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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の配線層が絶縁層を介在させて積層され、半導体素子が搭載される第１面側と、該
第１面側と反対側に位置する第２面側とを有する配線基板であって、
　前記第１面側に位置する最外層の絶縁層に埋設され、搭載される半導体素子と電気的に
接続されるインターポーザと、
　前記第２面側に位置する最外層の絶縁層に埋設されたシート状部材とを有し、
　前記インターポーザと前記シート状部材は、互いに対称となる位置に配設されており、
　前記シート状部材は、その厚さ方向に貫通する開口部を有し、
　前記開口部を通して基板内部の配線層と前記配線基板の第２面側に位置する最外層の絶
縁層上に形成された第２外部接続用パッドとが電気的に接続されていることを特徴とする
配線基板。
【請求項２】
　前記インターポーザは、前記配線基板の第１面側に位置する最外層の絶縁層の中央部分
に埋設されており、
　前記インターポーザが埋設されている部分の周囲の領域には、前記配線基板の第１面側
に位置する最外層の絶縁層から露出する第１外部接続用パッドが設けられていることを特
徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１外部接続用パッドは、前記配線基板の第１面側に位置する最外層の絶縁層の表
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面が凹部状に基板内部に後退した位置に設けられていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記インターポーザの第１面側には、前記配線基板の第１面側に露出して、搭載される
半導体素子と電気的に接続されるパッドが設けられ、
　前記インターポーザの第１面側と反対側に位置する第２面側には、前記配線基板の第１
面側に位置する最外層の絶縁層に形成された導体ビアと直接接続されるパッドが設けられ
ていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記シート状部材の側壁部は、前記配線基板の第２面側に位置する最外層の絶縁層によ
って覆われていることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項６】
　支持基材上にインターポーザを搭載する工程と、
　前記支持基材上に、前記インターポーザを被覆するように絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層にビアホールを形成し、該絶縁層上に、該ビアホールを介して前記インター
ポーザと電気的に接続される配線層を形成する工程と、
　絶縁層と配線層を交互に積層する工程と、
　前記積層した絶縁層上に、開口部を有するシート状部材を積層する工程と、
　前記開口部を有するシート状部材を被覆するように絶縁層を形成して、該シート状部材
を埋設する工程と、
　前記埋設した絶縁層上に、前記シート状部材の開口部の位置に対応させてビアホールを
形成し、該ビアホールを介して下層の配線層と電気的に接続される最外層の配線層を形成
する工程と、
　前記支持基材を除去する工程と、を含むことを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記支持基材上にインターポーザを搭載する工程の前に、前記支持基材上の前記インタ
ーポーザが搭載される部分の周囲の領域に第１外部接続用パッドを形成する工程を含み、
　前記支持基材上に前記絶縁層を形成する工程において、前記支持基材上に、前記インタ
ーポーザと共に前記第１外部接続用パッドを被覆するように当該絶縁層を形成し、
　前記絶縁層上に前記配線層を形成する工程において、前記絶縁層に複数のビアホールを
形成し、該絶縁層上に、該複数のビアホールを介してそれぞれ前記インターポーザと前記
第１外部接続用パッドとに電気的に接続される当該配線層を形成する、ことを特徴とする
請求項６に記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　前記シート状部材を絶縁層で被覆して埋設する工程において、前記シート状部材の側壁
部も被覆するように当該絶縁層を形成することを特徴とする請求項６又は７に記載の配線
基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配線基板及びその製造方法に関し、特に、半導体素子を実装するためのイン
ターポーザを内蔵した配線基板及びその製造方法に関する。
【０００２】
　かかる配線基板は、半導体素子を実装するという点で、以下の記述では便宜上、「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】
　多層構造の配線基板を製造する技術として、従来よりビルドアップ法が広く用いられて
いるが、最近では配線基板の更なる薄型化を図るべく、コア基板を除去した構造の配線基
板（「コアレス基板」とも呼ばれている。）が採用されている。
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【０００４】
  しかし、かかるコアレス基板等の薄型基板では、コアの部分が無いために基板全体の剛
性が小さく、反りが発生し易いという問題がある。特に、半導体素子（代表的にはシリコ
ンチップ）の実装時においてチップと基板間の端子接続のためのはんだリフローを行う際
や、アンダーフィル樹脂を充填する際、さらには２次実装時（チップ実装後の基板のマザ
ーボード等への実装時）においてはんだリフローを行う際にも相当の熱が基板に加わるた
め、その反りが顕著に表れる。
【０００５】
　その一方で、半導体素子の高集積化・高機能化に伴い、これを実装する配線基板も配線
の微細化・高密度化が要求されている。かかる配線基板の基材には、主として有機樹脂が
用いられている。しかし、有機樹脂を用いた基板は、その表面が平坦性を有するものでは
なく、微細化に対応させることには限界がある。
【０００６】
　そこで、微細化が可能なシリコンインターポーザを介在させて半導体素子を配線基板に
実装した構造も提案されている。
【０００７】
　かかる従来技術に関連する技術としては、例えば、下記の特許文献１に記載されるよう
に、コアレス基板にインターポーザをビア接続した基板構造がある。また、他の技術とし
ては、下記の特許文献２に記載されるように、コアレス基板にインターポーザを内蔵させ
たものもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１３０１０４号公報
【特許文献２】特開２０１０－２３９１２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように従来のコアレス基板等の薄型基板では、基板全体の剛性が小さいため、
半導体素子の実装時等において反りが発生し易いという問題があった。このため、従来よ
り様々な方策が採られている。
【００１０】
　しかしながら、有機樹脂を母材とする配線基板全体としての弾性率及び熱膨張係数（Ｃ
ＴＥ）は、実装される半導体素子（その母材はシリコン）の弾性率及びＣＴＥと乖離して
いるため、十分な反り対策を施すことができていないのが現状である。
【００１１】
  以上に鑑み、半導体素子の実装時等において発生し得る基板の反りを低減することがで
きる配線基板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】
【００１２】
　上記の課題を解決するため、一観点によれば、複数の配線層が絶縁層を介在させて積層
され、半導体素子が搭載される第１面側と、該第１面側と反対側に位置する第２面側とを
有する配線基板であって、前記第１面側に位置する最外層の絶縁層に埋設され、搭載され
る半導体素子と電気的に接続されるインターポーザと、前記第２面側に位置する最外層の
絶縁層に埋設されたシート状部材とを有し、前記インターポーザと前記シート状部材は、
互いに対称となる位置に配設されており、前記シート状部材は、その厚さ方向に貫通する
開口部を有し、前記開口部を通して基板内部の配線層と前記配線基板の第２面側に位置す
る最外層の絶縁層上に形成された第２外部接続用パッドとが電気的に接続されていること
を特徴とする配線基板が提供される。
【００１３】
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　上記の課題を解決するため、他の観点によれば、支持基材上にインターポーザを搭載す
る工程と、前記支持基材上に、前記インターポーザを被覆するように絶縁層を形成する工
程と、前記絶縁層にビアホールを形成し、該絶縁層上に、該ビアホールを介して前記イン
ターポーザと電気的に接続される配線層を形成する工程と、絶縁層と配線層を交互に積層
する工程と、前記積層した絶縁層上に、開口部を有するシート状部材を積層する工程と、
前記開口部を有するシート状部材を被覆するように絶縁層を形成して、該シート状部材を
埋設する工程と、前記埋設した絶縁層上に、前記シート状部材の開口部の位置に対応させ
てビアホールを形成し、該ビアホールを介して下層の配線層と電気的に接続される最外層
の配線層を形成する工程と、前記支持基材を除去する工程と、を含むことを特徴とする配
線基板の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１４】
　一観点に係る配線基板によれば、インターポーザとシート状部材は、配線基板の上下方
向（基板面と直交する方向）において互いに対称となる位置に配設されている。つまり、
インターポーザと対称構造をなすように配設されたシート状部材の存在により、基板全体
が補強された構造となり、その剛性が高められている。
【００１５】
　これにより、インターポーザ上への半導体素子の実装時及びそれ以降の２次実装時など
において配線基板に熱が加わった時でも、シート状部材はインターポーザと協働して、上
下方向での弾性率及び熱膨張係数（ＣＴＥ）の分布がほぼ対称系となるように機能する。
その結果、基板に発生し得る反りを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係る配線基板（半導体パッケージ）の構成を示す断面図である
。
【図２】図１の配線基板に半導体素子等を実装した場合の一構成例（半導体装置）を示す
断面図である。
【図３】図１の配線基板の製造工程の一例（その１）を示す断面図である。
【図４】図３の工程に続く製造工程（その２）を示す断面図である。
【図５】図４の工程に続く製造工程（その３）を示す断面図である。
【図６】図５の工程に続く製造工程（その４）を示す断面図である。
【図７】図６の工程に続く製造工程（その５）を示す断面図である。
【図８】図７の工程に続く製造工程（その６）を示す断面図である。
【図９】図５（ａ）の工程で行う処理を補足説明するための処理工程を示す断面図である
。
【図１０】図６（ｃ）の工程で行う処理を補足説明するための処理工程の一例を示す断面
図である。
【図１１】図６（ｃ）の工程で行う処理を補足説明するための処理工程の他の例を示す断
面図である。
【図１２】図１の配線基板の製造工程の他の例（図３（ａ）～（ｅ）の工程で行う処理に
相当する部分のみ）を示す断面図である。
【図１３】第２の実施形態に係る配線基板（半導体パッケージ）の構成を示す断面図であ
る。
【図１４】図１３の配線基板を用いてＰＯＰ構造を実現した場合の一構成例（半導体装置
）を示す断面図である。
【図１５】図１３の配線基板の製造工程の一例（その１）を示す断面図である。
【図１６】図１５の工程に続く製造工程（その２）を示す断面図である。
【図１７】図１６の工程に続く製造工程（その３）を示す断面図である。
【図１８】図１の実施形態の一変形例に係る配線基板の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　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。
【００１８】
　（第１の実施形態…図１～図１２、図１８参照）
　図１は第１の実施形態に係る配線基板（半導体パッケージ）の構成を断面図の形態で示
したものである。
【００１９】
　本実施形態の配線基板（パッケージ）１０は、複数の配線層１３，１５，１７，２１が
絶縁層（具体的には樹脂層）１２，１４，１６，１８，２０を介在させて積層され、各絶
縁層にそれぞれ形成されたビアホールに充填された導体（ビア１３ａ，１５ａ，１７ａ，
２１ａ）を介して層間接続された構造を有している。つまり、この配線基板１０は、一般
的なビルドアップ多層配線板（コア基材の両面にビルドアップ層を順次積層していくもの
）とは違い、コア基材を含まない「コアレス基板」の形態を有している。
【００２０】
　各絶縁層１２，１４，１６，１８，２０の材料としては、ビルドアップ樹脂として広く
使用されているエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂、フェノール樹脂等の有機樹脂が用い
られる。また、各配線層１３，１５，１７，２１の材料としては、代表的に銅（Ｃｕ）が
用いられる。
【００２１】
　配線基板（パッケージ）１０の第１面側（図１の例では上側：インターポーザ３０が搭
載される側）の最外層の絶縁層１２（具体的には樹脂層）には、その中央の部分に凹部Ｃ
Ｐが設けられ、この凹部ＣＰ内にインターポーザ３０が搭載（埋設）されている。凹部Ｃ
Ｐを平面視したときの形状は、その内部に搭載されるインターポーザ３０の外形に合わせ
て、例えば、矩形状に形成されている。このインターポーザ３０上には、後述するように
半導体素子（チップ）が実装される。
【００２２】
　本実施形態では、配線の微細化を図るために、インターポーザ３０の母材として無機材
料（具体的にはシリコン）を使用している。そして、同じくシリコンを母材とする半導体
素子（チップ）を、有機樹脂を基材とする配線基板１０にインターポーザ３０を介在させ
て実装することにより、チップにてファインピッチで形成されたパッドを、再配線が形成
されたインターポーザ３０によって容易にピッチ変換できるようにしている。インターポ
ーザ３０の母材の材料としては、シリコン以外にも、セラミック材や石英ガラス等の無機
材料が使用され得る。このインターポーザ３０の具体的な構造及びその製造方法について
は後で説明する。
【００２３】
　インターポーザ３０には、その両面に電極パッド３２，３５が設けられている。インタ
ーポーザ３０の第１面側（図１の例では上側：半導体素子が搭載される側）のパッド３２
は、インターポーザ３０の表面に露出している（具体的には、図９に例示するようにパッ
シベーション膜３３の表面と同一面に露出している）。一方、インターポーザ３０の第２
面側（図１の例では下側：インターポーザ３０の第１面側とは反対側の面）のパッド３５
は、インターポーザ３０の第２面側の表面から突出するように設けられている。このパッ
ド３５は、配線基板１０の最外層の絶縁層１２に形成されたビア１３ａに直接接続されて
いる。
【００２４】
　また、最外層の絶縁層１２には、凹部ＣＰ（第１凹部：インターポーザ３０が搭載され
る凹部）の周囲の領域に複数のパッドＰ１（第１外部接続用パッド）が配置されている。
各パッドＰ１は、配線基板１０を平面視するとペリフェラル状に配列されており、図１に
示すように配線基板１０の表面と同一面に露出するように設けられている。このパッドＰ
１は、例えば、下層側から順に銅（Ｃｕ）層Ｍ３、ニッケル（Ｎｉ）層Ｍ２、金（Ａｕ）
層Ｍ１が積層された３層構造となっている。
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【００２５】
　インターポーザ３０の第１面側に設けられたパッド３２には、半導体素子の電極パッド
がはんだバンプ等を介して接続されるようになっている。一方、インターポーザ３０の周
囲に配置されたパッドＰ１には、チップキャパシタ等の受動素子の電極端子がはんだ等を
介して接続されるようになっている。このため、その接続を容易にするために、あらかじ
め各パッド３２，Ｐ１に適量のはんだ２３，２４を被着させている。このようなプリコー
ト（はんだの被着）は、濡れ性を長期間維持でき、特にインターポーザ３０上のパッド３
２に対しては銅（Ｃｕ）の酸化を防ぐという点で有効である。
【００２６】
　ただし、このようなプリコートは必ずしも施しておく必要はなく、後で必要なときに半
導体素子や受動素子等の電極端子を接続できるようにパッド３２，Ｐ１を露出させた状態
のままにしておいてもよい。この場合、インターポーザ３０のパッド３２については、そ
の表面に適当な表面処理（Ｎｉ／Ａｕめっき等）を施しておくのが望ましい。
【００２７】
　一方、配線基板１０の第２面側（図１の例では下側：配線基板１０の第１面側とは反対
側の面）には、保護膜としてのソルダレジスト層２２が設けられている。このソルダレジ
スト層２２は、最外層の配線層（図１の例では配線層２１）の所要の箇所に画定されたパ
ッドＰ２（第２外部接続用パッド）の部分を露出させて、その一部を覆うように形成され
ている。このソルダレジスト層２２から露出する各パッドＰ２は、ビア２１ａ、配線層１
７（ビア１７ａ）、配線層１５（ビア１５ａ）及び配線層１３（ビア１３ａ）を介して、
それぞれインターポーザ３０のパッド３５及び受動素子搭載用のパッドＰ１に接続されて
いる。
【００２８】
　ソルダレジスト層２２から露出するパッドＰ２には、本配線基板１０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などの外部接続端子が接合されるようになってい
る。そのため、接合の際のコンタクト性を良くするために適当な表面処理（Ｎｉ／Ａｕめ
っき等）を施しておくのが望ましい。
【００２９】
　さらに、配線基板１０の第２面側の最外層の絶縁層２０には、シート状部材４０が埋設
されている。このシート状部材４０は、本配線基板１０に埋設されたインターポーザ３０
に半導体素子を実装した後の上下方向（基板面と直交する方向）において弾性率及び熱膨
張係数（ＣＴＥ）の分布がほぼ対称系となるように設けられている。つまり、シート状部
材４０は、チップを実装した状態（例えば、図２の半導体装置５０）の上下方向において
弾性率及びＣＴＥの分布を調整して装置全体の反りを緩和する（反り量を小さくする）役
割を果たしている。
【００３０】
　このため、シート状部材４０には、本配線基板１０に実装される半導体素子（具体的に
は、シリコンチップ）の弾性率（約１９３ＧＰａ）及びＣＴＥ（約３ｐｐｍ／Ｋ）と同程
度の比較的高い弾性率及び比較的低いＣＴＥを有する材料を使用するのが望ましい。これ
により、半導体素子と配線基板１０との間のＣＴＥの差が小さくなり、半導体装置の反り
を抑制できるからである。
【００３１】
　ただし、反りの抑制の度合いは、配線基板１０の大きさや積層数、インターポーザ３０
を構成する材料及びその大きさ、シート状部材４０の配設位置やその大きさ等に依存して
多少の変動幅がある。本実施形態では、例えば、室温（２５℃）からリフロー温度域（２
３０～２６０℃前後）のいずれの状況下でも許容される反りの大きさ（反り量）を１００
μｍ以内に抑制することを前提として、弾性率が１３０ＧＰａよりも大きく５００ＧＰａ
以下の範囲内で、ＣＴＥが１０ｐｐｍ（１０×１０-6）／Ｋ以下の範囲内にある材料を選
択している。
【００３２】
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　従って、シート状部材４０の材料としては、弾性率及びＣＴＥが上記の範囲内であれば
金属材料、非金属材料を問わず、いずれも使用可能である。例えば、金属材料であれば、
４２合金（４２重量％ニッケル（Ｎｉ）－鉄（Ｆｅ）合金）、３６合金、コバール（Ｆｅ
５３％、Ｎｉ２８％、コバルト（Ｃｏ）１８％の合金）等が用いられる。非金属材料であ
れば、カーボンファイバクロス、セラミック材、石英ガラス等が用いられる。あるいは、
インターポーザ３０と同様にシリコンを使用してもよい。
【００３３】
　なお、シート状部材４０に金属材料を使用した場合、図１に示すように配線基板１０の
側面にシート状部材４０の側壁部４０Ｓを露出させると、その側壁部４０Ｓが酸化された
りする等の悪影響が及ぼされる可能性がある。よって、かかる不都合を確実に回避するた
めには、シート状部材４０の側壁部４０Ｓを露出させないように、最外層の絶縁層２０で
側壁部４０Ｓを覆うような配線基板１０ｂ（図１８参照）を形成してもよい。
【００３４】
　本パッケージ（配線基板１０）を構成する各部材の具体的な材料や大きさ、厚さ等につ
いては、後で詳述するプロセスの各工程中で適宜説明する。
【００３５】
　図２は、本実施形態の配線基板１０に半導体素子等を実装した場合の一構成例（半導体
装置）を断面図の形態で示したものである。
【００３６】
　図２に示す半導体装置５０において、配線基板１０の第１面側には、能動素子としての
半導体素子５１（例えば、ＣＰＵ等のシリコンチップ）と共に、受動素子としてのチップ
キャパシタ５５が実装されている。また、配線基板１０の第２面側には、外部接続端子と
してのはんだボール５８が接合されている。
【００３７】
　配線基板１０の第１面側に実装される半導体素子５１は、その電極パッド（端子）がは
んだバンプ５２等の導電性材料を用いてインターポーザ３０の対応するパッド３２（図１
参照）に電気的に接続されている（例えば、フリップチップ実装）。さらに、その実装さ
れたチップ５１とインターポーザ３０（配線基板１０）との間隙にアンダーフィル樹脂５
３（熱硬化性のエポキシ系樹脂等）が充填され、硬化されて、チップ５１が基板１０に固
定されている。
【００３８】
　チップキャパシタ５５は、その１対の電極端子がはんだ５６等の導電性材料を用いてパ
ッドＰ１に接続されている。本実施形態では、このパッドＰ１をチップキャパシタ搭載用
として利用しているが、チップキャパシタに代えて他の受動素子（抵抗素子やチップイン
ダクタ等）を搭載するのに利用してもよい。また、必要に応じて、本配線基板１０に他の
配線基板を上下方向に積層してＰＯＰ（パッケージ・オン・パッケージ）構造とする際の
接続用パッドＰ１として利用することも可能である（図１４参照）。
【００３９】
　一方、配線基板１０の第２面側においてソルダレジスト層２２から露出するパッドＰ２
には、本配線基板１０をマザーボード等の実装用基板に実装する際に使用されるはんだボ
ール５８が接合されている。図２の例では、はんだボール５８を接合したＢＧＡ（ボール
・グリッド・アレイ）の形態としているが、これに代えて、当該パッドＰ２に金属ピンを
接合したＰＧＡ（ピン・グリッド・アレイ）の形態としてもよい。あるいは、外部接続端
子（はんだボールや金属ピン等）を設けずに、当該パッドＰ２自体を外部接続端子として
利用してもよい。
【００４０】
　次に、本実施形態の配線基板１０を製造する方法について、その製造工程の一例を示す
図３～図８を参照しながら説明する。
【００４１】
　先ず最初の工程では（図３（ａ）参照）、ベースとなる仮基板（支持基材）ＢＳを用意
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する。この支持基材ＢＳの材料としては、後述するように最終的にはエッチングされるこ
とを考慮して、エッチング液で溶解可能な金属（例えば、銅（Ｃｕ））が用いられる。ま
た、支持基材ＢＳの形態としては、基本的には金属板もしくは金属箔で十分であるが、具
体的な例としては、本願出願人が以前に提案した「配線基板の製造方法及び電子部品実装
構造体の製造方法」（特開２００７－１５８１７４号公報）において開示されているよう
な形態のものを使用することができる。すなわち、プリプレグ（補強材のガラス布にエポ
キシ系樹脂、ポリイミド系樹脂等の熱硬化性樹脂を含浸させ、半硬化のＢステージ状態に
した接着シート）上に下地層及び銅箔を配置して加熱・加圧することにより得られた構造
体を、支持基材ＢＳとして好適に使用することができる。
【００４２】
　次の工程では（図３（ｂ）参照）、支持基材ＢＳ上にパターニング材料を使用してめっ
きレジスト（レジスト層）ＰＲ１を形成する。パターニング材料としては、感光性のドラ
イフィルム（レジスト材料をポリエステルのカバーシートとポリエチレンのセパレータシ
ートの間に挟んだ構造のもの）、液状のフォトレジスト（ノボラック系樹脂、エポキシ系
樹脂等の液状レジスト）等を用いることができる。例えば、ドライフィルムを使用する場
合、支持基材ＢＳの表面を洗浄後、ドライフィルムを熱圧着によりラミネートする。
【００４３】
　次の工程では（図３（ｃ）参照）、そのレジスト層ＰＲ１を所要の形状にパターニング
する。すなわち、凹部ＣＰ（図１）内に搭載されるインターポーザ３０を平面視したとき
の外形（例えば、矩形状）に応じた開口部ＯＰ１を有するようにパターニングを行う。
【００４４】
　例えば、レジスト層ＰＲ１としてドライフィルムをラミネートした場合には、このドラ
イフィルムを、所要の形状にパターニングされたマスクを用いて紫外線（ＵＶ）照射によ
る露光を施して硬化させる。さらに、所定の現像液を用いて当該部分をエッチング除去し
（開口部ＯＰ１の形成）、レジスト層ＰＲ１を形成する。液状のフォトレジストを用いた
場合にも、同様の工程を経て、レジスト層ＰＲ１を形成することができる。
【００４５】
　次の工程では（図３（ｄ）参照）、そのレジスト層ＰＲ１の開口部ＯＰ１から露出して
いる支持基材（Ｃｕ）ＢＳ上に、この支持基材ＢＳを給電層として利用した電解Ｃｕめっ
きにより、レジスト層ＰＲ１の厚さに応じためっき膜（Ｃｕ）ＭＰを形成する。
【００４６】
　次の工程では（図３（ｅ）参照）、めっきレジストとして用いたレジスト層ＰＲ１を除
去する。例えば、めっきレジストとしてドライフィルムを使用した場合には、水酸化ナト
リウムやモノエタノールアミン系等のアルカリ性の薬液を用いて除去することができ、ノ
ボラック系樹脂、エポキシ系樹脂等の液状レジストを使用した場合には、アセトンやアル
コール等を用いて除去することができる。これにより、支持基材（Ｃｕ）ＢＳ上にめっき
膜（Ｃｕ）ＭＰが一体化された構造体（凸状の支持基材ＢＳ１）が出来上がる。
【００４７】
　次の工程では（図４（ａ）参照）、支持基材ＢＳ１の凸状部分（めっき膜ＭＰ）が形成
されている側の面に、図３（ｂ）の工程で行った処理と同様にして、パターニング材料を
使用してめっきレジスト（レジスト層）ＰＲ２を形成する。例えば、ドライフィルムをラ
ミネートする。レジスト層ＰＲ２の厚さは、少なくとも支持基材ＢＳ１の凸状部分（めっ
き膜ＭＰ）を被覆し、かつ、形成すべきパッドＰ１の厚さに選定されている。
【００４８】
　次の工程では（図４（ｂ）参照）、図３（ｃ）の工程で行った処理と同様にして、めっ
きレジストＰＲ２を所要の形状にパターニングする。この場合、形成すべきパッドＰ１の
形状（例えば、円形状や矩形状等）に応じた開口部ＯＰ２を有するようにパターニングを
行う。
【００４９】
　次の工程では（図４（ｃ）参照）、そのレジスト層ＰＲ２の開口部ＯＰ２から露出して
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いる支持基材（Ｃｕ）ＢＳ１上に、この支持基材ＢＳ１を給電層として利用した電解めっ
きにより、受動素子（チップキャパシタ等）搭載用又はＰＯＰ接続用のパッドＰ１（第１
外部接続用パッド）を形成する。例えば、支持基材（Ｃｕ）ＢＳ１上にＡｕフラッシュめ
っきを施し（Ａｕ層Ｍ１）、更にＡｕ層Ｍ１上にＮｉめっきを施し（Ｎｉ層Ｍ２）、更に
Ｎｉ層Ｍ２上にＣｕめっきを施して（Ｃｕ層Ｍ３）、３層構造（Ａｕ／Ｎｉ／Ｃｕ）のパ
ッドＰ１を形成する。この層構成では、Ｎｉ層Ｍ２が、その上層のＣｕ層Ｍ３に含まれる
Ｃｕが下層のＡｕ層Ｍ１に拡散するのを防止するバリヤ層として機能する。
【００５０】
　図４（ｃ）の例では、３層構造（Ａｕ／Ｎｉ／Ｃｕ）のパッドＰ１を形成しているが、
パッドＰ１を構成する金属層の組成がこの例に限定されないことはもちろんである。他の
層構成として、例えば、Ａｕ／Ｐｄ／Ｎｉ／Ｃｕ、Ａｕ／Ｃｕなどを積層してもよい。要
は、パッドＰ１を構成する金属層のうち支持基材ＢＳ１に接している側の金属層が、最終
的に支持基材（Ｃｕ）ＢＳ１をエッチングしたときにそのエッチング液で溶解されない金
属から構成されていれば十分である。Ａｕ以外にも、例えば、銀（Ａｇ）、鉄（Ｆｅ）、
チタン（Ｔｉ）等を使用することが可能である。
【００５１】
　次の工程では（図４（ｄ）参照）、図３（ｅ）の工程で行った処理と同様にして、めっ
きレジストとして用いたレジスト層ＰＲ２を除去する。これにより、支持基材ＢＳ１上に
パッドＰ１が形成された構造体が出来上がる。
【００５２】
　次の工程では（図５（ａ）参照）、支持基材ＢＳ１の凸状部分（めっき膜ＭＰ）上に、
あらかじめ作製しておいたインターポーザ３０を搭載する。
【００５３】
　このインターポーザ３０の構造及びその搭載方法について、さらに図９を参照しながら
説明する。図９において、（ａ）はインターポーザ３０の断面構造を示している。このイ
ンターポーザ３０は、例えば、以下のようにして作製することができる。
【００５４】
　先ず、シリコン基板（ウエハ）３１の表面に熱酸化等によって酸化シリコン等の絶縁層
を形成した後、シリコン基板３１の第１の面（図９（ａ）の例では下側：図１において、
半導体素子が搭載される面）にパッド電極と一体の配線パターン３２を形成する。この配
線パターン（パッド）３２は、銅（Ｃｕ）のスパッタリングやめっき等により形成され、
フォトリソグラフィ技術を用いてパターニングされる。更に配線パターン（パッド）３２
が形成されている側の面に、その表面を保護するパッシベーション膜３３を形成する。こ
のパッシベーション膜３３は、窒化シリコンやリンガラス、ポリイミド樹脂等からなり、
パッド３２の部分を露出させて形成される。図９（ａ）の例では、パッシベーション膜３
３とパッド３２の表面を同一面としているが、この形態に限定されないことはもちろんで
あり、必要に応じて適宜変更することは可能である。
【００５５】
　次に、シリコン基板３１の第２の面（図９（ａ）の例では上側：シリコン基板３１の第
１の面と反対側の面）から所定の厚さ（例えば１００μｍ程度）に研削して薄化した後、
その第２の面から配線パターン（パッド）３２に向かって貫通孔を形成する。この貫通孔
は、例えば、レーザによる異方性ドライエッチングにより形成される。この貫通孔の形成
後、貫通孔の内壁及びシリコン基板３１の第２の面に、熱酸化等によって酸化シリコン等
の絶縁層を形成する。
【００５６】
　さらに、その貫通孔の内部に導電材料を充填してビア３４を形成後、シリコン基板（ウ
エハ）３１の他方の面に、パッド電極と一体の配線パターン３５を形成する。ビア３４及
び配線パターン（パッド）３５は、銅（Ｃｕ）のスパッタリングやめっき等により形成さ
れ、フォトリソグラフィ技術を用いてパターニングされる。さらに、配線パターン（パッ
ド）３５の表面をエッチング等により粗化して、凹凸状態にしておく。このようにパッド
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３５の表面を凹凸状態にしておくことで、このパッド３５上に形成される樹脂層との密着
性を高めることができる。
【００５７】
　この後、シリコン基板（ウエハ）３１をダイシングすることによって、個片化されたイ
ンターポーザ３０を得ることができる。このとき、インターポーザ３０の側面は、ダイサ
ーのブレードによる切断に起因して、凹凸状態となっている。従って、上記のパッド３５
の表面の凹凸状態と併せて、インターポーザ３０の周囲に接する樹脂層との密着性を更に
高めることができる。
【００５８】
　このようにして作製されたインターポーザ３０を、図９（ｂ）に示すように、そのパッ
シベーション膜３３が形成されている側の面（インターポーザ３０の第１面側）に絶縁接
着層３７（例えば、エポキシ系樹脂等のシート材）を介在させて、支持基材ＢＳ１の凸状
部分（めっき膜ＭＰ）上に搭載する。絶縁接着層３７は、パッシベーション膜３３と共に
、最終的に支持基材（Ｃｕ）ＢＳ１をエッチングしたときにそのエッチング液で溶解され
ないようにインターポーザ３０を保護する役割を果たす。
【００５９】
　再び図５を参照すると、次の工程では（図５（ｂ）参照）、インターポーザ３０が搭載
された支持基材ＢＳ１上に、このインターポーザ３０と共にその周囲のパッドＰ１を被覆
するように絶縁層１２を厚さ３０μｍ程度に形成する。この絶縁層１２の材料としては、
熱硬化性のエポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂等の有機樹脂が用いられる。形成方法とし
ては、例えば、エポキシ系樹脂フィルムを支持基材ＢＳ１上にラミネートし、この樹脂フ
ィルムをプレスしながら１３０～１５０℃の温度で熱処理して硬化させることにより、絶
縁層１２を形成することができる。
【００６０】
　次の工程では（図５（ｃ）参照）、この絶縁層１２の所要の箇所（インターポーザ３０
上のパッド３５及び支持基材ＢＳ１上のパッドＰ１の各位置に対応する部分）に、炭酸ガ
スレーザ、エキシマレーザ等による穴明け加工により、当該パッド３５，Ｐ１に達するビ
アホールＶＨ１，ＶＨ２を形成する。この例ではレーザによりビアホールＶＨ１，ＶＨ２
を形成しているが、絶縁層１２が感光性樹脂を用いて形成されている場合には、フォトリ
ソグラフィ技術を用いて所要のビアホールを形成することも可能である。
【００６１】
　次の工程では（図５（ｄ）参照）、ビアホールＶＨ１，ＶＨ２が形成された絶縁層１２
上に、セミアディティブ法やアディティブ法等により、各ビアホールＶＨ１，ＶＨ２を充
填して（ビア１３ａ）それぞれ下層のパッド３５，Ｐ１に接続される配線層１３を所要の
パターン形状に形成する。
【００６２】
　具体的には、先ず、無電解めっきやスパッタリング等により、ビアホールＶＨ１，ＶＨ
２の内部を含めて絶縁層１２上に銅（Ｃｕ）のシード層（図示せず）を形成後、形成すべ
き配線層１３の形状に応じた開口部を有するレジスト膜（図示せず）を形成する。次に、
このレジスト膜の開口部から露出しているシード層（Ｃｕ）上に、このシード層を給電層
として利用した電解Ｃｕめっきにより、配線層１３（ビア１３ａを含む）を厚さ５μｍ～
１０μｍ程度に形成する。この後、図３（ｅ）の工程で行った処理と同様にしてレジスト
膜を除去し、さらに、露出しているシード層をウエットエッチングにより除去する。
【００６３】
　なお、シード層のＣｕ層を除去したときに同時に配線層（Ｃｕ）１３の上層部分も除去
されるが、配線層１３の厚さはシード層と比べてかなり厚いため、配線層１３が断線する
といった問題は生じない。
【００６４】
　次の工程では（図６（ａ）参照）、図５（ｂ）～図５（ｄ）の工程で行った処理と同様
にして、所要の層数となるまで絶縁層と配線層を交互に積層する。本実施形態では、２層
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の絶縁層１４，１６と２層の配線層１５，１７が積層されている。先ず、絶縁層１２及び
配線層１３上に絶縁層１４を形成し、この絶縁層１４に、配線層１３の所要の箇所に画定
されたパッドの部分に達するビアホールを形成した後、このビアホールを充填して（ビア
１５ａの形成）当該パッドに接続される配線層１５を所要のパターン形状に形成する。さ
らに、絶縁層１４及び配線層１５上に絶縁層１６を形成し、この絶縁層１６に、配線層１
５の所要の箇所に画定されたパッドの部分に達するビアホールを形成した後、このビアホ
ールを充填して（ビア１７ａの形成）当該パッドに接続される配線層１７を所要のパター
ン形状に形成する。
【００６５】
　次の工程では（図６（ｂ）参照）、図５（ｂ）の工程で行った処理と同様にして、露出
している絶縁層１６及び配線層１７上に、配線層１７を被覆するように絶縁層１８を厚さ
１５μｍ程度に形成する。
【００６６】
　次の工程では（図６（ｃ）参照）、その絶縁層１８上に、上記の所定の範囲内にある弾
性率（１３０ＧＰａよりも大きく５００ＧＰａ以下）及びＣＴＥ（１０ｐｐｍ／Ｋ以下）
を有した材料からなるシート状部材４０を積層する。シート状部材４０としては、４２合
金、コバール、３６合金等の金属材料、セラミック材、石英ガラス、シリコン、カーボン
ファイバクロス等の非金属材料などが好適に用いられる。
【００６７】
　このシート状部材４０は、基本的には、熱圧着（加熱及び加圧）により絶縁層１８（エ
ポキシ系樹脂フィルム等）に接着させる形で積層される。例えば、絶縁層１８を加熱・加
圧して硬化させる際に、同時にシート状部材４０を熱圧着し、絶縁層１８上に接着して積
層する。このため、下層の絶縁層１８との密着性を上げるために、加熱・加圧に先立ち、
そのシート状部材４０の表面を粗化した状態（凹凸状態）にしておいてもよい。その粗化
処理工程の例を、シート状部材４０として４２合金の金属板を使用した例を挙げて図１０
及び図１１にて説明する。
【００６８】
　図１０に示す方法では、（ａ）所要の厚さの４２合金の金属板（シート状部材４０）に
対し、（ｂ）その表面をエッチング等により粗化して凹凸部Ｒ１を形成し、（ｃ）この凹
凸部Ｒ１が形成された金属板（シート状部材４０ａ）を絶縁層１８上に重ね合わせて、熱
圧着により両者を接着している。一方、図１１に示す方法では、（ａ）所要の厚さの４２
合金の金属板（シート状部材４０）に対し、その表面にＣｕめっきを施してめっき膜４１
を形成し、（ｂ）このめっき膜４１の表面をエッチング等により粗化して凹凸部Ｒ２を形
成し、（ｃ）この凹凸部Ｒ２が形成された金属板（シート状部材４０ｂ）を絶縁層１８上
に重ね合わせて、熱圧着により両者を接着している。
【００６９】
　次の工程では（図７（ａ）参照）、シート状部材４０（例えば、４２合金の金属板）の
所要の箇所に開口部ＯＰ３を形成する。この開口部ＯＰ３の大きさは、後の工程で形成さ
れるビアホールＶＨ３の開口径（最大値）よりも大きくなるように選定されている。
【００７０】
　この開口部ＯＰ３は、サブトラクティブ法を用いて形成することができる。先ず、シー
ト状部材４０上に、形成すべき開口部ＯＰ３の形状にパターニングされたレジスト層（エ
ッチングレジストＥＲ）を形成し、次に、このエッチングレジストＥＲをマスクにしてシ
ート状部材４０の露出している部分をウエットエッチングにより除去する（開口部ＯＰ３
の形成）。そして、エッチングレジストＥＲを除去する。
【００７１】
　次の工程では（図７（ｂ）参照）、図６（ｂ）の工程で行った処理と同様にして、露出
している絶縁層１８及びシート状部材４０上に、シート状部材４０の開口部ＯＰ３（図７
（ａ））を埋め込むように絶縁層２０を形成する。この絶縁層２０は、シート状部材４０
上の部分の厚さが１５μｍ程度となるように選択されている。
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【００７２】
　次の工程では（図７（ｃ）参照）、図５（ｃ）の工程で行った処理と同様にして、絶縁
層２０の所要の箇所（シート状部材４０の開口部ＯＰ３（図７（ａ））が形成されている
箇所に対応する部分）に、炭酸ガスレーザ、エキシマレーザ等による穴明け加工により、
下層の配線層１７（パッドの部分）に達するビアホールＶＨ３を形成する。このとき、シ
ート状部材４０の開口部ＯＰ３はビアホールＶＨ３の開口径（最大値）よりも大きくなる
ように選定されているので、ビアホールＶＨ３の内周面に絶縁層１８，２０が露出し、シ
ート状部材４０の側面が露出することはない。
【００７３】
　次の工程では（図８（ａ）参照）、図５（ｄ）の工程で行った処理と同様にして、ビア
ホールＶＨ３（図７（ｃ））が形成された絶縁層１８，２０上に、セミアディティブ法等
により、ビアホールＶＨ３を充填して（ビア２１ａ）下層の配線層１７（パッドの部分）
に接続される配線層２１を所要のパターン形状に形成する。この配線層２１は、本パッケ
ージ（配線基板１０）の最外層の配線層を構成し、その所要の箇所にパッドＰ２の部分が
画定されている。
【００７４】
　ここに、シート状部材４０は、配線基板１０において配線形成密度が小さい層（図示の
例では絶縁層２０）に埋設されている。このため、シート状部材４０を絶縁層２０のほぼ
全面に亘って（隣接する配線（ビア２１ａ）の間も含め）埋設しても、シート状部材４０
とビア２１ａとの絶縁性を保って配線を形成することができる。すなわち、図８（ａ）に
示すように、最外層の配線層２１（ビア２１ａ）を、２層の絶縁層１８，２０を貫通して
下層の配線層１７に電気的に接続することができる。
【００７５】
　次の工程では（図８（ｂ）参照）、配線層２１（パッドＰ２）が形成されている側の面
に、当該パッドＰ２の部分を露出させてその表面（絶縁層２０及び配線層２１上）を覆う
ようにソルダレジスト層２２を厚さ３０μｍ～４０μｍ程度に形成する。このソルダレジ
スト層２２は、例えば、感光性のエポキシアクリル系の樹脂からなり、この樹脂レジスト
を塗布（もしくはフィルム状に成形したものをラミネート）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。このパターニングにより、ソル
ダレジスト層２２には開口部（直径２５０μｍ程度）が形成され、この開口部から配線層
２１のパッドＰ２が露出する。さらに、この露出しているパッドＰ２上に、適当な表面処
理（Ｎｉ／Ａｕめっき等）を施す。
【００７６】
　最後の工程では（図８（ｃ）参照）、仮基板として用いた支持基材ＢＳ１を除去する。
例えば、塩化第二鉄水溶液、塩化第二銅水溶液、過硫酸アンモニウム水溶液等のアルカリ
性溶液を用いたウエットエッチングにより、露出しているパッドＰ１，Ｐ２（それぞれ表
層部にＡｕめっき層が形成されている）、絶縁層１２、インターポーザ３０上の絶縁接着
層３７（図９）及びソルダレジスト層２２に対して、支持基材（Ｃｕ）ＢＳ１を選択的に
エッチングして除去することができる。
【００７７】
　さらに、インターポーザ３０上の絶縁接着層３７（図９）を剥離除去した後、その露出
しているインターポーザ３０上のパッド３２（図９）及び絶縁層１２上のパッドＰ１に、
それぞれ適量のはんだ２３，２４（図１）を被着させる。そして、ダイサー等により、そ
の構造体を個々のパッケージ単位に切断分割することで、本実施形態の配線基板１０が得
られる。
【００７８】
　上述した製造方法では、図３（ａ）～（ｅ）の工程において凸状の支持基材ＢＳ１をめ
っき法（電解Ｃｕめっき）により形成したが、必ずしもこの方法に限定されないことはも
ちろんである。他の方法としては、例えば、ハーフエッチングにより所要の凸状の支持基
材を形成することも可能である。その場合の製造工程の一例を図１２に示す。



(13) JP 5649490 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

【００７９】
　先ず最初の工程では（図１２（ａ）参照）、図３（ａ）の工程で行った処理と同様にし
て銅（Ｃｕ）の支持基材ＢＳ２を用意し、この支持基材ＢＳ２上にパターニング材料を使
用してエッチングレジスト（レジスト層）ＥＲ１を形成する。ここで用意する支持基材Ｂ
Ｓ２は、図３（ａ）の工程で使用した支持基材ＢＳと比べてその厚さが若干厚いものを使
用する。また、パターニング材料としては、感光性のドライフィルム、液状のフォトレジ
スト等を用いることができる。
【００８０】
　次の工程では（図１２（ｂ）参照）、図３（ｃ）の工程で行った処理と同様にして、エ
ッチングレジスト（レジスト層）ＥＲ１を所要の形状にパターニングする。この場合、そ
のエッチングレジストＥＲ１のうち、凹部ＣＰ（図１）内に搭載されるインターポーザ３
０を平面視したときの外形（例えば、矩形状）に対応する部分ＥＲ２のみが残存するよう
にパターニングを行う。
【００８１】
　次の工程では（図１２（ｃ）参照）、そのエッチングレジストＥＲ２をマスクにして、
支持基材ＢＳ２の露出している部分にハーフエッチングを施す。例えば、塩化第二鉄水溶
液、塩化第二銅水溶液等のアルカリ性溶液を用いたウエットエッチングにより、その露出
している支持基材（Ｃｕ）ＢＳ２の部分を所要の深さに除去する。除去すべき所要の深さ
は、図３（ｄ）の工程で形成しためっき膜（Ｃｕ）ＭＰの厚さに相当する。
【００８２】
　次の工程では（図１２（ｄ）参照）、図３（ｅ）の工程で行った処理と同様にして、エ
ッチングレジストとして用いたレジスト層ＥＲ２を除去する。これにより、所要の凸状の
支持基材ＢＳ３が出来上がる。この支持基材ＢＳ３は、図３（ｅ）の工程で形成した凸状
の支持基材ＢＳ１と形状的に同じである。この後の処理は、図４（ａ）の工程以降の処理
と同じである。
【００８３】
　また、図６（ｃ）の工程において絶縁層１８上に積層されるシート状部材４０の材料と
しては、上述したように所定の範囲内にある弾性率（１３０ＧＰａよりも大きく５００Ｇ
Ｐａ以下）及びＣＴＥ（１０ｐｐｍ／Ｋ以下）を有した材料のうちから適宜選択して使用
することが可能である。例えば、シート状部材４０として金属材料（４２合金等）を使用
した場合には、上述したようにシート状部材４０の側壁部４０Ｓを配線基板１０ｂ（図１
８参照）の側面から露出させないようにしてもよい。この場合、例えば、個々の配線基板
に切断する際の切断部分にシート状部材（金属部分）が形成されないように周知の技術を
用いてパターニングを行えばよい。
【００８４】
　また、シート状部材４０として非金属材料（例えば、カーボンファイバクロス）を使用
した場合には、プリプレグの場合と同様に、予めカーボンファイバクロスにＢステージ状
態の樹脂材を含浸させておいたもの（シート状の部材）を、絶縁層１８上に積層する。こ
の場合、図７（ａ）の工程で行った方法の代わりに、その非金属材料からなるシート状部
材４０に対し、炭酸ガスレーザ等により所要の開口部ＯＰ３を形成する。
【００８５】
　以上説明したように、本実施形態に係る配線基板１０及びその製造方法によれば、配線
基板１０の第１面側の最外層の絶縁層１２の中央の部分に、実装される半導体素子の母材
（シリコン）と熱膨張係数が近い材料を母材とするインターポーザ３０（例えば、シリコ
ンインターポーザ）が埋設されている。一方、配線基板１０の第２面側の最外層の絶縁層
２０には、上記の所定の範囲内にある比較的高い弾性率及び比較的低いＣＴＥを有する材
料からなるシート状部材４０が埋設されている。つまり、インターポーザ３０とシート状
部材４０が上下方向（基板面と直交する方向）において互いに対称となる位置に配設され
ている配線基板１０を得ることができる。
【００８６】
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　このように本実施形態の配線基板１０は、薄型化に適応されたコアレス基板の形態を有
している一方で、配線基板１０内の特定の箇所に埋め込まれたシート状部材４０の存在に
より、配線基板１０（半導体装置５０）全体が補強された構造となっている。つまり、基
板（装置全体）の剛性が高められている。
【００８７】
　これにより、室温（２５℃前後）の状況下のみならず、本配線基板１０への半導体素子
５１の実装時（図２）や、半導体素子実装後の配線基板（図２の半導体装置５０）のマザ
ーボード等への実装時（２次実装時）において端子接続の際のリフローによる熱（２３０
～２６０℃前後）が加わった時でも、シート状部材４０は、インターポーザ３０と協働し
て、上下方向での弾性率及び熱膨張係数（ＣＴＥ）の分布がほぼ対称系となるように機能
する。その結果、基板全体の反りの発生に対して十分に対応することができる。特に、シ
ート状部材４０が絶縁層２０内のほぼ全面に亘って埋め込まれているので、反りが発生し
たとしてもその大きさを十分に緩和する（反り量を小さくする）ことができる。
【００８８】
　また、配線基板１０の第１面側の最外層の絶縁層１２においてインターポーザ３０の周
囲の部分にパッドＰ１（第１外部接続用パッド）が設けられているので、このパッドＰ１
を受動素子（チップキャパシタ５５等）搭載用として、あるいは必要に応じて他の配線基
板等（例えば、図１４に例示する配線基板６２）を搭載するためのＰＯＰ接続用として有
効に利用することができる。これは、半導体装置の更なる高機能化（高性能化）につなが
り、半導体装置として応用範囲の更なる拡張に寄与する。
【００８９】
　ちなみに、前記の特許文献１（特開２００９－１３０１０４号公報）に開示された基板
構造（図３等）では、基板上の中央部に配置されたインターポーザの周囲の部分にモール
ド樹脂で補強材（スティフナ）を設けることで、基板の反りを抑制している。この構造で
は、インターポーザの周囲の部分に外部接続用の端子（パッド）を設けることができない
といった不利がある。これに対し、本実施形態の配線基板１０の構成では、インターポー
ザ３０の周囲の部分に外部接続用のパッドＰ１を設けることができる。
【００９０】
　また、本実施形態の配線基板１０には、配線基板１０の第１面側において最外層の絶縁
層１２にインターポーザ３０が埋設され、このインターポーザ３０を介在させて半導体素
子５１を実装するようにしている。このため、従来のようにその母材として有機樹脂のみ
を用いた配線基板単体でのパッケージと比較すると、配線の微細化を図ることができる。
また、シリコンインターポーザ単体でのパッケージと比較すると、低コスト化を図ること
ができる。また、最外層の絶縁層１２にインターポーザ３０を埋設しているため、従来の
配線基板上にインターポーザを積層した配線基板と比べて、配線基板の厚さを薄くするこ
とができ、半導体装置の小型化を図ることができる。
【００９１】
　また、本実施形態の配線基板１０（インターポーザ３０上）に実装された半導体素子５
１が損傷を受けるのを防止することができる。すなわち、従来の配線基板構造では、配線
基板上の半導体素子実装エリア内の領域と比べてその外側の領域の方が反り量（変位）が
大きいため、その影響によるストレスによって半導体素子にクラック等が生じたりする。
特に、処理速度（配線層間の信号の伝搬速度）の高速化を図るために層間絶縁層にＬｏｗ
－ｋ材料（低誘電率材料）を使用している半導体素子の場合、Ｌｏｗ－ｋ材料は概して弾
性率が低い（強度的に脆い）ため、かかる不都合は一層顕著に表れる。これに対し、本実
施形態では、シート状部材４０の存在により基板（装置全体）の剛性が高められているの
で、半導体素子５１の損傷等の不都合を回避することができる。
【００９２】
　（第２の実施形態…図１３～図１７参照）
　図１３は第２の実施形態に係る配線基板（半導体パッケージ）の構成を断面図の形態で
示したものである。
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【００９３】
　この第２の実施形態に係る配線基板１０ａは、上述した第１の実施形態に係る配線基板
１０（図１）と比べて、配線基板１０ａの第１面側において最外層の絶縁層１２ａに配置
されるパッドＰ１（第１外部接続用パッド）の露出している側の面（Ａｕ層Ｍ１側）が、
絶縁層１２ａの表面から基板内部に後退した位置にある点で相違している。具体的には、
最外層の絶縁層１２ａにおいてインターポーザ３０が埋設された凹部ＣＰ１（第１凹部）
の周囲の領域に、この凹部ＣＰ１と同じ深さで凹部ＣＰ２（第２凹部）が設けられ、この
凹部ＣＰ２内にパッドＰ１が配置されている。他の構成については、第１の実施形態に係
る配線基板１０の構成と基本的に同じであるのでその説明は省略する。
【００９４】
　この第２の実施形態に係る配線基板１０ａは、特に、ＰＯＰ（パッケージ・オン・パッ
ケージ）構造を実現することを意図している。
【００９５】
　ＰＯＰ構造の具体的な一つの形態は、下側パッケージに半導体素子を実装すると共に、
その半導体素子の周辺領域に形成されたパッドに、上側パッケージの実装面側の対応する
領域に形成されたパッドを、はんだバンプを介して接合したものである。このようなＰＯ
Ｐ構造では、上下のパッケージ間を接続するはんだバンプの大きさ（２００～３００μｍ
程度）は、下側パッケージに実装された半導体素子の高さ（１００μｍ前後）よりも高く
なるのが一般的である。
【００９６】
　従って、下側パッケージの周辺領域に配置されるパッドの表面が当該パッケージの表面
と同一面にあると、上下各パッケージのパッド同士を接続したときに、半導体素子の表面
の位置と上側パッケージの実装面との間に相当の隙間ができてしまう。かかる構造は、半
導体装置の動作上は問題ないが、昨今の小型・薄型化及び高機能化の流れに鑑み、改善の
余地がある。
【００９７】
　そこで、この第２の実施形態の配線基板１０ａでは、ＰＯＰ接続用の端子として用いら
れるパッドＰ１（第１外部接続用パッド）の表面を配線基板１０ａの第１面側の表面（最
外層の絶縁層１２ａの表面）から基板内部に後退させることで、実装される半導体素子と
他の配線基板との隙間を可能な限り狭めて、小型化、薄型化を実現している。
【００９８】
　図１４は、本実施形態の配線基板１０ａを用いてＰＯＰ構造を実現した場合の一構成例
（半導体装置）を断面図の形態で示したものである。
【００９９】
　図１４に示す半導体装置６０において、配線基板１０ａの第１面側には、能動素子とし
ての半導体素子５１（例えば、ＣＰＵ等のシリコンチップ）が実装されるとともに、他の
パッケージ（配線基板６２）がＰＯＰ接合されている。また、配線基板１０ａの第２面側
（配線基板１０ａの第１面側とは反対側の面）には、外部接続端子としてのはんだボール
５８が接合されている。
【０１００】
　配線基板１０ａに実装される半導体素子（チップ）５１は、図２に示した実装態様と同
様にフリップチップ実装されている。さらに、その実装されたチップ５１とインターポー
ザ３０（配線基板１０ａ）との間隙にアンダーフィル樹脂５３が充填され、硬化されて、
チップ５１が基板１０ａに固定されている。
【０１０１】
　他の配線基板６２は、その実装面側に形成された電極パッド（図示せず）がはんだバン
プ６４等を介して本配線基板１０ａ上の対応するパッドＰ１に接続されている。その接続
の際、パッドＰ１の表面を配線基板１０ａの表面から基板内部に後退させているので、上
下各配線基板６２，１０ａの端子（パッド）同士を接続したときに、下側の配線基板１０
ａのインターポーザ３０上に実装された半導体素子５１の表面（高さ）の位置と上側の配



(16) JP 5649490 B2 2015.1.7

10

20

30

40

50

線基板６２の実装面との間隙を相対的に狭めることができる。これは、半導体装置６０と
しての小型・薄型化及び高機能化の要求に応えるものである。
【０１０２】
　一方、配線基板１０ａの第２面側において、ソルダレジスト層２２から露出するパッド
Ｐ２（第２外部接続用パッド）には、図２に示した構造と同様に、外部接続端子としての
はんだボール５８が接合されている。この場合も同様に、ＢＧＡの形態の代わりにＰＧＡ
の形態としてもよいし、あるいは、当該パッドＰ２自体を外部接続端子として用いてもよ
い。
【０１０３】
　この第２の実施形態に係る配線基板１０ａは、基本的には、第１の実施形態に係る製造
方法の各工程（図３～図８）で行った処理と同様にして製造することができる。ただし、
上記の構成上の違いに関連する部分を形成する処理において相違する。以下、本実施形態
の配線基板１０ａを製造する方法について、図１５～図１７を参照しながら説明する。
【０１０４】
　先ず最初の工程では（図１５（ａ）参照）、図３（ａ）及び（ｂ）の工程で行った処理
と同様にして、銅（Ｃｕ）の支持基材ＢＳを用意し、この支持基材ＢＳ上にパターニング
材料を使用してめっきレジスト（レジスト層）ＰＲ３を形成する。
【０１０５】
　次の工程では（図１５（ｂ）参照）、図３（ｃ）の工程で行った処理と同様にして、そ
のレジスト層ＰＲ３を所要の形状にパターニングする。この場合には、そのレジスト層Ｐ
Ｒ３に対し、凹部ＣＰ１（図１３）内に搭載されるインターポーザ３０を平面視したとき
の外形（例えば、矩形状）に応じた開口部ＯＰ１と、インターポーザ３０（凹部ＣＰ１）
の周囲に形成すべきパッドＰ１（凹部ＣＰ２）の形状（例えば、円形状）に応じた開口部
ＯＰ４とを有するようにパターニングを行う。
【０１０６】
　次の工程では（図１５（ｃ）参照）、図３（ｄ）の工程で行った処理と同様にして、そ
のレジスト層ＰＲ３の開口部ＯＰ１及びＯＰ４から露出している支持基材（Ｃｕ）ＢＳ上
に、この支持基材ＢＳを給電層として利用した電解Ｃｕめっきにより、レジスト層ＰＲ３
の厚さに応じためっき膜（Ｃｕ）ＭＰ１及びＭＰ２を形成する。
【０１０７】
　次の工程では（図１５（ｄ）参照）、図３（ｅ）の工程で行った処理と同様にして、め
っきレジストとして用いたレジスト層ＰＲ３を除去する。これにより、支持基材（Ｃｕ）
ＢＳ上にめっき膜（Ｃｕ）ＭＰ１及びＭＰ２が一体化された構造体（凸状の支持基材ＢＳ
４）が出来上がる。
【０１０８】
　次の工程では（図１６（ａ）参照）、図４（ａ）の工程で行った処理と同様にして、支
持基材ＢＳ４の凸状部分（めっき膜ＭＰ１及びＭＰ２）が形成されている側の面に、パタ
ーニング材料（ドライフィルム等）を使用してめっきレジスト（レジスト層）ＰＲ４を形
成する。レジスト層ＰＲ４の厚さは、少なくとも支持基材ＢＳ４の凸状部分（めっき膜Ｍ
Ｐ１及びＭＰ２）を被覆し、かつ、形成すべきパッドＰ１の厚さに選定されている。
【０１０９】
　次の工程では（図１６（ｂ）参照）、図４（ｂ）の工程で行った処理と同様にして、め
っきレジスト（レジスト層）ＰＲ４に対し、形成すべきパッドＰ１の形状（例えば、円形
状）に応じた開口部ＯＰ２を有するようにパターニングを行う。
【０１１０】
　次の工程では（図１６（ｃ）参照）、図４（ｃ）の工程で行った処理と同様にして、そ
のレジスト層ＰＲ４の開口部ＯＰ２から露出している支持基材（Ｃｕ）ＢＳ４上に、この
支持基材ＢＳ４を給電層として利用した電解めっきにより、ＰＯＰ接続用のパッドＰ１を
形成する。形成されるパッドＰ１は、図示の例では３層構造（Ａｕ／Ｎｉ／Ｃｕ）となっ
ているが、上記の場合と同様にこの層構成に限定されないことはもちろんである。
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【０１１１】
　次の工程では（図１６（ｄ）参照）、図４（ｄ）の工程で行った処理と同様にして、め
っきレジストとして用いたレジスト層ＰＲ４を除去する。これにより、支持基材ＢＳ４の
周囲の凸状部分（めっき膜ＭＰ２）上にパッドＰ１が形成された構造体が出来上がる。
【０１１２】
　次の工程では（図１７（ａ）参照）、図５（ａ）の工程で行った処理と同様にして、支
持基材ＢＳ４の中央の凸状部分（めっき膜ＭＰ１）上に、あらかじめ作製しておいたイン
ターポーザ３０を搭載する。この後は、図５（ｂ）～図８（ａ）の工程で行った処理と同
様の処理を行う。
【０１１３】
　次の工程では（図１７（ｂ）参照）、図８（ｂ）の工程で行った方法と同様にして、配
線層２１（パッドＰ２）が形成されている側の面に、当該パッドＰ２の部分を露出させて
その表面（絶縁層２０及び配線層２１）を覆うようにソルダレジスト層２２を形成する。
その後、露出しているパッドＰ２上に適当な表面処理（Ｎｉ／Ａｕめっき等）を施す。
【０１１４】
　最後の工程では（図１７（ｃ）参照）、図８（ｃ）の工程で行った方法と同様にして、
仮基板として用いた支持基材ＢＳ４を選択エッチングにより除去する。さらに、インター
ポーザ３０上の絶縁接着層３７（図９）を剥離除去した後、その露出しているインターポ
ーザ３０上のパッド３２（図９）及び絶縁層１２ａ上のパッドＰ１に、それぞれ適量のは
んだ２３，２４（図１３）を被着させる。そして、ダイサー等により、その構造体を個々
のパッケージ単位に切断分割することで、本実施形態の配線基板１０ａが得られる。
【０１１５】
　以上説明したように、この第２の実施形態に係る配線基板１０ａにおいても、ＰＯＰ接
続用のパッドＰ１が基板内に後退して設けられている点を除けば、第１の実施形態に係る
配線基板１０（図１）の構成と基本的に同じである。従って、基板１０ａの上下方向（基
板面と直交する方向）において互いに対称となる位置に配設されたインターポーザ３０と
高弾性及び低ＣＴＥのシート状部材４０の存在により、第１の実施形態の場合と同様の作
用効果を奏することができる。
【０１１６】
　以上、本発明の好適な実施の形態について詳述したが、本発明は上記の特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明の要旨の範囲内において種
々の変形・変更が可能なものである。
【０１１７】
　例えば、図８（ｃ）に示した配線基板１０の構造では、絶縁層１２の凹部ＣＰ内でイン
ターポーザ３０の第１面側の表面が、絶縁層１２の表面（これと同一面にパッドＰ１が露
出している）から基板内部に後退した位置にあるが、インターポーザ３０の配置形態が必
ずしも図示の例に限定されないことはもちろんである。例えば、上述した製造方法におい
て、図３（ｂ）～（ｅ）の工程で行った処理を省略すれば、インターポーザ３０の第１面
側の表面とパッドＰ１の露出面（絶縁層１２の表面）とを同一面（平坦）にすることがで
きる。
【０１１８】
　また、上述した各実施形態では、配線基板１０（１０ａ）の第１面側において最外層の
絶縁層１２（１２ａ）に配置されるパッドＰ１（第１外部接続用パッド）の露出面が、絶
縁層１２の表面と同一面にある（または絶縁層１２ａの表面から基板内部に後退した位置
にある）場合を例にとって説明したが、パッドＰ１の配置形態がこれに限定されないこと
はもちろんである。例えば、パッドＰ１の露出面が最外層の絶縁層１２（１２ａ）の表面
から凸状に突出した形状となるようにパッドＰ１を形成してもよい。また、ソルダレジス
ト層２２の形成位置や有無についても、必要に応じて適宜変更してもよい。
【符号の説明】
【０１１９】
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１０，１０ａ，１０ｂ，６２…配線基板、
１３，１５，１７，２１…配線層、
１２，１２ａ，１４，１６，１８，２０…絶縁層、
１３ａ，１５ａ，１７ａ，２１ａ…ビア、
２２…ソルダレジスト層（保護膜）、
３０…インターポーザ、
３２，３５…インターポーザの電極パッド、
４０…（高い弾性率及び低いＣＴＥを有する）シート状部材、
５０，６０…半導体装置、
５１…半導体素子、
５２，６４…はんだバンプ（導電性材料）、
５５…チップキャパシタ（受動素子）、
５８…はんだボール（外部接続端子）、
Ｐ１，Ｐ２…（第１、第２）外部接続用パッド。

【図１】

【図２】

【図３】
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