接続用電極と前記接着層との間に静電気防止用保護膜が形成
されており、前記下層配線の接続パッド部に設けられた接続部材が、更に前記静電気防止
用保護膜の開口部内に形成されていることを特徴とするものである。
　請求項１０に記載の発明に係る半導体装置は、請求項９に記載の発明において、前記静
電気防止用保護膜に前記接着層の開口部に連通する開口部が形成され、前記下層配線の接
続パッド部下に設けられた接続部材が前記下層配線の接続パッド部の開口部、前記下層絶
縁膜の開口部、前記接着層の開口部および前記静電気防止用保護膜の開口部を介して前記
半導体構成体の外部接続用電極に接続されていることを特徴とするものである。
　請求項１１に記載の発明に係る半導体装置は、半導体基板および該半導体基板下に設け
られた複数の外部接続用電極を有する半導体構成体と、前記半導体構成体の周囲に設けら
れた絶縁層と、前記半導体構成体下および前記絶縁層下に設けられた下層絶縁膜と、前記
下層絶縁膜下に設けられた下層配線と、を備えた半導体装置において、前記下層配線の接
続パッド部に開口部が形成されてリング状となり、前記下層配線の接続パッド部の開口部
に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部が形成され、前記下層配線の接続パッド
部に設けられた接続部材が、前記下層配線の接続パッド部の下、前記下層配線の接続パッ
ド部の開口部内および前記下層絶縁膜の開口部内に形成され、前記下層配線の接続パッド
部が前記接続部材を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続されており、前記半
導体構成体および前記絶縁層上に上層絶縁膜が設けられ、前記上層絶縁膜上に上層配線が
設けられており、前記絶縁層中に前記下層配線に接続された配線を有する回路基板が埋め
込まれていることを特徴とするものである。
　請求項１２に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、ベース板上に、開口部を有す
るリング状の接続パッド部を含む下層配線を形成する工程と、下層配線上に、下層絶縁膜
を形成する工程と、下層絶縁膜上に、半導体基板および該半導体基板下に設けられた複数
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の外部接続用電極を有する半導体構成体を固着し、少なくとも前記半導体構成体の周囲に
おける前記下層絶縁膜上に絶縁層を形成する工程と、ベース板を除去し、前記下層配線を
マスクとしてレーザビームを照射することにより、前記半導体構成体の前記外部接続用電
極に対応する部分における前記下層絶縁膜に開口部を形成する工程と、前記下層配線の前
記接続パッド部の下、前記接続パッド部の前記開口部内、及び前記下層絶縁膜の前記開口
部内に、接続部材を前記下層絶縁膜の前記開口部を介して前記半導体構成体の前記外部接
続用電極に接続させると共に、前記下層配線の接続パッド部が前記接続部材を介して前記
外部接続用電極に接続するようにて形成する工程と、を有し、前記半導体構成体の前記外
部接続用電極の直径は、前記下層配線のリング状の接続パッド部の外径よりも小さく、前
記下層配線のリング状の前記接続パッド部の内径よりも大きくなっていることを特徴とす
るものである。
　請求項１３に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１２に記載の発明にお
いて、前記下層配線を形成する工程は、接続パッド部中央部に開口部を有する下層配線用
上部金属層形成用層および前記下層配線用上部金属層形成用層下の下層配線用下地金属層
形成用層を前記下層絶縁膜下にべた状に形成する工程を含むことを特徴とするものである
。
　請求項１４に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１３に記載の発明にお
いて、前記下層配線を形成する工程は、前記下層配線用上部金属層形成用層および下層配
線用下地金属層形成用層をパターニングして下層配線を形成する工程を含むことを特徴と
するものである。
　請求項１５に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１３に記載の発明にお
いて、前記下層配線を形成する工程は、前記下層配線用下地金属層形成用層をべた状のま
まとし、前記下層配線用上部金属層形成用層パターニングして下層配線を形成する工程を
含むことを特徴とするものである。
　請求項１６に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１４または１５に記載
の発明において、前記下層配線を形成する工程は、ベース板を準備する工程と、前記ベー
ス板上に、前記下層配線用上部金属層形成用層および下層配線用下地金属層形成用層を形
成する工程と、前記下層配線上に前記下層絶縁膜を形成する工程と、を含むことを特徴と
するものである。
　請求項１７に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１６に記載の発明にお
いて、前記下層配線をマスクとしてレーザビームを照射することにより前記下層絶縁膜に
開口部を形成する工程は、レーザビームを照射する前工程として、前記下層絶縁膜上に前
記半導体構成体を固着する工程と、前記ベース板を除去する工程と、を含むことを特徴と
するものである。
　請求項１８に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１２から１７の何れか
一項に記載の発明において、前記接続部材を形成する工程は、前記下層配線のリング状の
接続パッド部下に前記接続部材を前記下層配線の接続パッド部の開口部および前記下層絶
縁膜の開口部を介して前記半導体構成体の外部接続用電極に接続させて形成する工程を含
むことを特徴とするものである。
　請求項１９に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１８に記載の発明にお
いて、前記接続部材は下地金属層と該下地金属層下に形成された上部金属層との２層構造
であり、前記接続部材を形成する工程は、前記接続部材以外の領域における前記下層配線
の上部金属層を除去する工程を含むことを特徴とするものである。
　請求項２０に記載の発明に係る半導体装置の製造方法は、請求項１２から１９の何れか
一項に記載の発明において、前記半導体構成体の外部接続用電極は配線の円形の接続パッ
ド部または柱状電極であり、前記配線の円形の接続パッド部または前記柱状電極の平面サ
イズは前記下層配線の接続パッド部の平面サイズよりも小さいことを特徴とするものであ
る。
【発明の効果】
【０００８】
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　この発明によれば、下層配線の開口部を有する接続パッド部をマスクとしてレーザビー
ムを照射し、半導体構成体の外部接続用電極に対応する部分における下層絶縁膜に開口部
を形成することにより、半導体構成体の外部接続用電極をより一層微細化することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（第１実施形態）
　図１はこの発明の第１実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置は
エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ガラス布基材エポキシ樹脂等からなる平面方形状の
下層絶縁膜１を備えている。下層絶縁膜１の下面側には下層配線２が埋め込まれている。
下層配線２は、銅からなる上部金属層３の両端部下面にニッケルからなる下地金属層４が
設けられた構造となっている。下層配線２の２層構造の両端部は、下層絶縁膜１の下面中
央部に配置された接続パッド部２ａと、下層絶縁膜１の下面周辺部に配置された接続パッ
ド部２ｂとなっている。
【００１０】
　そして、下層配線２の接続パッド部２ａ、２ｂの下地金属層４の下面は下層絶縁膜１の
下面と面一となっている。したがって、下層配線２の接続パッド部２ａ、２ｂ以外の領域
における上部金属層３のみからなる部分の下面は下層絶縁膜１の下面よりも下地金属層４
の厚さの分だけ上方に位置している。下層配線２の接続パッド部２ａは、平面形状が円形
の開口部５を有するリング状となっている（図３（Ｂ）参照）。
【００１１】
　下層絶縁膜１の上面中央部には半導体構成体６がエポキシ系樹脂等からなる接着層７を
介して搭載されている。半導体構成体６は平面方形状のシリコン基板（半導体基板）８を
備えている。シリコン基板８の下面には所定の機能の集積回路（図示せず）が設けられ、
下面周辺部には集積回路に接続されたアルミニウム系金属等からなる複数の接続パッド９
が、各辺に沿って配列されて設けられている。接続パッド９の中央部を除くシリコン基板
８の下面には酸化シリコン等からなる絶縁膜１０が設けられ、接続パッド９の中央部は絶
縁膜１０に設けられた開口部１１を介して露出されている。
【００１２】
　絶縁膜１０の下面にはポリイミド系樹脂等からなる保護膜１２が設けられている。絶縁
膜１０の開口部１１に対応する部分における保護膜１２には開口部１３が設けられている
。保護膜１２の下面には配線１４が設けられている。配線１４は、保護膜１２の下面に設
けられたニッケルからなる下地金属層１５と、下地金属層１５の下面に設けられた銅から
なる上部金属層１６との２層構造となっている。配線１４の一端部は、絶縁膜１０および
保護膜１２の開口部１１、１３を介して接続パッド９に接続されている。配線１４は、図
面では２本のみが図示されているが、実際には、平面方形状のシリコン基板８の各辺に沿
って配列された接続パッド９に対応する本数を備え、この後説明する接続パッド部１４ａ
とされた各他端部は、保護膜１２下において、マトリクス状に配列されている。
【００１３】
　そして、半導体構成体６は、その配線１４を含む保護膜１２の下面がエポキシ系樹脂等
からなる接着層７を介して下層絶縁膜１の上面中央部に接着されていることにより、下層
絶縁膜１の上面中央部に搭載されている。半導体構成体６の配線１４の接続パッド部（外
部接続用電極）１４ａの下面中央部に対応する部分における下層絶縁膜１および接着層７
には平面形状が円形の開口部１７が設けられている。開口部１７は下層配線２の接続パッ
ド部２ａの開口部５に連通されている。
【００１４】
　下層配線２の接続パッド部２ａ、２ｂの下面には第１、第２の接続パッド部２２が設け
られている。第１、第２の接続パッド部２１、２２は、下層配線２の接続パッド部２ａ、
２ｂの下面に設けられたニッケルからなる下地金属層２３、２４と、下地金属層２３、２
４の下面に設けられた銅からなる上部金属層２５、２６との２層構造となっている。
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【００１５】
　第１の接続パッド部（接続部材）２１は、下層配線２の接続パッド部２ａの開口部５と
下層絶縁膜１および接着層７の開口部１７とを介して半導体構成体６の配線１４の接続パ
ッド部１４ａに接続されている。換言すれば、第１の接続パッド部２１は、下層配線２の
接続パッド部２ａと半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａとを接続するための
ものである。
【００１６】
　下層配線２、第１、第２の接続パッド部２１、２２および下層絶縁膜１の下面にはソル
ダーレジスト等からなる下層オーバーコート膜３１が設けられている。下層配線２の上部
金属層３のみからなる接続パッド部に対応する部分における下層オーバーコート膜３１に
は開口部３２が設けられている。下層オーバーコート膜３１の開口部３２内およびその下
方には半田ボール３３が下層配線２の上部金属層３のみからなる接続パッド部に接続され
て設けられている。
【００１７】
　接着層７および半導体構成体６の周囲において、下層絶縁膜１の上面には絶縁層３４が
設けられている。絶縁層３４は、エポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ガラス布基材エポ
キシ樹脂等からなっている。半導体構成体６および絶縁層３４の上面には、下層絶縁膜１
と同一の材料からなる上層絶縁膜３５が設けられている。
【００１８】
　上層絶縁膜３５の上面には上層配線３６が設けられている。上層配線３６は、上層絶縁
膜３５の上面に設けられたニッケルからなる下地金属層３７と、下地金属層３７の上面に
設けられた銅からなる上部金属層３８との２層構造となっている。上層配線３６および上
層絶縁膜３５の上面にはソルダーレジスト等からなる上層オーバーコート膜３９が設けら
れている。上層配線３６の接続パッド部に対応する部分における上層オーバーコート膜３
９には開口部４０が設けられている。
【００１９】
　下層配線２の接続パッド部２ｂと上層配線３６とは、下層配線２の接続パッド部２ｂの
中央部および該中央部に対応する部分における下層絶縁膜１、絶縁層３４、上層絶縁膜３
５に設けられた貫通孔４１の内壁面に設けられた上下導通部４２を介して接続されている
。上下導通部４２は、貫通孔４１の内壁面に設けられたニッケルからなる下地金属層４３
と、下地金属層４３の内面に設けられた銅からなる上部金属層３４との２層構造となって
いる。上下導通部４２内にはソルダーレジスト等からなる充填材４５が充填されている。
ここで、第２の接続パッド部２２は上下導通部４２の下部に連続して設けられている。
【００２０】
　次に、この半導体装置の製造方法の一例について説明する。まず、図２に示すように、
銅箔からなるベース板５１の上面に無電解ニッケルメッキからなる下層配線用下地金属層
形成用層４ａおよび電解銅メッキからなる下層配線用上部金属層形成用層３ａが形成され
たものを準備する。この場合、この準備したもののサイズは、図１に示す完成された半導
体装置を複数個形成することが可能なサイズとなっている。
【００２１】
　次に、下層配線用上部金属層形成用層３ａおよび下層配線用下地金属層形成用層４ａを
フォトリソグラフィ法によりパターニングすると、図３（Ａ）および図３（Ａ）の平面図
である図３（Ｂ）に示すように、ベース板５１の上面に、下地金属層４および上部金属層
３からなる２層構造の下層配線（マスク金属層）２が形成される。この状態では、下層配
線２の接続パッド部２ａの中央部には開口部５が形成されている。
【００２２】
　なお、下層配線２の形成方法は次の通りであってもよい。すなわち、まず、図２におけ
るベース板５１の下面に下層配線用下地金属層形成用層４ａのみを有し、下層配線用上部
金属層形成用層３ａを有していないものを準備する。そして、下層配線用下地金属層形成
用層４ａの上面にメッキレジスト膜を設け、接続パッド部２ａを含む下層配線２に対応す
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る領域が除去されたメッキレジスト膜をパターン形成する。
【００２３】
　次に、下層配線用下地金属層形成用層４ａをメッキ電流路とした銅の電解メッキにより
、下層配線用下地金属層形成用層４ａの下面に開口部５を有する上部金属層３を形成する
。次に、メッキレジスト膜を剥離し、次いで、上部金属層３をマスクとして下層配線用下
地金属層形成用層４ａの不要な部分をエッチングして除去し、上部金属層３の下面に開口
部５を有する下地金属層４を形成する。かくして、下層配線２が形成される。なお、この
ような形成方法を、以下、パターンメッキ法という。
【００２４】
　次に、下層配線２の外観検査または導通検査を行なう。この検査により、ベース板５１
下の複数の半導体装置形成領域において、下層配線２が所期の通り形成されている場合に
は、良と判定し、下層配線２が所期の通り形成されていない場合には、不良と判定する。
そして、良と判定された半導体装置形成領域は良半導体装置形成領域とし、不良と判定さ
れた半導体装置形成領域は不良半導体装置形成領域とし、識別する。
【００２５】
　次に、図４に示すように、下層配線２を含むベース板５１の上面にエポキシ系樹脂、ポ
リイミド系樹脂、ガラス布基材エポキシ樹脂等からなる下層絶縁膜１を形成する。この状
態では、下層配線２の接続パッド部２ａの開口部５内には下層絶縁膜１が充填されている
。なお、下層絶縁膜１が透明であれば、この時点で下層配線２の外観検査を行なうように
してもよい。
【００２６】
　次に、図５に示すように、半導体構成体６を準備する。この半導体構成体６は、ウエハ
状態のシリコン基板８下に集積回路（図示せず）、アルミニウム系金属等からなる接続パ
ッド９、酸化シリコン等からなる絶縁膜１０、ポリイミド系樹脂等からなる保護膜１２お
よび配線１４（ニッケルからなる下地金属層１５および銅からなる上部金属層１６）を形
成した後、ダイシングにより個片化することにより得られる。
【００２７】
　次に、下層絶縁膜１の上面の半導体構成体搭載領域に、半導体構成体６の配線１４を含
む保護膜１２の下面をエポキシ系樹脂等からなる接着層７を介して接着することにより、
半導体構成体６を搭載する。この場合、下層絶縁膜１の上面の半導体構成体搭載領域に、
ＮＣＰ(Non-Conductive Paste)と言われる接着材を印刷法やディスペンサ等を用いて、ま
たはＮＣＦ(Non-Conductive Film)と言われる接着シートを予め供給しておき、加熱圧着
により半導体構成体６を下層絶縁膜１の上面に固着する。
【００２８】
　ここで、上述の如く、下層配線２の外観検査または導通検査を行ない、下層絶縁膜１の
上面の複数の半導体装置形成領域を良半導体装置形成領域領域と不良半導体装置形成領域
とに識別しているので、良半導体装置形成領域領域のみに半導体構成体６を搭載し、不良
半導体装置形成領域領域には半導体構成体６は搭載しない。
【００２９】
　次に、図６に示すように、接着層７を含む半導体構成体６の周囲における下層絶縁膜１
の上面に格子状の絶縁層形成用シート３４ａをピン等で位置決めしながら配置する。絶縁
層形成用シート３４ａは、例えば、ガラス布等からなる基材にエポキシ系樹脂等からなる
熱硬化性樹脂を含浸させ、熱硬化性樹脂を半硬化状態にしてシート状となし、パンチング
等により複数の方形状の開口部５２を形成したものである。絶縁層形成用シート３４ａの
開口部５２のサイズは半導体構成体６のサイズよりもやや大きくなっている。このため、
絶縁層形成用シート３４ａと半導体構成体６との間には隙間５３が形成されている。
【００３０】
　次に、絶縁層形成用シート３４ａの上面に、銅箔からなるサブベース板５４の下面に上
層絶縁膜形成用層３５ａが形成されたものを配置する。上層絶縁膜形成用層３５ａは下層
絶縁膜１と同一の材料からなり、そのうちのエポキシ系樹脂等からなる熱硬化性樹脂は半
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硬化状態とされている。
【００３１】
　次に、図７に示すように、一対の加熱加圧板５５、５６を用いて上下から絶縁層形成用
シート３４ａおよび上層絶縁膜形成用層３５ａを加熱加圧する。この加熱加圧により、絶
縁層形成用シート３４ａおよび上層絶縁膜形成用層３５ａ中の熱硬化性樹脂が流動して図
６に示す隙間５３に充填され、その後の冷却により固化して、接着層７を含む半導体構成
体６の周囲における下層絶縁膜１の上面に絶縁層３４が形成され、且つ、半導体構成体６
および絶縁層３４の上面に上層絶縁膜３５が形成される。
【００３２】
　ここで、図６に示すように、絶縁層形成用シート３４ａの下面には下層絶縁膜１および
ベース板５１が配置され、絶縁層形成用シート３４ａの上面には下層絶縁膜１と同一の材
料からなる上層絶縁膜形成用層３５ａおよびベース板５１と同一の材料からなるサブベー
ス板５４が配置されているので、絶縁層形成用シート３４ａの部分における厚さ方向の材
料構成が対称となる。この結果、加熱加圧により、絶縁層形成用シート３４ａおよび上層
絶縁膜形成用層３５ａが厚さ方向に対称的に硬化収縮し、ひいては全体として反りが発生
しにくく、それ以後の工程への搬送やそれ以後の工程での加工精度に支障を来しにくいよ
うにすることができる。
【００３３】
　この場合、下層絶縁膜１は、そのうちの熱硬化性樹脂が予め硬化されているため、加熱
加圧されてもほとんど変形しない。また、サブベース板５４により、上側の加熱加圧板５
５の下面に上層絶縁膜形成用層３５ａ中の熱硬化性樹脂が不要に付着するのを防止するこ
とができる。この結果、上側の加熱加圧板５５をそのまま再使用することができる。
【００３４】
　次に、ベース板５１およびサブベース板５４をエッチングにより除去すると、図８に示
すように、下層配線２を含む下層絶縁膜１の下面が露出され、且つ、上層絶縁膜３５の上
面が露出される。このように、本実施形態では、製造工程中に必要とされるベース板５１
およびサブベース板５４をエッチングにより除去するので、完成する半導体装置の厚さを
薄くすることができるという効果を有する。この状態では、下層配線２の下面は下層絶縁
膜１の下面と面一となっている。また、ベース板５１およびサブベース板５４を除去して
も、下層絶縁膜１、絶縁層３４および上層絶縁膜３５の存在により、強度を十分に確保す
ることができる。
【００３５】
　次に、図９に示すように、レーザビームの照射によるレーザ加工により、下層配線２の
接続パッド部２ａの開口部５内の下層絶縁膜１を除去するとともに、半導体構成体６の配
線１４の接続パッド部１４ａの下面中央部に対応する部分における下層絶縁膜１および接
着層７に開口部１７を形成する。また、下層配線２の接続パッド部２ｂの中央部および該
中央部に対応する部分における下層絶縁膜１、絶縁層３４、上層絶縁膜３５に、メカニカ
ルドリルを用いてあるいはレーザビームの照射によるレーザ加工により、貫通孔４１を形
成する。
【００３６】
　レーザビームを照射して開口部１７を形成する場合について説明する。レーザビームを
下層絶縁膜１および接着層７に直接照射すると、そのビーム径に応じた径の開口部が形成
される。ここで、半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａの直径は、下層配線２
の接続パッド部２ａの外径よりも小さく、内径（開口部５の直径）よりも大きくなってい
る。このため、レーザビームのビーム径が半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４
ａの直径以上で下層配線２の接続パッド部２ａの外径未満であると、接続パッド部２ａの
開口部５の外部に照射されるレーザビームは接続パッド部２ａによって遮断されるため、
下層絶縁膜１および接着層７に形成される開口部１７の直径は下層配線２の接続パッド部
２ａの開口部５の直径に応じた大きさとなる。
【００３７】



(12) JP 4840373 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

　すなわち、下層配線２の接続パッド部２ａは、その中央部に開口部５を有することによ
り、レーザビームの照射によるレーザ加工により下層絶縁膜１および接着層７に開口部１
７を形成するときのマスクとして機能し、下層絶縁膜１および接着層７に接続パッド部２
ａの開口部５にセルフアライメントとされ、接続パッド部２ａの開口部５と同一の径の開
口部１７が形成される。
【００３８】
　この結果、下層絶縁膜１および接着層７に形成すべき開口部１７の直径を可及的に小さ
くすることが可能となり、且つ、下層配線２の接続パッド部２ａに対する半導体構成体６
の配線１４の接続パッド部１４ａの位置合わせが比較的容易となり、ひいては半導体構成
体６の配線１４の接続パッド部１４ａの直径を可及的に小さくすることが可能となり、半
導体構成体６の微細化が可能となる。
【００３９】
　例えば、現状では、レーザビームのビーム径が最小の５０μｍ程度であり、下層絶縁膜
１および接着層７に直接照射すると、それらに形成される開口部の直径は７０μｍ程度と
なる。このため、照射されるレーザビームをすべて受光するには、半導体構成体６の配線
１４の接続パッド部１４ａの直径は、レーザ加工精度を考慮すると、現状の方法では、１
００～１２０μｍとする必要がある。
【００４０】
　これに対し、下層配線２の接続パッド部２ａをレーザビームのマスクとする本実施形態
の方法では、フォトリソグラフィ法により形成される下層配線２の接続パッド部２ａの開
口部５の直径は２０～５０μｍ、特に２０～３０μｍとすることが可能であるので、半導
体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａの直径は５０～８０μｍ、特に５０～６０μ
ｍとすることが可能であり、半導体構成体６の微細化が可能となる。この場合、レーザ加
工精度を考慮すると、下層配線２の接続パッド部２ａの外径は１００～１２０μｍとする
必要がある。
【００４１】
　次に、図１０に示すように、下層配線２の接続パッド部２ａの開口部５と下層絶縁膜１
および接着層７の開口部１７とを介して露出された半導体構成体６の配線１４の接続パッ
ド部１４ａの下面および下層配線２を含む下層絶縁膜１の下面全体、上層絶縁膜３５の上
面全体および貫通孔４１の内壁面に、ニッケルの無電解メッキにより、下地金属層５７、
３７、４３を形成する。次に、下地金属層５７、３７、４３をメッキ電流路とした銅の電
解メッキを行なうことにより、下地金属層５７、３７、４３の表面に上部金属層５８、３
８、４４を形成する。
【００４２】
　次に、上部金属層５８、３８および下地金属層５７、３７をフォトリソグラフィ法によ
りパターニングすると、図１１に示すようになる。すなわち、下層絶縁膜１の下面に、下
地金属層２３、２４および上部金属層２５、２６からなる２層構造の第１、第２の接続パ
ッド部２１、２２が形成される。また、上層絶縁膜３５の上面に、下地金属層３７および
上部金属層３８からなる２層構造の上層配線３６が形成される。さらに、貫通孔４１の内
壁面に、下地金属層４３および上部金属層４４からなる２層構造の上下導通部４２が形成
される。
【００４３】
　また、下層配線２の下地金属層４が下地金属層５７と同一の材料（ニッケル）によって
形成されているので、第１、第２の接続パッド部２１、２２以外の領域における下地金属
層４が除去され、当該領域における上部金属層３が露出される。この状態では、下層配線
２の両端部は、上部金属層３および下地金属層４からなる２層構造の接続パッド部２ａ、
２ｂとなっている。なお、第１、第２の接続パッド部２１、２２、上層配線３６および上
下導通部４２は、下地金属層５７、３７上に上部金属層形成領域が除去されたメッキレジ
スト膜を形成した後、電解メッキにより上部金属層５８、３８、４４を形成するパターン
メッキ法により形成してもよい。
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【００４４】
　次に、図１２に示すように、下層配線２、第１、第２の接続パッド部２１、２２および
下層絶縁膜１の下面に、スクリーン印刷法、スピンコート法等により、ソルダーレジスト
等からなる下層オーバーコート膜３１を形成する。また、上層配線３６および上層絶縁膜
３５の上面に、スクリーン印刷法、スピンコート法等により、ソルダーレジスト等からな
る上層オーバーコート膜３９を形成する。この状態では、上下導通部４２内にソルダーレ
ジスト等からなる充填材４５が充填されている。
【００４５】
　次に、下層配線２の接続パッド部に対応する部分における下層オーバーコート膜３１に
、レーザビームの照射によるレーザ加工により、開口部３２を形成する。また、上層配線
３６の接続パッド部に対応する部分における上層オーバーコート膜３９に、レーザビーム
の照射によるレーザ加工により、開口部４０を形成する。
【００４６】
　次に、下層オーバーコート膜３１の開口部３２内およびその下方に半田ボール３３を下
層配線２の接続パッド部に接続させて形成する。次に、互いに隣接する半導体構成体６間
において、下層オーバーコート膜３１、下層絶縁膜１、絶縁層３４、上層絶縁膜３５およ
び上層オーバーコート膜３９を切断すると、図１に示す半導体装置が複数個得られる。
【００４７】
　この場合、上述の如く、半導体構成体６を搭載する前に、下層配線２の外観検査または
導通検査を行ない、良半導体装置形成領域と不良半導体装置形成領域とに識別し、良半導
体装置形成領域のみに半導体構成体６を搭載しているので、図１に示す、半導体構成体６
を備えた半導体装置のほかに、半導体構成体６を備えていない半導体装置も得られる。
【００４８】
　ところで、下層配線２の形成に際し、５０～７５μｍルールでの歩留は現状では８０～
８５％であり、図１に示すような構成の半導体装置のコスト面からの歩留は９９．５％以
上であると言われており、この要求を満足することはできない。特に、下層配線２の微細
化の進行に伴い、３０～５０μｍルール、１５～２５μｍルールに適用可能な方法が求め
られている。
【００４９】
　これに対し、上記製造方法では、下層配線２の形成の歩留が低い場合であっても、半導
体構成体６を備えた半導体装置の歩留を向上することが可能となり、高価な半導体構成体
６を有効に使用することができる。また、下層配線２について見ると、３０～５０μｍル
ール、１５～２５μｍルールとしても、歩留を向上することが可能となる。
【００５０】
　ところで、図１に示す半導体装置では、図８に示す工程において、上述の如く、レーザ
ビームのビーム径が現状で最小の５０μｍ程度であると、レーザ加工精度を考慮すると、
下層配線２の接続パッド部２ａの外径は１００～１２０μｍとする必要がある。したがっ
て、下層配線２の微細化に限界がある。そこで、次に、下層配線２をより一層微細化する
ことができる実施形態について説明する。
【００５１】
（第２実施形態）
　図１３はこの発明の第２実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１に示す半導体装置と異なる点は、下層配線２の接続パッド部２ａの上部金
属層３の外径を半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａの直径とほぼ同じとし、
下層配線２の接続パッド部２ａの下地金属層４の外径をそれよりもやや大きくした点であ
る。
【００５２】
　次に、この半導体装置の製造方法の一例について説明する。まず、図２に示すものを準
備した後、図１４に示すように、フォトリソグラフィ法により、下層配線用上部金属層形
成用層３ａおよび下層配線用下地金属層形成用層（マスク金属層）４ａに開口部５を形成



(14) JP 4840373 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

する。次に、下層配線用上部金属層形成用層３ａのみをフォトリソグラフィ法によりパタ
ーニングして、図１５に示すように、下層配線用下地金属層形成用層４ａの上面に完成状
態の配線形状の上部金属層を形成する。この状態では、下層配線用下地金属層形成用層４
ａは、初期状態のままであり、ベース板５１の上面全体にべた状に形成されている。また
、上部金属層３の接続パッド部２ａの中央部には開口部５が形成されている。
【００５３】
　次に、上部金属層３（下層配線２）の外観検査を行なう。外観検査は、目視あるいは投
影画像を取り込んで標準パターンと対比する外観検査装置を用いて行う。この外観検査に
より、ベース板５１上の複数の半導体装置形成領域において、上部金属層３が所期の通り
形成されている場合には、良と判定し、上部金属層３が所期の通り形成されていない場合
には、不良と判定する。そして、良と判定された半導体装置形成領域は良半導体装置形成
領域とし、不良と判定された半導体装置形成領域は不良半導体装置形成領域とし、識別す
る。
【００５４】
　次に、図１６に示すように、上部金属層３および開口部５内を含む下層配線用下地金属
層形成用層４ａの上面にエポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、ガラス布基材エポキシ樹脂
等からなる下層絶縁膜１を形成する。この場合も、下層絶縁膜１中のエポキシ系樹脂等か
らなる熱硬化性樹脂は既に硬化されている。
【００５５】
　次に、図１７に示すように、下層絶縁膜１の上面の半導体構成体搭載領域に、半導体構
成体６の配線１４を含む保護膜１２の下面をエポキシ系樹脂等からなる接着層７を介して
接着することにより、半導体構成体６を搭載する。この場合も、ＮＣＰと言われる接着材
またはＮＣＦと言われる接着シートを、下層絶縁膜１の上面の半導体構成体搭載領域に予
め供給しておき、加熱圧着により半導体構成体６を下層絶縁膜１の上面に固着する。
【００５６】
　この場合も、上述の如く、上部金属層３（下層配線２）の外観検査を行ない、上部金属
層３を含む下層絶縁膜１の上面の複数の半導体装置形成領域を良半導体装置形成領域領域
と不良半導体装置形成領域とに識別しているので、良半導体装置形成領域領域のみに半導
体構成体６を搭載し、不良半導体装置形成領域領域には半導体構成体６は搭載しない。
【００５７】
　次に、図１８に示すように、接着層７を含む半導体構成体６の周囲における下層絶縁膜
１の上面に格子状の絶縁層形成用シート３４ａをピン等で位置決めしながら配置する。次
に、絶縁層形成用シート３４ａの上面に、銅箔からなるサブベース板５４の下面に上層絶
縁膜形成用層３５ａが形成されたものを配置する。
【００５８】
　次に、図１９に示すように、一対の加熱加圧板５５、５６を用いて上下から絶縁層形成
用シート３４ａおよび上層絶縁膜形成用層３５ａを加熱加圧すると、接着層７を含む半導
体構成体６の周囲における下層絶縁膜１の上面に絶縁層３４が形成され、且つ、半導体構
成体６および絶縁層３４の上面に上層絶縁膜３５が形成される。
【００５９】
　次に、ベース板５１およびサブベース板５４をエッチングにより除去すると、図２０に
示すように、下層配線用下地金属層形成用層４ａの下面が露出され、且つ、上層絶縁膜３
５の上面が露出される。この状態では、ベース板５１およびサブベース板５４を除去して
も、下層絶縁膜１、絶縁層３４および上層絶縁膜３５の存在により、強度を十分に確保す
ることができる。また、上部金属層３および下層配線用下地金属層形成用層４ａの開口部
５内には下層絶縁膜１が充填されている。
【００６０】
　次に、図２１に示すように、レーザビームの照射によるレーザ加工により、上部金属層
３および下層配線用下地金属層形成用層４ａの開口部５内の下層絶縁膜１を除去するとと
もに、半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１２ｃの下面中央部に対応する部分にお
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ける下層絶縁膜１および接着層７に開口部１７を形成する。また、上部金属層３の接続パ
ッド部２ｂの中央部および該中央部に対応する部分における下層絶縁膜１、絶縁層３４、
上層絶縁膜３５に、メカニカルドリルを用いてあるいはレーザビームの照射によるレーザ
加工により、貫通孔４１を形成する。
【００６１】
　ここで、上部金属層の接続パッド部２ａの外径は半導体構成体６の配線１４の接続パッ
ド部１４ａの直径とほぼ同じとなっているが、上部金属層３を含む下層絶縁膜１の下面全
体には開口部５を有する下層配線用下地金属層形成用層４ａが形成されているので、レー
ザビームのビーム径が上部金属層３の接続パッド部２ａの外径よりも大きくても、開口部
５を有する下層配線用下地金属層形成用層４ａがマスクとして機能する。この結果、上部
金属層３の接続パッド部２ａの外径を可及的に小さくすることが可能となり、上部金属層
３（下層配線２）のより一層の微細化が可能となる。
【００６２】
　例えば、レーザビームのビーム径が現状で最小の５０μｍ程度であっても、フォトリソ
グラフィ法により形成される上部金属層３の接続パッド部２ａの開口部５の直径は２０～
５０μｍ、特に２０～３０μｍとすることが可能であるので、上部金属層３の接続パッド
部２ａの外径は５０～８０μｍ、特に５０～６０μｍとすることが可能であり、上部金属
層３（下層配線２）のより一層の微細化が可能となる。
【００６３】
　次に、図２２に示すように、上部金属層３および下層配線用下地金属層形成用層４ａの
開口部５と下層絶縁膜１および接着層７の開口部１７とを介して露出された半導体構成体
６の配線１４の接続パッド部１４ａの下面を含む下層配線用下地金属層形成用層４ａの下
面全体、上層絶縁膜３５の上面全体および貫通孔４１の内壁面に、ニッケルの無電解メッ
キにより、下地金属層５７、３７、４３を形成する。次に、下地金属層５７、３７、４３
をメッキ電流路とした銅の電解メッキを行なうことにより、下地金属層５７、３７、４３
の表面に上部金属層５８、３８、４４を形成する。
【００６４】
　次に、上部金属層５８、３８および下地金属層５７、３７をフォトリソグラフィ法によ
りパターニングすると、図２３に示すようになる。すなわち、下層絶縁膜１の下面に、下
地金属層２３、２４および上部金属層２５、２６からなる２層構造の第１、第２の接続パ
ッド部２１、２２が形成される。また、上層絶縁膜３５の上面に、下地金属層３７および
上部金属層３８からなる２層構造の上層配線３６が形成される。さらに、貫通孔４１の内
壁面に、下地金属層４３および上部金属層３４からなる２層構造の上下導通部４２が形成
される。
【００６５】
　ここで、接続パッド部１４ａおよび接続パッド部２ａの上部金属層３は、その直径を、
第１の接続パッド部２１より小さくすることが可能であり、半導体構成体６の一層の高密
度化を図ることができる。なお、上記実施形態においては、接続パッド部１４ａ、２ａを
平面形状を円形とするものであったが、これに限られるものではなく、平面形状を多角形
としてもよい。その場合でも、接続パッド部１４ａおよび接続パッド部２ａの上部金属層
３は、その平面サイズを第１の接続パッド部２１より小さくすることが可能である。
【００６６】
　また、下層配線用下地金属層形成用層４ａが下地金属層５７と同一の材料（ニッケル）
によって形成されているので、第１、第２の接続パッド部２１、２２以外の領域における
下層配線用下地金属層形成用層４ａが除去され、当該領域における上部金属層３が露出さ
れる。この状態では、下層配線２の両端部は、上部金属層３および下地金属層４からなる
２層構造の接続パッド部２ａ、２ｂとなっている。なお、第１、第２の接続パッド部２１
、２２、上層配線３６および上下導通部４２はパターンメッキ法により形成してもよい。
【００６７】
　以下、上記第１実施形態の場合と同様の工程を経ると、図１３に示す半導体装置が複数
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個得られる。この場合も、上述の如く、不良半導体装置形成領域には半導体構成体６を搭
載していないので、図１３に示す、半導体構成体６を備えた半導体装置のほかに、半導体
構成体６を備えていない半導体装置も得られるので、上記第１実施形態の場合と同様に、
歩留を向上することが可能となる。
【００６８】
（第３実施形態）
　図２４はこの発明の第３実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と大きく異なる点は、ビルドアップ工法により、下層
配線および上層配線を共に２層配線構造とした点である。すなわち、第１、第２の接続パ
ッド部２１、２２を含む第１の下層配線２Ａの下面および第１の下層絶縁膜１Ａの下面に
は、第１の下層絶縁膜１Ａと同一の材料からなる第２の下層絶縁膜１Ｂが設けられている
。
【００６９】
　第２の下層絶縁膜１Ｂの下面に設けられた第２の下層配線２１Ｂの一端部は、第２の下
層絶縁膜１Ｂに設けられた開口部６１を介して第１の下層配線２Ａの接続パッド部に接続
されている。第２の下層配線２Ｂを含む第２の下層絶縁膜１Ｂの下面には下層オーバーコ
ート膜３１が設けられている。下層オーバーコート膜３１の開口部３２内およびその下方
には半田ボール３３が第２の下層配線２Ｂの接続パッド部に接続されて設けられている。
【００７０】
　第１の上層配線３６Ａを含む第１の上層絶縁膜３５Ａの上面には、第１の上層絶縁膜３
５Ａと同一の材料からなる第２の上層絶縁膜３５Ｂが設けられている。第２の上層絶縁膜
３５Ｂの上面に設けられた第２の上層配線３６Ｂの一端部は、第２の上層絶縁膜３５Ｂに
設けられた開口部６２を介して第１の上層配線３６Ａの接続パッド部に接続されている。
第２の上層配線３６Ｂを含む第２の上層絶縁膜３５Ｂの上面には上層オーバーコート膜３
９が設けられている。第２の上層配線３６Ｂの接続パッド部に対応する部分における上層
オーバーコート膜３９には開口部４０が設けられている。なお、下層配線および上層配線
は共に３層以上の配線構造としてもよい。
【００７１】
（第４実施形態）
　図２５はこの発明の第４実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と大きく異なる点は、上下導通部４２を備えておらず
、その代わりに、接着層７を含む半導体構成体６の周囲における絶縁層３４中に方形枠状
で両面配線構造の回路基板７１を埋め込んで配置した点である。
【００７２】
　この場合、回路基板７１は、ガラス布基材エポキシ樹脂等からなる方形枠状の基板７２
を備えている。基板７２の下面には銅箔からなる下層配線７３が設けられ、上面には銅箔
からなる上層配線７４が設けられている。下層配線７３と上層配線７４とは、基板７２の
内部に設けられた導電性ペースト等からなる上下導通部７５を介して接続されている。
【００７３】
　下層配線２の接続パッド部２ｂは、接続パッド部２１ａと同様の構造の接続パッド部２
１ｂを介して回路基板７１の下層配線７３の接続パッド部に接続されている。すなわち、
接続パッド部２１ｂは、下層配線２の接続パッド部２ｂの開口部５ｂと下層絶縁膜１およ
び絶縁層３４に設けられた開口部７６とを介して回路基板７１の下層配線７３の接続パッ
ド部に接続されている。上層配線３６は、上層絶縁膜３５および絶縁層３４に設けられた
開口部７７を介して回路基板７１の上層配線７４の接続パッド部に接続されている。
【００７４】
　次に、この半導体装置の製造方法の一例について説明する。この場合、図１８に示すよ
うな工程において、図２６に示すように、接着層７を含む半導体構成体６の周囲における
下層絶縁膜１の上面に格子状の絶縁層形成用シート３４ａ、格子状の回路基板７１および
格子状の絶縁層形成用シート３４ａをピン等で位置決めしながら配置する。次に、上側の
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絶縁層形成用シート３４ａの上面に、サブベース板５４の下面に上層絶縁膜形成用層３５
ａが形成されたものを配置する。
【００７５】
　次に、図２７に示すように、一対の加熱加圧板５５、５６を用いて上下から加熱加圧す
ると、接着層７を含む半導体構成体６の周囲における下層絶縁膜１の上面に絶縁層３４が
形成され、且つ、絶縁層３４中に回路基板７１が埋め込まれ、半導体構成体８および絶縁
層３４の上面に上層絶縁膜３５が形成される。次に、ベース板５２およびサブベース板５
４をエッチングにより除去すると、図２８に示すように、下地金属層４ａおよび開口部５
ａ、５ｂ内に充填された下層絶縁膜１の下面が露出され、且つ、上層絶縁膜３５の上面が
露出される。
【００７６】
　次に、図２９に示すように、レーザビームの照射によるレーザ加工により、開口部５ａ
内の下層絶縁膜１を除去するとともに、半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａ
の下面中央部に対応する部分における下層絶縁膜１および接着層７に開口部１７を形成す
る。また、レーザビームの照射によるレーザ加工により、開口部５ｂ内の下層絶縁膜１を
除去するとともに、回路基板７１の下層配線７３の接続パッド部に対応する部分における
下層絶縁膜１および接着層７に開口部７６を形成する。この場合、開口部７６の直径は開
口部１７の直径と同じとなる。
【００７７】
　さらに、レーザビームの照射によるレーザ加工により、回路基板７１の上層配線７４の
接続パッド部に対応する部分における上層絶縁膜３５に開口部７７を形成する。この場合
、開口部７７の直径は開口部１７の直径よりも大きくなる。以下、上記第２実施形態の場
合と同様の工程を経ると、図２５に示す半導体装置が複数個得られる。
【００７８】
　このようにして得られた半導体装置では、図２４に示す半導体装置と比較して、下層配
線および上層配線を２層構造としても、下層絶縁膜および上層絶縁膜が１層であるので、
その分、薄型化することができる。また、上下導通部４２を備えていないので、メカニカ
ルドリルによる貫通孔４１の形成を行なう必要はない。
【００７９】
（第５実施形態）
　図３０はこの発明の第５実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と異なる点は、半導体構成体６の配線１４を含む保護
膜１２の下面にポリイミド系樹脂、エポキシ系樹脂等の絶縁材からなる静電気防止用保護
膜８１を設けた点である。
【００８０】
　したがって、この場合、半導体構成体６の静電気防止用保護膜８１の下面は接着層７を
介して下層絶縁膜１の上面中央部に接着されている。第１の接続パッド部２１は、下層配
線２の接続パッド部２ａの開口部５と下層絶縁膜１、接着層７および静電気防止用保護膜
８１の開口部１７とを介して半導体構成体６の配線１４の接続パッド部１４ａに接続され
ている。
【００８１】
　ところで、半導体構成体６を下層絶縁膜１上に搭載する前においては、静電気防止用保
護膜８１には開口部１７は形成されていない。そして、開口部１７を有しない静電気防止
用保護膜８１は、それ自体がウエハ状態のシリコン基板８下に形成された時点から半導体
構成体６が下層絶縁膜１上に搭載される時点までにおいて、シリコン基板８下に形成され
た集積回路を静電気から保護するものである。
【００８２】
（第６実施形態）
　図３１はこの発明の第６実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と異なる点は、半導体構成体６の配線１４の接続パッ
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ド部１４ａ下面に電解銅メッキからなる保護金属層８２を設けた点である。この場合、保
護金属層８２は、レーザビームが照射されるときに、配線１４の接続パッド部１４ａを保
護するためのものである。すなわち、配線１４を５～１０μｍの厚さに形成し、レーザビ
ームによりエッチングされる量を見込んで、この配線１４の接続パッド部１４ａ上にのみ
、保護層８７を数μｍの厚さに形成しておくと半導体構成体６の薄型化を図ることができ
る。
【００８３】
（第７実施形態）
　図３２はこの発明の第７実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と異なる点は、半導体構成体６の配線１４の接続パッ
ド部１４ａ下面中央部に電解銅メッキからなる柱状電極（外部接続用電極）８３を設け、
配線１４を含む保護膜１２の下面にエポキシ系樹脂等からなる封止膜８４をその下面が柱
状電極８３の下面と面一となるように設けた点である。
【００８４】
　したがって、この場合、柱状電極８３を含む封止膜８４の下面は接着層７を介して下層
絶縁膜１の上面中央部に接着されている。第１の接続パッド部２１は、下層配線２の接続
パッド部２ａの開口部５と下層絶縁膜１および接着層７の開口部１７とを介して半導体構
成体６の柱状電極８３に接続されている。
【００８５】
（第８実施形態）
　図３３はこの発明の第８実施形態としての半導体装置の断面図を示す。この半導体装置
において、図１３に示す半導体装置と異なる点は、半導体構成体６および下層絶縁膜１の
上面にエポキシ系樹脂等からなる封止膜（絶縁層）８５のみを設けた点である。この場合
、封止膜８５はトランスファモールド法等のモールド法により形成される。
【００８６】
　なお、上記各実施形態においては、下層配線２の接続パッド部２ａの開口部５、下層絶
縁膜１および接着層７に形成する開口部１７等の平面形状を円形としたが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、平面形状が、例えば、多角形状のものとか、任意の形状とす
ることができるものである。その他、本発明の趣旨に沿って、種々、変形して適用するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】この発明の第１実施形態としての半導体装置の断面図。
【図２】図１に示す半導体装置の製造方法の一例において、当初準備したものの断面図。
【図３】（Ａ）は図２に続く工程の断面図、（Ｂ）はその平面図。
【図４】図３に続く工程の断面図。
【図５】図４に続く工程の断面図。
【図６】図５に続く工程の断面図。
【図７】図６に続く工程の断面図。
【図８】図７に続く工程の断面図。
【図９】図８に続く工程の断面図。
【図１０】図９に続く工程の断面図。
【図１１】図１０に続く工程の断面図。
【図１２】図１１に続く工程の断面図。
【図１３】この発明の第２実施形態としての半導体装置の断面図。
【図１４】図１３に示す半導体装置の製造方法の一例において、所定の工程の断面図。
【図１５】図１４に続く工程の断面図。
【図１６】図１５に続く工程の断面図。
【図１７】図１６に続く工程の断面図。
【図１８】図１７に続く工程の断面図。
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【図１９】図１８に続く工程の断面図。
【図２０】図１９に続く工程の断面図。
【図２１】図２０に続く工程の断面図。
【図２２】図２１に続く工程の断面図。
【図２３】図２２に続く工程の断面図。
【図２４】この発明の第３実施形態としての半導体装置の断面図。
【図２５】この発明の第４実施形態としての半導体装置の断面図。
【図２６】図２５に示す半導体装置の製造方法の一例において、所定の工程の断面図。
【図２７】図２６に続く工程の断面図。
【図２８】図２７に続く工程の断面図。
【図２９】図２８に続く工程の断面図。
【図３０】この発明の第５実施形態としての半導体装置の断面図。
【図３１】この発明の第６実施形態としての半導体装置の断面図。
【図３２】この発明の第７実施形態としての半導体装置の断面図。
【図３３】この発明の第８実施形態としての半導体装置の断面図。
【符号の説明】
【００８８】
　１　下層絶縁膜
　２　下層配線
　２ａ、２ｂ　接続パッド部
　５　開口部
　６　半導体構成体
　７　接着層
　８　シリコン基板
　９　接続パッド
　１０　絶縁膜
　１２　保護膜
　１４　配線
　２１、２２　第１、第２の接続パッド部
　３１　下層オーバーコート膜
　３３　半田ボール
　３４　絶縁層
　３５　上層絶縁膜
　３６　上層配線
　３９　上層オーバーコート膜
　４１　貫通孔
　４２　上下導通部
　５１、５２　ベース板
　５４　サブベース板
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