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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極端子が形成された半導体素子と、
　前記半導体素子の電極端子が形成されている側に一体化された態様で設けられた積層配
線層と、
　前記積層配線層上で前記半導体素子を囲むように配置され、剛性を有した材料から形成
されたフレームと、
　前記半導体素子の側面と前記フレームの上面及び内側側面とを覆い、前記半導体素子の
電極端子が形成されている側の面及びその反対側の面を露出させて形成された封止樹脂と
を備え、
　前記積層配線層は、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面に直接形成され
た絶縁層と、該絶縁層に設けられた開口部を充填して前記半導体素子の電極端子に直接接
続された配線層と、前記半導体素子が搭載されている側と反対側の面であって前記半導体
素子の搭載エリアに対応する面及びその外側エリアに対応する面にそれぞれ設けられ、前
記配線層を介して前記半導体素子の電極端子と電気的に接続された外部接続端子接合用パ
ッド部とを有することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記外部接続端子接合用パッド部が露出するように保護膜が形成されていることを特徴
とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
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　前記フレームは、鉄或いはその合金、又は銅或いはその合金からなることを特徴とする
請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　剛性を有した材料からなり、かつ所要の大きさの開口部が形成された板状のフレームを
テープ状の基材に貼り付けたものを用意する工程と、
　前記テープ状の基材上の、前記フレーム内の開口部に対応する部分に、半導体素子をフ
ェースダウン実装の態様で搭載する工程と、
　前記半導体素子の側面と前記フレームの上面及び内側側面とを覆い、かつ、前記半導体
素子の電極端子が形成されている側の面及びその反対側の面を露出させるように封止樹脂
で封止する工程と、
　前記テープ状の基材を除去する工程と、
　前記テープ状の基材に接触していた、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の
面をアッシングし、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面を露出させる工程
と、
　前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面に直接絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層に開口部を形成する工程と、
　前記開口部を充填して前記半導体素子の電極端子に直接接続される配線層を形成する工
程と、
　前記配線層を介して前記半導体素子の電極端子と電気的に接続されるように、前記半導
体素子が搭載されている側と反対側の面であって前記半導体素子の搭載エリアに対応する
面及びその外側エリアに対応する面にそれぞれ外部接続端子接合用パッド部を形成する工
程と、
　前記外部接続端子接合用パッド部が露出するように保護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５】
　前記開口部が形成された板状のフレームをテープ状の基材に貼り付けたものを用意する
工程において、前記開口部がフレーム毎に複数個配列されたものを前記テープ状の基材に
貼り付けたものを用意し、
　前記半導体素子を搭載する工程において、前記テープ状の基材上の、前記フレーム内の
複数個の開口部に対応する部分にそれぞれ半導体素子を搭載し、
　前記保護膜を形成する工程の後に、
　前記外部接続端子接合用パッド部に外部接続端子を接合する工程と、
　１個の半導体素子及びこれに対応するフレームを含むデバイスの単位に分割する工程と
を含むことを特徴とする請求項４に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項６】
　前記開口部がフレーム毎に複数個配列されたものを前記テープ状の基材に貼り付けたも
のを用意する工程において、前記テープ状の基材の、前記フレームが貼り付けられている
側と反対側の面に、あらかじめ薄膜配線プロセスを用いてアライメントパターンが形成さ
れた基材を配置し、
　前記フレーム内の複数個の開口部に対応する部分にそれぞれ半導体素子を搭載する工程
において、前記アライメントパターンを読み取りそのパターン位置に合わせて当該半導体
素子を搭載し、
　前記テープ状の基材を除去する工程において、前記アライメントパターンが形成された
基材も合わせて除去することを特徴とする請求項５に記載の半導体素子の製造方法。
【請求項７】
　前記封止樹脂で封止する工程において、モールディング用の金型を用いて熱とプレスに
よる圧縮成形を行うことにより樹脂封止を行うことを特徴とする請求項４に記載の半導体
素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、半導体素子等を搭載するのに用
いられる配線基板を備えた半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
　なお、以下の記述において「配線基板」は、半導体素子等を搭載する役割を果たすこと
から、便宜上、「半導体パッケージ」もしくは単に「パッケージ」ともいう。
【背景技術】
【０００３】
　ＢＧＡ(Ball Grid Array) やＬＧＡ(Land Grid Array) 、ＰＧＡ(Pin Grid Array)等の
半導体パッケージにおいては、一般に、そのベース基材として供されるコア基板を中心と
してその両面に、例えばビルドアップ法により、導体パターン（配線層）の形成、絶縁層
の形成、絶縁層におけるビアホールの形成を順次繰り返して多層配線構造とし、最終的に
最外層の配線層を保護膜で被覆し、保護膜の所要箇所を開口して導体パターンの一部をパ
ッド部として露出させている。さらに、ＢＧＡやＰＧＡの場合、その露出しているパッド
部に外部接続端子としてのボールやピン等を接合している。
【０００４】
　このような半導体パッケージは、一方の面にＩＣチップ等の半導体素子がはんだ等の導
電性材料を介して搭載され、他方の面に設けられた外部接続端子（ボールやピン等）を介
してマザーボードやソケット部品等の被実装体に実装されるようになっている。つまり、
半導体パッケージを介して半導体素子とマザーボード等とが電気的に接続されるようにな
っている。
【０００５】
　その一方で、近年、電子機器や装置の小型化・高機能化の要求に伴い、それに用いられ
る半導体装置の小型化、高密度化、多ピン化（多端子化）が進んでいる。そのため、半導
体装置の形状を個々の半導体素子（チップ）の形状に極力近づけることで小型化を図った
チップサイズパッケージ、あるいはダイサイズパッケージとも呼ばれる半導体装置が開発
され、実用化されている。
【０００６】
　かかる従来技術に関連する技術としては、例えば、特許文献１に記載されるように、半
導体基板を封止するための封止樹脂と、この封止樹脂の下面に転写されたリードパターン
と、このリードパターンの下面に形成された複数の外部電極とから半導体装置を構成する
ようにしたものがある。
【特許文献１】特開平８－１６７６２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように従来の半導体パッケージにおいては、近年のダウンサイジングの進化の
中でチップサイズパッケージ（ダイサイズパッケージ）が脚光を浴びているが、かかるチ
ップサイズパッケージの場合、チップ（ダイ）サイズと端子ピッチの制約から端子数が足
りない場合が起こり得る。
【０００８】
　すなわち、集積度が高まったことにより入出力数が増加し、より多くの外部接続端子を
必要とするようになっている。特に、ＭＰＵ（マイクロプロセッサユニット）等の能動的
なＩＣチップを搭載する半導体パッケージでは、電源電流の増大も著しく、それに応じて
チップに電力を供給するための外部接続端子の数も多く割り当てられ、パッケージ全体の
端子数の半分以上を占めている。つまり、信号の入出力用として使用できる端子は残りの
半分以下に限られている。
【０００９】
　その反面、パッケージの小型化により、パッケージに組み込める外部接続端子の数は限
られてくるため、従来のチップ（ダイ）サイズパッケージでは十分な数の外部接続端子を
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確保していくことは困難となっているのが現状である。
【００１０】
　また、半導体パッケージにＩＣチップ等の半導体素子を搭載する場合、パッケージのチ
ップ搭載面に露出しているパッド部に、はんだ等の導電性材料を用いてチップの電極端子
をフリップチップ接続し、さらにパッケージとチップの隙間にアンダーフィル樹脂を充填
し、熱硬化させて固定する。その熱硬化の際、樹脂と基板の熱膨張係数が異なるため、ア
ンダーフィル樹脂が収縮し、その影響を受けてパッケージが反ってしまう。
【００１１】
　このようなチップ実装時のアンダーフィル樹脂の硬化収縮に起因する「反り」を小さく
するためには、パッケージ（配線基板）を相当の厚み（多層）に構成する必要がある。ま
た、このようなパッケージは、配線パターンの幅やビア（層間接続部）の制約から多層構
造となるのが一般的であり、そのため、パッケージ全体として薄型化（小型化）が損なわ
れるといった不都合があった。
【００１２】
  本発明は、かかる従来技術における課題に鑑み創作されたもので、高密度化等の要求に
伴い外部接続端子の数を増やす必要が生じた場合でもその要求に十分応えることができ、
小型化を図る一方でパッケージの反りを解消することができる半導体装置及びその製造方
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】
【００１３】
　上記の従来技術の課題を解決するため、本発明の一形態によれば、電極端子が形成され
た半導体素子と、前記半導体素子の電極端子が形成されている側に一体化された態様で設
けられた積層配線層と、前記積層配線層上で前記半導体素子を囲むように配置され、剛性
を有した材料から形成されたフレームと、前記半導体素子の側面と前記フレームの上面及
び内側側面とを覆い、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面及びその反対側
の面を露出させて形成された封止樹脂とを備え、前記積層配線層は、前記半導体素子の電
極端子が形成されている側の面に直接形成された絶縁層と、該絶縁層に設けられた開口部
を充填して前記半導体素子の電極端子に直接接続された配線層と、前記半導体素子が搭載
されている側と反対側の面であって前記半導体素子の搭載エリアに対応する面及びその外
側エリアに対応する面にそれぞれ設けられ、前記配線層を介して前記半導体素子の電極端
子と電気的に接続された外部接続端子接合用パッド部とを有することを特徴とする半導体
装置が提供される。
【００１４】
　本発明の一形態に係る半導体装置の構成によれば、半導体素子と一体化された態様で設
けられた積層配線層は、この半導体素子を搭載するパッケージとして機能し、このパッケ
ージを構成する各配線層は、半導体素子の電極端子に直接接続された配線層が、半導体素
子が搭載されている側と反対側の面に設けられた外部接続端子接合用パッド部に電気的に
接続されるようにそれぞれパターン形成されている。かかるパッケージ（積層配線層）の
構成により、高密度化等の要求に伴い外部接続端子の数を増やす必要が生じた場合でも、
その要求に十分応えることができる。
【００１５】
　また、剛性を有した材料から形成されたフレームが半導体素子を囲むように配置されて
おり、パッケージ全体としての剛性が高められているので、従来技術に見られたような、
パッケージが「反る」といった不都合は生じない。さらに、従来のようにパッケージを多
層構造としなくてもパッケージの反りを解消できるので、薄型化（小型化）を図ることが
できる。
【００１６】
　また、本発明の他の形態によれば、剛性を有した材料からなり、かつ所要の大きさの開
口部が形成された板状のフレームをテープ状の基材に貼り付けたものを用意する工程と、
前記テープ状の基材上の、前記フレーム内の開口部に対応する部分に、半導体素子をフェ
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ースダウン実装の態様で搭載する工程と、前記半導体素子の側面と前記フレームの上面及
び内側側面とを覆い、かつ、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面及びその
反対側の面を露出させるように封止樹脂で封止する工程と、前記テープ状の基材を除去す
る工程と、前記テープ状の基材に接触していた、前記半導体素子の電極端子が形成されて
いる側の面をアッシングし、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面を露出さ
せる工程と、前記半導体素子の電極端子が形成されている側の面に直接絶縁層を形成する
工程と、前記絶縁層に開口部を形成する工程と、前記開口部を充填して前記半導体素子の
電極端子に直接接続される配線層を形成する工程と、前記配線層を介して前記半導体素子
の電極端子と電気的に接続されるように、前記半導体素子が搭載されている側と反対側の
面であって前記半導体素子の搭載エリアに対応する面及びその外側エリアに対応する面に
それぞれ外部接続端子接合用パッド部を形成する工程と、前記外部接続端子接合用パッド
部が露出するように保護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
法が提供される。
【００１７】
　本発明に係る半導体装置及びその製造方法の他の構成上の特徴及びそれに基づく有利な
利点等については、以下に記述する発明の実施の形態を参照しながら説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は本発明の一実施形態に係るファンアウト構造のパッケージを備えた半導体装置の
構成を断面図の形態で示したものである。
【００２０】
　本実施形態に係る半導体装置１０は、基本的には、半導体素子等のチップ（代表的には
シリコン（Ｓｉ）チップ）２０と、このチップ２０と一体化された態様で設けられた積層
配線層３０と、この積層配線層３０上でチップ２０の側面周囲を囲むように配置されたフ
レーム４０と、このフレーム４０の表面全体及びチップ２０の側面周囲を覆うように（も
しくはチップ２０全体を埋め込むように）形成された封止樹脂４１とを備えて構成されて
いる。
【００２１】
　本装置１０に内蔵される半導体チップ２０は、後述するようにウエハレベルパッケージ
のプロセスを用いてウエハに複数のデバイスが作り込まれた当該ウエハを各デバイス単位
にダイシング（個片化）して得られたチップ（「ダイ」ともいう。）である。
【００２２】
　積層配線層３０は、図示のように半導体チップ２０を搭載する役割を果たすことから、
機能的には「配線基板（パッケージ）」もしくは「インターポーザ」と同等である。この
積層配線層３０は、所要の数の配線層（図示の例では、配線層３２，３４，３６）がそれ
ぞれ絶縁層３１，３３，３５を介在させて積層され、各絶縁層３１，３３，３５に形成さ
れたビアホールに充填された導体（それぞれ配線層３２，３４，３６を構成する材料の一
部分）を介して層間接続された構造を有している。積層配線層３０の最内層の配線層（図
示の例では、最上層の配線層３２）は、搭載した半導体チップ２０の電極端子２１（はん
だバンプや金（Ａｕ）バンプ等）から直接ひき出されている。つまり、当該電極端子２１
に接続されるように配線層３２がパターン形成されている。配線層３２，３４，３６の材
料としては典型的に銅（Ｃｕ）が用いられ、絶縁層３１，３３，３５の材料としてはエポ
キシ樹脂やポリイミド樹脂等が用いられる。
【００２３】
　また、積層配線層３０の最外層の配線層（図示の例では、最下層の配線層３６）には、
所定の箇所にパッド部３６Ｐが画定されている。パッド部３６Ｐは、図示のようにチップ
搭載エリアの下方に対応する面だけでなくその外側エリアに対応する面にも配置されてい
る。さらに、各パッド部３６Ｐを露出させて表面を覆うように保護膜としてのソルダレジ
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スト層３７が形成されている。
【００２４】
　このソルダレジスト層３７から露出するパッド部３６Ｐには、本装置１０をマザーボー
ド等のプリント配線板（実装用基板）に実装する際に使用されるはんだボール等の外部接
続端子３８が接合されるので、パッド部（Ｃｕ）３６Ｐ上にニッケル（Ｎｉ）めっき及び
金（Ａｕ）めっきをこの順に施しておく。これは、外部接続端子３８を接合したときのコ
ンタクト性を良くするため（Ａｕ層）と、このＡｕ層とパッド部（Ｃｕ）３６Ｐとの密着
性を高め、ＣｕがＡｕ層中へ拡散するのを防ぐため（Ｎｉ層）である。つまり、パッド部
３６ＰはＣｕ／Ｎｉ／Ａｕの３層構造となっている。
【００２５】
　なお、図示の例ではパッド部３６Ｐ上に外部接続端子３８を設けているが、これは必ず
しも設ける必要はない。要は、必要なときに外部接続端子を接合できるように当該パッド
部３６Ｐが露出していれば十分である。
【００２６】
　このように積層配線層３０は、搭載される半導体チップ２０の電極端子２１とマザーボ
ード等と接続するための外部接続端子３８とを整合させる（つまり、再配線を行う）ため
のものであり、図示のように、外部接続端子３８のエリアがチップ搭載エリアの周囲に拡
張された形態、いわゆる「ファンアウト構造」を有している。つまり、外部接続端子３８
は、本装置１０の実装面側の全面に亘り「グリッドアレイ」の態様で設けられている。
【００２７】
　一方、積層配線層３０上でチップ２０の周囲に配置されたフレーム４０は、後述するよ
うに本装置１０（特定的には積層配線層３０）の反りを防止するスティフナ（補強材）と
して機能し、このため、十分な機械的強度（剛性）を有した材料から形成されている。さ
らに好適には、熱膨張係数の小さい材料から構成されているのが望ましい。例えば、リー
ドフレームの母材として一般に使用されている鉄（Ｆｅ）もしくはその合金（４２％ニッ
ケル（Ｎｉ）－Ｆｅ合金など）や、銅（Ｃｕ）もしくはその合金（Ｃｕ－鉄（Ｆｅ）－燐
（Ｐ）など）等を用いることができる。このような金属材料の代わりに、ビルドアップ配
線基板のコア材を構成するガラスエポキシ樹脂等を使用してもよい。
【００２８】
　このフレーム４０と半導体チップ２０の側面周囲を覆う（もしくはチップ２０全体を埋
め込む）ように形成された封止樹脂４１は、チップ２０と積層配線層３０の一体的な構造
を保持し、この一体的な構造をフレーム４０と共に固定化するためのものである。封止樹
脂４１の材料としては、例えば、モールド樹脂として一般に使用されている熱硬化性エポ
キシ樹脂や、アンダーフィル樹脂として一般に使用されている液状エポキシ樹脂等を用い
ることができる。
【００２９】
　本実施形態に係る半導体装置１０は、上述したようにパッケージとしての役割を果たす
積層配線層３０に半導体チップ２０が一体化された態様で、チップ２０の電極端子２１が
形成されている側と反対側の面が露出するように（もしくはチップ２０全体を埋め込むよ
うに）封止樹脂４１で埋め込み、さらに、チップ２０の電極端子２１から直接配線パター
ンをひき出して積層配線層３０による再配線により、外部接続端子３８（もしくはパッド
部３６Ｐ）がチップ搭載エリアの下方に対応する面だけでなくその外側エリアに対応する
面にも配置されるように構成したことを特徴とする。さらに、パッケージ（積層配線層３
０）上でチップ２０の側面周囲を囲むようにフレーム４０（スティフナ）を配置したこと
を特徴とする。
【００３０】
　次に、本実施形態に係る半導体装置１０（図１）を製造する方法について、その製造工
程の一例を示す図２及び図３を参照しながら説明する。なお、図３（ａ）以降の各工程に
示す断面図では、図１に示した構成の一部分（積層配線層３０の部分）を簡略化して示し
ている。
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【００３１】
　先ず最初の工程では（図２（ａ）参照）、搭載するチップの大きさ（ダイサイズ）に応
じてそのサイズより大きめの開口部ＯＰを備えたフレーム４０を用意する。このフレーム
４０を構成する材料としては、上述したように十分な機械的強度（剛性）を有し、さらに
熱膨張係数の小さい材料であれば十分である。例えば、リードフレームの母材として使用
されている銅（Ｃｕ）の薄板を用意し、プレス加工もしくはエッチング加工により、この
金属（Ｃｕ）板に所要の大きさの矩形状の開口部ＯＰを形成する。図示の例では、簡単化
のために１つの開口部ＯＰ（１つのフレーム４０）のみを示しているが、実際には複数の
開口部ＯＰ（複数のフレーム４０）が配列されている。
【００３２】
　次に、このようにして用意されたフレーム４０を、片面に粘着剤が塗布されたテープ状
の基材（例えば、ポリイミド樹脂等のテープ）５０の粘着剤が塗布されている側の面に貼
り付ける。このテープ５０は、後述するチップ２０を規定の位置に搭載するための一時的
な基材としての役割を果たす。
【００３３】
　次の工程では（図２（ｂ）参照）、あらかじめ別工程で作製しておいたシリコンチップ
２０を、その回路構成をしている面（電極端子２１が形成されている側の面）を下にした
フェースダウン実装の態様で、フレーム４０内の開口部ＯＰに対応する部分のテープ５０
上に搭載する（ダイ・アタッチ）。
【００３４】
　搭載するチップ２０は、ウエハレベルパッケージのプロセスを用いて作製することがで
きる。例えば、所定の大きさ（８インチ又は１２インチ）のシリコンウエハに対し、その
一方の面側に所要のデバイスプロセスを施して複数のデバイスをアレイ状に作り込み、そ
のデバイスが形成されている側の面に窒化シリコン（ＳｉＮ）やリンガラス（ＰＳＧ）等
からなるパッシベーション膜を形成し、各デバイス上に所要のパターンで形成されたアル
ミニウム（Ａｌ）の配線層の一部分に画定されるパッド（電極端子２１）に対応する部分
のパッシベーション膜をレーザ等により除去し、さらにウエハを所定の厚さに薄く研削し
た後、ダイサー等により各デバイス単位に個片化することで、図示のように一方の面に電
極端子２１が露出したチップ（ダイ）２０を得ることができる。
【００３５】
　各デバイス単位に個片化する際には、そのウエハを、ダイシング用フレームに支持され
たダイシング用テープ上に、ダイ・アタッチ・フィルムを介在させて、ウエハのデバイス
が作り込まれている側と反対側の面を接着させて搭載し、ダイサーのブレードにより、各
デバイスの領域を画定する線に沿ってウエハを切断した後、切断分割された各チップ（ダ
イ）２０をピックアップする。その際、個々のチップ（ダイ）２０にはダイ・アタッチ・
フィルムが付いているが、図２（ｂ）の例ではその図示を省略している。
【００３６】
　チップ（ダイ）２０をテープ５０上の規定の位置に搭載する際には、例えば、フレーム
４０上にアライメントマークを付けておき、このマークを顕微鏡等で読み取り、その検出
位置に従ってチップ２０を搭載する。
【００３７】
　次の工程では（図２（ｃ）参照）、テープ５０に貼り付けられたフレーム４０の上面及
び内側側面と、テープ５０上に搭載されたチップ２０の側面とを覆うように封止樹脂４１
で封止する。この樹脂封止は、モールディング用の金型（上型と下型）を用いて熱とプレ
スによる圧縮成形を行うことで、実施することができる。
【００３８】
　封止樹脂４１の材料としては、モールド樹脂として使用されている熱硬化性エポキシ樹
脂や、アンダーフィル樹脂として使用されている液状エポキシ樹脂等を使用することがで
きる。また、その形態としては、液状の樹脂に限らず、タブレット状の樹脂や粉末状の樹
脂でもよい。封止樹脂４１を充填する方法としては、トランスファモールドやインジェク



(8) JP 5005603 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

ションモールド、ポッティング等の方法を用いて実施することができる。あるいは、印刷
法によりペースト状の樹脂を塗布する方法でも可能である。
【００３９】
　なお、本工程において封止樹脂４１を充填した際にその一部がチップ２０の裏面（電極
端子２１が形成されている側と反対側の面）上に残存した場合には、例えば、機械研磨等
によりその樹脂面を研磨することで、チップ２０の裏面を露出させることができる。
【００４０】
　また、本工程ではチップ２０の裏面が露出するように樹脂封止を行っているが、搭載す
るチップの消費電力の大きさによっては、必ずしも露出させる必要はない。例えば、搭載
するチップがＭＰＵ（マイクロプロセッサユニット）等の消費電力の大きいチップでない
場合、当該チップから発生する熱も少量であるので、チップ保護の観点からチップ全体を
樹脂で埋め込むようにしてもよい。
【００４１】
　次の工程では（図２（ｄ）参照）、チップ２０を搭載する一時的な基材として利用した
ポリイミド樹脂等のテープ５０（図２（ｃ））を剥離し、除去する。この段階では、チッ
プ２０の電極端子２１が形成されている側の面（図示の例では、下側の面）には、剥離し
たテープ５０に塗布されていた粘着剤の一部が残存している可能性がある。
【００４２】
　そこで、次の工程では（図２（ｅ）参照）、その残存している可能性のある粘着剤を、
例えば、アッシング（Ｏ２ プラズマを用いたドライエッチング）で除去する。これによ
って、フレーム４０と共にチップ２０の電極端子２１が露出する。
【００４３】
　次の工程では（図３（ａ）参照）、チップ２０の電極端子２１とフレーム４０が露出し
ている側の面に直接絶縁層３１を形成し、その所定の箇所に開口部ＶＨを形成する。例え
ば、フォトリソグラフィにより、チップ２０の電極端子２１が形成されている側の面に感
光性のポリイミド樹脂を塗布し、このポリイミド樹脂のソフトベーク（プリベーク）処理
を行った後、マスク（図示せず）を用いて露光及び現像（ポリイミド樹脂層のパターニン
グ）を行い、さらにハードベーク（ポストベーク）処理を行い、図示のように所定の箇所
に開口部ＶＨを有する絶縁層（ポリイミド樹脂層）３１を形成する。その際、ポリイミド
樹脂層のパターニングは、チップ２０の電極端子２１の形状（配列）に従うように行う。
従って、露光及び現像を行うと、図示のように電極端子２１に対応する部分のポリイミド
樹脂層３１が除去されて、電極端子２１に到達する開口部ＶＨが形成される。
【００４４】
　次の工程では（図３（ｂ）参照）、セミアディティブ法などにより、開口部ＶＨを充填
して電極端子２１に直接接続される所要形状の配線層（パターン）３２を形成する。具体
的な一例を説明すると、以下の通りである。
【００４５】
　先ず、絶縁層３１が形成されている側の全面に、スパッタリングや無電解めっき等によ
りシード層を形成する。例えば、全面にクロム（Ｃｒ）又はチタン（Ｔｉ）をスパッタリ
ングにより堆積させ（密着金属層：Ｃｒ層又はＴｉ層）、さらにその上に銅（Ｃｕ）をス
パッタリングにより堆積させることで、２層構造のシード層を形成することができる。次
いで、シード層の表面（Ｃｕ層表面）の脱水ベークを行い、液状のフォトレジストを塗布
して乾燥させた後、マスク（図示せず）を用いて露光及び現像（フォトレジストのパター
ニング）を行い、レジスト層を形成する。このフォトレジストのパターニングは、形成す
べき配線パターンの形状に従うように行う。液状のフォトレジストの代わりに、感光性の
ドライフィルムを貼り付けて、そのパターニングを行ってもよい。
【００４６】
　次に、このパターニングされたレジスト層をマスクにして、シード層を給電層として利
用した電解Ｃｕめっきにより、所要の形状にＣｕの配線層（再配線層）３２を形成する。
この後、有機溶剤を含む剥離液を用いてフォトレジストを除去する。フォトレジストの代
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わりにドライフィルムを使用した場合には、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）やモノエタノ
ールアミン系などのアルカリ性の薬液を用いてドライフィルムを剥離し、除去する。
【００４７】
　さらに、ウエットエッチングにより、露出しているシード層を除去する。この場合、先
ずＣｕを溶かすエッチング液でシード層の上層部分のＣｕ層を除去し、次にＣｒ又はＴｉ
を溶かすエッチング液で下層部分の密着金属層（Ｃｒ層又はＴｉ層）を除去する。これに
よって、図示のように絶縁層３１が露出する。この後、所定の表面洗浄等を行う。なお、
Ｃｕを溶かすエッチング液を用いた時、再配線層３２を構成するＣｕも除去されてそのパ
ターンが断線するように見えるが、実際にはかかる不都合は生じない。その理由は、上述
したようにシード層の上層部分はＣｕのスパッタリングにより形成されるためその膜厚は
ミクロンオーダー以下であるのに対し、再配線層３２は電解Ｃｕめっきにより形成される
ためその膜厚は少なくとも１０μｍ程度であるので、シード層のＣｕは完全に除去されて
も、再配線層３２（Ｃｕ）についてはその表層部分のみが除去される程度であり、再配線
パターンが断線することはないからである。
【００４８】
　このように開口部ＶＨを充填してチップ２０の電極端子２１に接続される配線層３２を
形成した後、図３（ａ）及び（ｂ）の工程で行った処理と同様の処理を繰り返して所要の
層数となるまで、絶縁層３３，３５と配線層３４，３６を交互に積み重ねて積層し、積層
配線層３０（図１参照）を形成する。
【００４９】
　次の工程では（図３（ｃ）参照）、最外層の配線層３６の所定の箇所に画定されたパッ
ド部３６Ｐが露出するように全面を覆ってソルダレジスト層３７を形成する。さらに、そ
の露出しているパッド部３６ＰにＮｉ／Ａｕめっきを施す。
【００５０】
　最後の工程では（図３（ｄ）参照）、ソルダレジスト層３７から露出しているパッド部
３６Ｐに、表面処理剤としてのフラックスを塗布した後、外部接続端子３８として用いる
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。その後、
表面を洗浄してフラックスを除去する。
【００５１】
　さらに、ダイサー等により、個々のデバイス（１個のチップ２０とその周囲に配置され
たフレーム４０を含む部分）単位に分割して、本実施形態の半導体装置１０（図１）を得
ることができる。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係る半導体装置１０（図１）及びその製造方法（図
２、図３）によれば、半導体チップ２０と一体化された態様で設けられた積層配線層３０
は、このチップ２０を搭載するパッケージとして機能し、このパッケージを構成する所要
の数の配線層３２，３４，３６は、チップ２０の電極端子２１から直接ひき出された配線
パターン（配線層３２）が、チップ搭載エリアの下方に対応する面及びその外側エリアに
対応する面にそれぞれ設けられた外部接続端子３８（もしくはパッド部３６Ｐ）に電気的
に繋がるようにそれぞれパターン形成されている。かかる構成により、従来のダイサイズ
パッケージでは実現できなかったファンアウト構造のパッケージ（積層配線層３０）を実
現することができる。従って、高密度化・多端子化の要求に伴い外部接続端子の数を増や
す必要が生じた場合でも、その要求に十分応えることができる。
【００５３】
　また、積層配線層３０を構成する各配線層３２，３４，３６を形成するにあたり、薄膜
配線ルール（ウエハレベルパッケージのプロセス）を使用できるため、配線の微細化が容
易となり、層数を可及的に減らすことができる。これは、パッケージの薄型化、ひいては
小型化に寄与する。
【００５４】
　また、搭載したチップ２０の側面周囲を囲むように十分な機械的強度を有したフレーム
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４０を配置し、チップ２０と共に封止樹脂４１で埋め込んで固定化しているので、パッケ
ージ全体として剛性が高められている。これにより、例えば、本装置１０をインターポー
ザ等に実装する際に、その隙間に充填されるアンダーフィル樹脂の熱硬化に伴いその界面
に熱膨張係数の違いに応じた応力が発生しても、フレーム４０の介在によりパッケージ全
体が補強されているので、パッケージが「反る」といった不都合は生じない。
【００５５】
　また、搭載したチップ２０の裏面（電極端子２１が形成されている側と反対側の面）が
露出しているので、当該チップ２０から発生する熱を直接外部に放散することができ、放
熱効果という点で有利である。特に、ＭＰＵ（マイクロプロセッサユニット）等の消費電
力の大きいチップを搭載した場合に有効である。
【００５６】
　上述した実施形態に係る半導体装置１０の製造方法（図２、図３）では、ダイ・アタッ
チの工程（図２（ｂ））においてチップ（ダイ）２０をテープ５０上の規定の位置に搭載
する際に、リードフレームの母材である銅（Ｃｕ）板（フレーム４０）に付けたアライメ
ントマークを顕微鏡等で読み取ることでチップ２０の位置合わせを行うようにしたが、ア
ライメントマークを付す対象物である銅（Ｃｕ）板などの部材は、顕微鏡等でそのマーク
の位置を読み取ったときに必ずしも高い精度で読み取れるとは限らない。そこで、この点
を改善した実施形態について、図４を参照しながら説明する。
【００５７】
　図４は、本実施形態に係る半導体装置１０（図１）の製造工程の他の例（一部）を示し
たものであり、図２（ａ）～（ｅ）に示した工程に対応している。
【００５８】
　この実施形態に係る製造方法（図４）では、上述した実施形態に係る製造方法（図２）
と比べて、最初の工程（図４（ａ））において開口部ＯＰを備えたフレーム４０をポリイ
ミド樹脂等のテープ５０に貼り付ける際に、あらかじめ薄膜配線プロセスを用いて高い精
度（１μｍ以下）のアライメントパターンＡＰが形成された基材５１（例えば、シリコン
基板やガラス基板など）をテープ５０の下側に配置した点、次の工程（図４（ｂ））にお
いてダイ・アタッチを行う際に、テープ５０を透かして見えるアライメントパターンＡＰ
を顕微鏡等で読み取り、そのパターン位置に合わせてチップ（ダイ）２０を搭載した点、
図４（ｄ）の工程においてテープ５０を剥離する際に、アライメントパターンＡＰの付い
た基材５１も併せて剥離した点で相違している。他の工程については、上述した実施形態
に係る製造方法（図２、図３）と同じであるのでその説明は省略する。
【００５９】
　図４に示す製造方法によれば、上述した実施形態に係る製造方法（図２、図３）により
得られた効果に加え、さらに、薄膜配線プロセスを用いて高い精度で形成されたアライメ
ントパターンＡＰを読み取ってチップ２０の位置合わせを行うようにしているので、テー
プ５０上に搭載される各チップ２０を高精度で整列させることができるというメリットが
得られる。
【００６０】
　図５は、上述した実施形態に係るファンアウト構造のパッケージ（積層配線層３０）を
備えた半導体装置１０（図１）の適用例を示したものであり、半導体装置１０をインター
ポーザ６０に実装した場合の構成（断面構造）を示している。
【００６１】
　図示のインターポーザ６０の構成では、絶縁性基材６１の両面にそれぞれ配線層６２，
６３が形成され、絶縁性基材６１の所要箇所に設けたスルーホール（に充填された導体）
を介して各配線層６２，６３が相互に接続されている。さらに絶縁性基材６１及び各配線
層６２，６３上にそれぞれ絶縁層６４，６５が形成され、さらにその上に形成された各配
線層６６，６７が、各絶縁層６４，６５に形成されたビアホールに充填された導体（それ
ぞれ配線層６６，６７を構成する材料の一部分）を介して接続されている。つまり、４層
の配線層６２，６３，６６，６７が積層された構造を有している。
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【００６２】
　また、半導体装置１０が実装される側の配線層（図示の例では、最上層の配線層６６）
には、半導体装置１０の外部接続端子（はんだバンプ等）３８の位置に対応する箇所にパ
ッド部６６Ｐが画定され、これと反対側の最下層の配線層６７には、マザーボード等に実
装する際に用いられるはんだバンプ等の接続端子（図示せず）の位置に対応する箇所にパ
ッド部６７Ｐが画定されている。また、インターポーザ６０の両面には、各配線層６６，
６７のパッド部６６Ｐ，６７Ｐを露出させて全面を覆うようにして保護膜（ソルダレジス
ト層）６８，６９が形成されており、さらに、各保護膜６８，６９から露出している各配
線層のパッド部６６Ｐ，６７ＰにＮｉ／Ａｕめっきが施されている。
【００６３】
　この構造（図５）によれば、以下のメリットが得られる。すなわち、前述したように従
来のパッケージ（配線基板もしくはインターポーザ）の構造では、チップ実装時のアンダ
ーフィル樹脂の硬化収縮に起因する「反り」を小さくするために相当の厚み（多層）を有
する必要があり、また、当該パッケージにとって必要なファンアウト構造を実現するため
には、配線パターンの幅やビアの制約から多層構造となるのが一般的であった。
【００６４】
　これに対し、本実施形態に係る半導体装置１０の構成では、上述したように半導体チッ
プ２０の各電極端子２１から直接配線パターン（配線層３１）がひき出され、そのひき出
された各配線パターンが、積層配線層３０における再配線により、チップ搭載エリアの下
方に対応する面だけでなくその外側エリアに対応する面にも設けられたそれぞれの外部接
続端子３８もしくはパッド部３６Ｐに接続されている（ファンアウト構造）。従って、か
かるファンアウト構造を内蔵した半導体装置１０をインターポーザと接続する場合、図５
に例示するような４層程度のインターポーザ６０と接続することで、所要のファンアウト
構造を実現することができる。つまり、図５に示す構造によれば、従来のような多層配線
構造のパッケージが不要となり、その結果、製造コストの低減化及び製造期間の短縮化に
寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施形態に係るファンアウト構造のパッケージを備えた半導体装置の
構成を示す断面図である。
【図２】図１の半導体装置の製造工程の一例を示す断面図である。
【図３】図２の製造工程に続く製造工程を示す断面図である。
【図４】図１の半導体装置の製造工程の他の例（一部）を示す断面図である。
【図５】図１のファンアウト構造のパッケージを備えた半導体装置の適用例を示す断面図
である。
【符号の説明】
【００６６】
１０…半導体装置、
２０…半導体チップ（半導体素子）、
２１…電極端子（バンプ）、
３０…積層配線層（パッケージ）、
３１，３３，３５…絶縁層、
３２，３４，３６…配線層（再配線層）、
３７…ソルダレジスト層（絶縁層）、
３８…外部接続端子、
４０…フレーム、
４１…封止樹脂、
５０…テープ（片面に粘着剤が塗布された基材）、
５１…アライメントパターンの付いた基材、
６０…インターポーザ、
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ＡＰ…アライメントパターン。

【図１】 【図２】
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【図５】
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