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(57)【要約】
　特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放
熱特性の向上を実現しつつ、半導体素子の性能劣化や誤
作動を防止等する。電極端子を有する１以上の半導体素
子と、半導体素子を支持する金属板と、半導体素子を覆
うとともに、複数の絶縁層及び配線層が交互に積層され
、配線層間がビアで電気的に接続され、表面に外部接続
端子が設けられた配線基板と、を備え、電極端子と外部
接続端子とは、配線層及びビアのうち少なくとも一つを
介して電気的に接続され、電極端子、配線層及びビアの
うち少なくとも一つは、金属板と電気的に接続されてい
る。（図１）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極端子を有する１以上の半導体素子と、
　前記半導体素子を支持する金属板と、
　前記半導体素子を覆うとともに、複数の絶縁層及び配線層が交互に積層され、配線層間
がビアで電気的に接続され、表面に外部接続端子が設けられた配線基板と、
を備え、
　前記電極端子と前記外部接続端子とは、前記配線層及び前記ビアのうち少なくとも一つ
を介して電気的に接続され、
　前記電極端子、前記配線層、及び前記ビアのうち少なくとも一つは、前記金属板と電気
的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記配線層又は前記ビアと前記金属板とは、前記半導体素子の外周領域に設けられた第
２のビアで電気的に接続されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記配線層又は前記ビアと前記金属板とは、前記半導体素子の外周領域に設けられた金
属ポストで電気的に接続されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記電極端子と前記金属板とは、ボンディングワイヤで電気的に接続されていることを
特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記電極端子のピッチは、前記外部接続端子のピッチより狭ピッチであることを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項６】
　一の前記絶縁層の絶縁材料は、他の前記絶縁層の絶縁材料と異なることを特徴とする請
求項１乃至５のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記半導体素子を覆う前記絶縁層は、前記半導体素子の側端面を覆う絶縁材料と、前記
半導体素子の前記電極端子側の面を覆う絶縁材料とが異なるように構成されていることを
特徴とする請求項１乃至５のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記半導体素子の前記電極端子の表面に第２の金属ポストが設けられ、
　前記第２の金属ポストは、前記配線基板における所定の配線と接続するように構成され
ていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記金属板は、前記半導体素子側の面に凹部を有し、
　前記凹部の中に前記半導体素子が配設されていることを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記金属板は、開口部を有し、
　前記開口部中に前記半導体素子が配設されていることを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記金属板の前記半導体素子側の面の反対面に、ヒートシンクが設けられていることを
特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１２】
　少なくとも前記金属板と前記半導体素子との間に、接着層が設けられていることを特徴
とする請求項１乃至１１のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記接着層は、前記半導体素子の側端面を覆う前記絶縁層の絶縁材料と等しいことを特
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徴とする請求項１乃至１２のいずれか一に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　金属板上に、電極端子面を表にして半導体素子を搭載する工程と、
　前記金属板上に、前記半導体素子を覆う第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記金属板上に前記第１の絶縁層を貫通する第２のビアを形成する工程と、
　前記第２のビアを含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、
　前記第１の配線層を含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が交互に積
層され、前記配線層間がビアで接続された配線基板を形成する工程と、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　金属板上に金属ポストを形成する工程と、
　前記金属板の前記金属ポスト側の面に、電極端子面を表にして半導体素子を搭載する工
程と、
　前記金属板上に、前記半導体素子と前記金属ポストを覆う第１の絶縁層を形成する工程
と、
　前記金属ポストの表面が露出するまで前記第１の絶縁層の一部を除去する工程と、
　前記金属ポストを含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、
　前記第１の配線層を含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が交互に積
層され、前記配線層間がビアで接続された配線基板を形成する工程と、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　金属板上に、電極端子面を表にして半導体素子を搭載する工程と、
　前記電極端子と前記金属板とをボンディングワイヤで接続する工程と、
　前記金属板上に、前記半導体素子を覆う第１の絶縁層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、
　前記第１の配線層を含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が交互に積
層され、前記配線層間がビアで接続された配線基板を形成する工程と、
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】
　前記第１の絶縁層を形成する工程と前記第１の絶縁層を形成する工程の間に、前記電極
端子上に前記第１の絶縁層を貫通する第１のビアを形成する工程を含み、
　前記第１の配線層を形成する工程では、前記第１のビアを含む前記第１の絶縁層上に第
１の配線層を形成することを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか一に記載の半導体
装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記半導体素子を搭載する工程では、前記電極端子の表面に第２の金属ポストが設けら
れた前記半導体素子を搭載し、
　前記第１の絶縁層を形成する工程と前記第１の配線層を形成する工程の間に、前記第２
の金属ポストの表面が露出するように前記第１の絶縁層の一部を除去する工程を含み、
　前記第１の配線層を形成する工程では、前記第２の金属ポストを含む前記第１の絶縁層
上に第１の配線層を形成することを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか一に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１の絶縁層を形成する工程では、前記半導体素子の前記電極端子側の面、及び側
端面を覆う絶縁材料で一括で積層されることを特徴とする請求項１４乃至１８のいずれか
一に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１の絶縁層を形成する工程では、前記半導体素子の前記電極端子側の面を第１の
絶縁材料で覆った後、前記半導体素子の側端面を前記第１の絶縁材料とは異なる第２の絶
縁材料で覆うことを特徴とする請求項１４乃至１８のいずれか一に記載の半導体装置の製
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造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の記載］
　本発明は、日本国特許出願：特願２００８－２６４１４１号（２００８年１０月１０日
出願）の優先権主張に基づくものであり、同出願の全記載内容は引用をもって本書に組み
込み記載されているものとする。
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に、半導体素子を配線基板に内蔵さ
せ、樹脂等の絶縁層で覆い、その上に多層の配線層と絶縁層を積層した半導体装置及びそ
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の小型、薄型化・高機能、高性能化を実現するために、半導体パッケー
ジの高密度実装技術が求められている。従来、配線基板と半導体素子の接続方法は、金線
等を用いるワイヤーボンディング接続や、半田ボールを用いるフリップチップ接続が用い
られているが、いずれも課題があった。ワイヤーボンディング接続では、低コストのメリ
ットはあるが、狭ピッチ化においてはワイヤー径を小さくする必要があり、ワイヤー切れ
や接続条件が狭いという問題があった。フリップチップ接続では、ワイヤーボンディング
接続に比べて高速伝送が可能であるが、半導体素子の端子数の増加や狭ピッチ接続では、
半田バンプの接続強度が弱くなることから接続箇所のクラック発生や、ボイドにより接続
不良が発生していた。
【０００３】
　そこで、半導体装置の高集積化及び高機能化を実現し、パッケージの薄型化、低コスト
化、高周波対応、低ストレス接続化等の多くのメリットを有する高密度実装技術として、
配線基板に半導体素子を内蔵し、半導体素子の電極端子から直接配線を引き出す半導体装
置、いわゆる半導体素子内蔵基板が提案されている。
【０００４】
　一方で、近年、半導体素子の高速化、高密度化に伴い、電磁ノイズや発熱による機器の
誤動作や性能劣化の問題となっており、それらを解決すべき対策が数多く提案されている
。
【０００５】
【特許文献１】特許第３２７７９９７号公報
【特許文献２】特開２００４－１７９２２７号公報
【特許文献３】特開２００７－３３５４９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　なお、上記特許文献１～３の全開示内容はその引用をもって本書に繰込み記載する。以
下の分析は、本発明によって与えられたものである。
　特許文献１では、金属放熱板１０１上にＩＣチップ１０３の回路面を上側にして搭載し
、絶縁層樹脂層１０４ａで埋め込み、半田を介することなくＩＣ側実装用パッド１３１と
ＢＧＡ実装パッド１０８を配線導体１０７で接続した半導体素子内蔵基板が開示されてい
る（図１６参照）。これによれば、金属放熱板１０１を使用することで放熱特性の優れた
パッケージが実現されるが、金属放熱板１０１が配線導体１０７と電気的に接続されてい
ない構造のため、金属放熱板１０１が周辺デバイス、または（内蔵された）ＩＣチップ１
０３から発するノイズを拾うアンテナとして機能し、（内蔵された）ＩＣチップ１０３、
ひいては機器全体の性能劣化や誤作動の問題が懸念される。
【０００７】
　特許文献２では、放熱基板部２１３と主基板２１４のグランド側パターン２１６ｂとを
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ハンダバンプ２１９を介して接続した電子部品実装基板２１０が開示されている（図１７
）。放熱基板部２１３はグランド側導体として機能し、特性インピーダンスの向上と高放
熱構造の両者を実現しているが、実装部品２１２は主基板２１４にフリップチップで接続
されているため、実装部品２１２の端子数の増加や狭ピッチ接続に課題がある。
【０００８】
　特許文献３は、ＬＳＩパッケージ３０１とヒートシンク３０６を金属コンタクト３０５
で接続したものが開示されている（図１８）。これによれば、ＬＳＩチップ３０１をシー
ルドし放射ノイズを低減しているが、ヒートシンク３０６が取り付け型であるため、パッ
ケージの薄型化、低コスト化が期待できない。
【０００９】
　本発明の主な課題は、特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放熱特性の向
上を実現しつつ、半導体素子の性能劣化や誤作動を防止し、半導体素子の端子数の増加や
狭ピッチ接続にも対応でき、パッケージの薄型化、低コスト化が可能な半導体装置および
それらの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の視点においては、半導体装置において、電極端子を有する１以上の半導
体素子と、前記半導体素子を支持する金属板と、前記半導体素子を覆うとともに、複数の
絶縁層及び配線層が交互に積層され、配線層間がビアで電気的に接続され、表面に外部接
続端子が設けられた配線基板と、を備え、前記電極端子と前記外部接続端子とは、前記配
線層及び前記ビアのうち少なくとも一つを介して電気的に接続され、前記電極端子、前記
配線層、及び前記ビアのうち少なくとも一つは、前記金属板と電気的に接続されているこ
とを特徴とする（形態１）。
　さらに、以下の形態も可能である。
【００１１】
　本発明の前記半導体装置において、前記配線層又は前記ビアと前記金属板とは、前記半
導体素子の外周領域に設けられた第２のビアで電気的に接続されていることが好ましい（
形態１－１）。
【００１２】
　本発明の前記半導体装置において、前記配線層又は前記ビアと前記金属板とは、前記半
導体素子の外周領域に設けられた金属ポストで電気的に接続されていることが好ましい（
形態１－２）。
【００１３】
　本発明の前記半導体装置において、前記電極端子と前記金属板とは、ボンディングワイ
ヤで電気的に接続されていることが好ましい（形態１－３）。
【００１４】
　本発明の前記半導体装置において、前記電極端子のピッチは、前記外部接続端子のピッ
チより狭ピッチであることが好ましい（形態１－４）。
【００１５】
　本発明の前記半導体装置において、一の前記絶縁層の絶縁材料は、他の前記絶縁層の絶
縁材料と異なることが好ましい（形態１－５）。
【００１６】
　本発明の前記半導体装置において、前記半導体素子を覆う前記絶縁層は、前記半導体素
子の側端面を覆う絶縁材料と、前記半導体素子の前記電極端子側の面を覆う絶縁材料とが
異なるように構成されていることが好ましい（形態１－６）。
【００１７】
　本発明の前記半導体装置において、前記半導体素子の前記電極端子の表面に第２の金属
ポストが設けられ、前記第２の金属ポストは、前記配線基板における所定の配線と接続す
るように構成されていることが好ましい（形態１－７）。
【００１８】
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　本発明の前記半導体装置において、前記金属板は、前記半導体素子側の面に凹部を有し
、前記凹部の中に前記半導体素子が配設されていることが好ましい（形態１－８）。
【００１９】
　本発明の前記半導体装置において、前記金属板は、開口部を有し、前記開口部中に前記
半導体素子が配設されていることが好ましい（形態１－９）。
【００２０】
　本発明の前記半導体装置において、前記金属板の前記半導体素子側の面の反対面に、ヒ
ートシンクが設けられていることが好ましい（形態１－１０）。
【００２１】
　本発明の前記半導体装置において、少なくとも前記金属板と前記半導体素子との間に、
接着層が設けられていることが好ましい（形態１－１１）。
【００２２】
　本発明の前記半導体装置において、前記接着層は、前記半導体素子の側端面を覆う前記
絶縁層の絶縁材料と等しいことが好ましい（形態１－１２）。
【００２３】
　本発明の第２の視点においては、半導体装置の製造方法において、金属板上に、電極端
子面を表にして半導体素子を搭載する工程と、前記金属板上に、前記半導体素子を覆う第
１の絶縁層を形成する工程と、前記金属板上に前記第１の絶縁層を貫通する第２のビアを
形成する工程と、前記第２のビアを含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工
程と、前記第１の配線層を含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が交互
に積層され、前記配線層間がビアで接続された配線基板を形成する工程と、を含むことを
特徴とする（形態２）。
【００２４】
　本発明の第３の視点においては、半導体装置の製造方法において、金属板上に金属ポス
トを形成する工程と、前記金属板の前記金属ポスト側の面に、電極端子面を表にして半導
体素子を搭載する工程と、前記金属板上に、前記半導体素子と前記金属ポストを覆う第１
の絶縁層を形成する工程と、前記金属ポストの表面が露出するまで前記第１の絶縁層の一
部を除去する工程と、前記金属ポストを含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成す
る工程と、前記第１の配線層を含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が
交互に積層され、前記配線層間がビアで接続された配線基板を形成する工程と、を含むこ
とを特徴とする（形態３）。
【００２５】
　本発明の第４の視点においては、半導体装置の製造方法において、金属板上に、電極端
子面を表にして半導体素子を搭載する工程と、前記電極端子と前記金属板とをボンディン
グワイヤで接続する工程と、前記金属板上に、前記半導体素子を覆う第１の絶縁層を形成
する工程と、前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成する工程と、前記第１の配線層を
含む前記第１の絶縁層の上に、複数の絶縁層及び配線層が交互に積層され、前記配線層間
がビアで接続された配線基板を形成する工程と、を含むことを特徴とする（形態４）。
　さらに、以下の形態も可能である。
【００２６】
　本発明の前記半導体装置の製造方法において、前記第１の絶縁層を形成する工程と前記
第１の絶縁層を形成する工程の間に、前記電極端子上に前記第１の絶縁層を貫通する第１
のビアを形成する工程を含み、前記第１の配線層を形成する工程では、前記第１のビアを
含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層を形成することが好ましい（形態２－１、形態３
－１、形態４－１）。
【００２７】
　本発明の前記半導体装置の製造方法において、前記半導体素子を搭載する工程では、前
記電極端子の表面に第２の金属ポストが設けられた前記半導体素子を搭載し、前記第１の
絶縁層を形成する工程と前記第１の配線層を形成する工程の間に、前記第２の金属ポスト
の表面が露出するように前記第１の絶縁層の一部を除去する工程を含み、前記第１の配線
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層を形成する工程では、前記第２の金属ポストを含む前記第１の絶縁層上に第１の配線層
を形成することが好ましい（形態２－２、形態３－２、形態４－２）。
【００２８】
　本発明の前記半導体装置の製造方法において、前記第１の絶縁層を形成する工程では、
前記半導体素子の前記電極端子側の面、及び側端面を覆う絶縁材料で一括で積層されるこ
とが好ましい（形態２－３、形態３－３、形態４－３）。
【００２９】
　本発明の前記半導体装置の製造方法において、前記第１の絶縁層を形成する工程では、
前記半導体素子の前記電極端子側の面を第１の絶縁材料で覆った後、前記半導体素子の側
端面を前記第１の絶縁材料とは異なる第２の絶縁材料で覆うことが好ましい（形態２－３
、形態３－３、形態４－３）。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、金属板と、配線基板における配線層、ビア、半導体素子における電極
端子とを電気的に接続することで、特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放
熱特性の向上を実現しつつ、半導体素子の性能劣化や誤作動を防止し、半導体素子の端子
数の増加や狭ピッチ接続にも対応でき、パッケージの薄型化、低コスト化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例１に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。
【図２】本発明の実施例１に係る半導体装置の変形例１の構造を模式的に示した断面図で
ある。
【図３】本発明の実施例１に係る半導体装置の変形例２の構造を模式的に示した断面図で
ある。
【図４】本発明の実施例１に係る半導体装置の変形例３の構造を模式的に示した断面図で
ある。
【図５】本発明の実施例１に係る半導体装置の変形例４の構造を模式的に示した断面図で
ある。
【図６】本発明の実施例１に係る半導体装置の変形例５の構造を模式的に示した断面図で
ある。
【図７】本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図であ
る。
【図８】本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法において金属板上に絶縁樹脂を積
層する工程を示した断面図である。
【図９】本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法において金属板上に絶縁樹脂を積
層する工程の変形例（変形例１（図２）に対応）を示した断面図である。
【図１０】本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法の変形例（変形例５（図６）に
対応）を模式的に示した第１の工程断面図である。
【図１１】本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法の変形例（変形例５（図６）に
対応）を模式的に示した第２の工程断面図である。
【図１２】本発明の実施例２に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。
【図１３】本発明の実施例２に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図で
ある。
【図１４】本発明の実施例３に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。
【図１５】本発明の実施例３に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図で
ある。
【図１６】従来例１に係る半導体素子内蔵基板の構造を模式的に示した断面図である。
【図１７】従来例２に係る電子部品実装基板の構造を模式的に示した断面図である。
【図１８】従来例３に係るＬＳＩパッケージの構造を模式的に示した断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３２】
　本発明の実施形態１に係る半導体装置では、電極端子（図１の１４）を有する１以上の
半導体素子（図１の１２）と、前記半導体素子（図１の１２）を支持する金属板（図１の
１１）と、前記半導体素子（図１の１２）を覆うとともに、複数の絶縁層（図１の２１、
２２、２３）及び配線層（図１の１５、１６、１７）が交互に積層され、配線層（図１の
１５、１６、１７）間がビア（図１の１８、１９、２０）で電気的に接続され、表面に外
部接続端子（図１の１７）が設けられた配線基板（図１の３０）と、を備え、前記電極端
子（図１の１４）と前記外部接続端子（図１の１７）とは、前記配線層（図１の１５、１
６、１７）及び前記ビア（図１の１８、１９、２０）のうち少なくとも一つを介して電気
的に接続され、前記電極端子（図１の１４）、前記配線層（図１の１５、１６、１７）、
及び前記ビア（図１の１８、１９、２０）のうち少なくとも一つは、前記金属板（図１の
１１）と電気的に接続されていることを特徴とする。
【００３３】
　本発明の実施形態２に係る半導体装置の製造方法では、金属板（図７（ａ）の１１）上
に、電極端子（図７（ａ）の１４）面を表にして半導体素子（図７（ａ）の１２）を搭載
する工程と、前記金属板（図７（ｂ）の１１）上に、前記半導体素子（図７（ｂ）の１２
）を覆う第１の絶縁層（図７（ｂ）の２１）を形成する工程と、前記金属板（図７（ｃ）
の１１）上に前記第１の絶縁層（図７（ｃ）の１１）を貫通する第２のビア（図７（ｃ）
の２４）を形成する工程と、前記第２のビア（図７（ｃ）の２４）を含む前記第１の絶縁
層（図７（ｃ）の２１）上に第１の配線層（図７（ｃ）の１５）を形成する工程と、前記
第１の配線層（図７（ｄ）の１５）を含む前記第１の絶縁層（図７（ｄ）の２１）の上に
、複数の絶縁層（図７（ｄ）の２２、２３）及び配線層（図７（ｄ）の１６、１７）が交
互に積層され、前記配線層（図７（ｄ）の１６、１７）間がビア（図７（ｄ）の１９、２
０）で接続された配線基板（図７（ｄ）の３０）を形成する工程と、を含む。
【００３４】
　本発明の実施形態３に係る半導体装置の製造方法では、金属板（図１３（ａ）の１１）
上に金属ポスト（図１３（ａ）の２５）を形成する工程と、前記金属板（図１３（ｂ）の
１１）の前記金属ポスト（図１３（ｂ）の２５）側の面に、電極端子（図１３（ｂ）の１
４）面を表にして半導体素子（図１３（ｂ）の１２）を搭載する工程と、前記金属板（図
１３（ｃ）の１１）上に、前記半導体素子（図１３（ｃ）の１２）と前記金属ポスト（図
１３（ｃ）の２５）を覆う第１の絶縁層（図１３（ｃ）の２１）を形成する工程と、前記
金属ポスト（図１３（ｄ）の２５）の表面が露出するまで前記第１の絶縁層（図１３（ｄ
）の２１）の一部を除去する工程と、前記金属ポスト（図１３（ｅ）の２５）を含む前記
第１の絶縁層（図１３（ｅ）の２１）上に第１の配線層（図１３（ｅ）の１５）を形成す
る工程と、前記第１の配線層（図１３（ｅ）の１５）を含む前記第１の絶縁層（図１３（
ｅ）の２１）の上に、複数の絶縁層（図１３（ｅ）の２２、２３）及び配線層（図１３（
ｅ）の１６、１７）が交互に積層され、前記配線層（図１３（ｅ）の１６、１７）間がビ
ア（図１３（ｅ）の１９、２０）で接続された配線基板（図１３（ｅ）の３０）を形成す
る工程と、を含む。
【００３５】
　本発明の実施形態４に係る半導体装置の製造方法では、金属板（図１５（ａ）の１１）
上に、電極端子（図１５（ａ）の１４）面を表にして半導体素子（図１５（ａ）の１２）
を搭載する工程と、前記電極端子（図１５（ｂ）の１４）と前記金属板（図１５（ｂ）の
１１）とをボンディングワイヤ（図１５（ｂ）の２６）で接続する工程と、前記金属板（
図１５（ｃ）の１１）上に、前記半導体素子（図１５（ｃ）の１２）を覆う第１の絶縁層
（図１５（ｃ）の２１）を形成する工程と、前記第１の絶縁層（図１５（ｄ）の２１）上
に第１の配線層（図１５（ｄ）の１５）を形成する工程と、前記第１の配線層（図１５（
ｅ）の１５）を含む前記第１の絶縁層（図１５（ｅ）の２１）の上に、複数の絶縁層（図
１５（ｅ）の２２、２３）及び配線層（図１５（ｅ）の１６、１７）が交互に積層され、
前記配線層（図１５（ｅ）の１６、１７）間がビア（図１５（ｅ）の１９、２０）で接続
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された配線基板を形成する工程と、を含む。
【実施例１】
【００３６】
　本発明の実施例１に係る半導体装置について図面を用いて説明する。図１は、本発明の
実施例１に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。図２～図６は、本発明
の実施例１に係る半導体装置の変形例の構造を模式的に示した断面図である。
【００３７】
　図１の半導体装置１０は、金属板１１上に、半導体素子１２（例えば、ＩＣチップ）を
内蔵した配線基板３０（多層配線基板）が配設された構成となっている。半導体素子１２
は、回路面側（図１の上側）の面に複数の電極端子１４を有する。金属板１１は、主に半
導体素子１２を支持するものであり、半導体素子１２の裏面側（図１の下側）の面と接着
層１３を介して接合されている。接着層１３は、半導体素子１２の裏面の領域に配されて
いる。
【００３８】
　配線基板３０は、金属板１１上に配設された半導体素子１２を覆うように形成されてい
る。配線基板３０は、金属板１１上に、第１絶縁樹脂２１、第１配線１５、第２絶縁樹脂
２２、第２配線１６、第３絶縁樹脂２３、第３配線１７がこの順に積層され、対応する電
極端子１４と第１配線１５が第１ビア１８によって電気的に接続され、対応する第１配線
１５と第２配線１６が第２ビア１９によって電気的に接続され、対応する第２配線１６と
第３配線１７が第３ビア２０によって電気的に接続され、対応する第１配線１５と金属板
１１が第４ビア２４によって電気的に接続されている。第１絶縁樹脂２１は、半導体素子
１２の回路側の面と側端面を覆い、金属板１１と第１配線１５の間の所定の位置に第１ビ
ア１８を埋め込むための下穴が形成されており、第１配線１５と金属板１１の間の所定の
位置に第４ビア２４を埋め込むための下穴が形成されている。第１配線１５は、第１絶縁
樹脂２１上にて所定のパターンに形成されており、第２絶縁樹脂２２に覆われている。第
２絶縁樹脂２２は、第１配線１５を覆い、第１配線１５と第２配線１６の間の所定の位置
に第２ビア１９を埋め込むための下穴が形成されている。第２配線１６は、第２絶縁樹脂
２２上にて所定のパターンに形成されており、第３絶縁樹脂２３に覆われている。第３絶
縁樹脂２３は、第２配線１６を覆い、第２配線１６と第３配線１７の間の所定の位置に第
２ビア１９を埋め込むための下穴が形成されている。第３配線１７は、第３絶縁樹脂２３
上にて所定のパターンに形成されており、半導体装置の外部接続端子を含む。第３配線１
７は、第３ビア２０、第２配線１６、第２ビア１９、第１配線１５、第１ビア１８を介し
て、対応する半導体素子１２の電極端子１４と電気的に接続されている。電極端子１４の
ピッチは、第３配線１７における外部接続端子のピッチより狭ピッチである。
【００３９】
　金属板１１は、例えば、銅、銀、金、ニッケル、アルミニウム、およびパラジウムから
なる群から選択された少なくとも１種の金属もしくはこれらを主成分とする合金を用いる
。特に、電気抵抗値及びコストの観点から銅により形成することが望ましい。本実施例で
は、金属板１１は、銅を用いた。
【００４０】
　金属板１１は、ベタのグランド層又は電源層に適用することが好ましい。そうすること
で、半導体素子１２を内蔵する配線基板３０のグランド層又は電源層を削除、又は小領域
にすることができ、シグナル配線の設計自由度の向上と、配線層数の削減が期待できる。
【００４１】
　また、金属板１１は、第４ビア２４を介して配線基板３０と電気的に接続されることで
、金属板１１が電磁シールドとして機能するため、不要電磁放射の低減が期待される。
【００４２】
　また、金属板１１上に金属層からなるビアランドが設けられても構わない。その場合、
第４ビア２４と金属板１１との密着力を向上させることができる。
【００４３】
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　さらに、金属板１１の半導体素子を内蔵する配線基板３０が設けられた面の反対面は、
平面であることから、この面にヒートシンクや他の部品を安定して高精度に接続すること
ができる。
【００４４】
　半導体素子１２は、厚さを狙いの半導体装置の厚さに応じて調整することができる。本
実施例では、半導体素子１２の厚みは３０～５０μｍとした。半導体素子１２の数は、図
１では一つだが、複数でも構わない。
【００４５】
　第１配線１５、第２配線１６、第３配線１７は、例えば、銅、銀、金、ニッケル、アル
ミニウム、およびパラジウムからなる群から選択された少なくとも１種の金属もしくはこ
れらを主成分とする合金を用いる。特に、電気抵抗値及びコストの観点から銅により形成
することが望ましい。本実施例では、第１配線１５、第２配線１６、第３配線１７は、銅
を用いた。
【００４６】
　第１配線１５は、グランド層又は電源層であることが望ましいが、それに限るものでは
ない。第１配線１５がグランド層又は電源層の場合、第１配線１５と金属板１１とを電気
的に接続することで、半導体装置のグランド又は電源の電気特性を向上させることができ
る。
【００４７】
　さらに、第１配線１５と第４ビア２４を放熱経路とすることで、半導体素子１２から発
生した熱を効率的に金属板１１に逃がすことが可能となる。
【００４８】
　また、第３配線１７の一部を開口するようにソルダーレジスト（図示せず）が設けられ
ても構わない。その場合、第３配線１７の上に半田付けする際に、第３配線１７以外の場
所に半田が流れないように表面を保護することができる。
【００４９】
　第１ビア１８、第２ビア１９、第３ビア２０、第４ビア２４は、例えば、銅、銀、金、
ニッケル、アルミニウム、およびパラジウムからなる群から選択された少なくとも１種の
金属もしくはこれらを主成分とする合金を用いる。特に、電気抵抗値及びコストの観点か
ら銅により形成することが望ましい。本実施例では、第１ビア１８、第２ビア１９、第３
ビア２０、第４ビア２４は、銅を用いた。
【００５０】
　第１絶縁樹脂２１、第２絶縁樹脂２２、第３絶縁樹脂２３は、例えば、感光性又は非感
光性の有機材料で形成されており、有機材料は、例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリ
レート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミ
ド樹脂、ＢＣＢ（benzocyclobutene）、ＰＢＯ（polybenzoxazole）、ポリノルボルネン
樹脂等や、ガラスクロスやアラミド繊維などで形成された織布や不織布にエポキシ樹脂、
エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール
樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（benzocyclobutene）、ＰＢＯ（polybenzoxazole）、ポ
リノルボルネン樹脂等を含浸させた材料を用いることができる。本実施例では、第１絶縁
樹脂２１、第２絶縁樹脂２２、第３絶縁樹脂２３は、非感光性樹脂のエポキシ樹脂を用い
た。
【００５１】
　第１絶縁樹脂２１、第２絶縁樹脂２２、第３絶縁樹脂２３は、異なる絶縁材料でも構わ
ない。例えば、第３絶縁樹脂２３の絶縁材料を第１絶縁樹脂２１の絶縁材料よりも高弾性
とすることでパッケージ反りを抑えることができる。
【００５２】
　なお、配線基板３０の配線層数は３層に限るものではなく、複数層であれば何層でも構
わない。本実施例では、配線３層、絶縁樹脂３層とした。
【００５３】
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　また、配線基板３０は、各層の所望の位置に、回路のノイズフィルターの役割を果たす
コンデンサが設けられていてもよい。コンデンサを構成する誘電体材料としては、酸化チ
タン、酸化タンタル、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２又はＮｂ２Ｏ５等の金
属酸化物、ＢＳＴ（ＢａｘＳｒ１－ｘＴｉＯ３）、ＰＺＴ（ＰｂＺｒｘＴｉ１－ｘＯ３）
又はＰＬＺＴ（Ｐｂ１－ｙＬａｙＺｒｘＴｉ１－ｘＯ３）等のペロブスカイト系材料若し
くはＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９等のＢｉ系層状化合物であることが好ましい。但し、０≦ｘ≦
１、０＜ｙ＜１である。また、コンデンサを構成する誘電体材料として、無機材料や磁性
材料を混合した有機材料等を使用してもよい。また、半導体素子やコンデンサ以外に、デ
ィスクリート部品を設けても構わない。
【００５４】
　また、図２（変形例１）に示すように、半導体素子１２の外周に補強材を有するプリプ
レグ２７を設けても構わない。その場合、半導体装置の反りを抑えることができる。
【００５５】
　また、図３（変形例２）に示すように、接着層２８は、半導体素子１２と金属板１１が
重なる領域だけでなく、金属板１１の全面に設けられても構わない。その場合、半導体素
子１２に事前に接着層を設ける必要がなくなり、工数削減が可能となる。また、接着層２
８を半導体素子１２の外周の絶縁材料（ここでは、第１絶縁樹脂２１）と等しくすること
で、接着層２８が原因で発生する接着層２８と金属板１１間の剥がれ、反りの影響を回避
することができる。
【００５６】
　また、図４（変形例３）に示すように、金属板１１に凹部１１ａを設け、その内部に接
着層１３を介して半導体素子１２を設けても構わない。その場合、第１配線１５と金属板
１１とを接続する第４ビア２４の高さを小さくすることができるため、ビアを形成するた
めの工程時間の短縮、及びビアの高密度配置が可能となる。また、半導体素子１２の外周
に絶縁樹脂を設ける必要がなくなり、半導体素子１２の電極端子１４上のみに絶縁樹脂を
設ければ良い。そのため、採用する絶縁樹脂の選択自由度が高まる。つまり、半導体素子
１２の高さ分を埋め込むような厚膜可能な樹脂だけでなく、薄膜樹脂も採用可能となる。
【００５７】
　また、図５（変形例４）に示すように、金属板１１に開口部１１ｂを設け、その内部に
接着層１３を介して半導体素子１２を設け、半導体素子１２の電極端子１４の反対面が金
属板１１から露出していても構わない。その場合、第１配線１５と金属板１１とを接続す
る第４ビア２４の高さを小さくすることができるため、ビアを形成するための工程時間の
短縮、及びビアの高密度配置が可能となる。また、半導体素子１２の外周に絶縁樹脂を設
ける必要がなくなり、半導体素子１２の電極端子１４上のみに絶縁樹脂を設ければ良い。
そのため、採用する絶縁樹脂の選択自由度が高まる。つまり、半導体素子１２の高さ分を
埋め込むような厚膜可能な樹脂だけでなく、薄膜樹脂も採用可能となる。また、金属板１
１の厚さが半導体素子１２と同等の厚さとなることからパッケージの薄型化を実現できる
。
【００５８】
　また、図６（変形例５）に示すように、半導体素子１２の電極端子１４の表面に半導体
素子上の金属ポスト２９を設け、金属ポスト２９をビアとして機能させても構わない。電
極端子１４のピッチが狭い場合、半導体素子を樹脂に内蔵してから、ピッチに最適な小径
ビアを形成する必要がなくなるため、小径ビアによる接続不良、歩留まり劣化の影響がな
くなり、高信頼性、高歩留まりの半導体装置１０が実現できる。
【００５９】
　実施例１に係る半導体装置１０によれば、配線基板３０における所定の導体（配線１５
、１６、１７、ビア１８、１９、２０）と、金属板１１とが第４ビア２４を介して接続さ
れていることから、特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放熱特性の向上を
実現することができる。
【００６０】
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　次に、本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法について図面を用いて説明する。
図７は、本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図であ
る。図８は、本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方法において金属板上に絶縁樹脂
を積層する工程を示した断面図である。図９は、本発明の実施例１に係る半導体装置の製
造方法において金属板上に絶縁樹脂を積層する工程の変形例（変形例１（図２）に対応）
を示した断面図である。図１０、図１１は、本発明の実施例１に係る半導体装置の製造方
法の変形例（変形例５（図６）に対応）を模式的に示した工程断面図である。
【００６１】
　先ず、金属板１１を用意する（ステップＡ１）。ここで、金属板１１上には、半導体素
子１２を搭載するための位置マークが設けられていることが好ましい。位置マークは、高
精度に認識でき、位置マークとしての機能を果たしているのであれば、金属板１１上に金
属を析出させても、ウェットエッチングや機械加工により窪みを設けても構わない。本実
施例では、金属板１１は厚さ０．５ｍｍの銅板とし、位置マークは金属板１１上に電解め
っきによるニッケル（５μｍ）とした。
【００６２】
　次に、位置マークが設けられた金属板１１上に、半導体素子１２を電極端子１４が上面
にくる状態で、接着層１３を介して搭載する（ステップＡ２；図７（ａ）参照）。
【００６３】
　次に、半導体素子１２の電極端子１４側の面と側端面を覆うようにして、金属板１１上
に第１絶縁樹脂２１を積層する（ステップＡ３；図７（ｂ）参照）。ここで、積層方法は
、図８に示すように、半導体素子１２の電極端子１４側の面と側端面とを一括で覆われる
ようにフィルム状の第１絶縁樹脂２１を積層することができるが、図９に示すように、半
導体素子１２の電極端子１４側の面と側端面を分けて積層しても構わない。また、積層方
法は、トランスファーモールディング法、圧縮形成モールド法、印刷法、真空プレス、真
空ラミネート、スピンコート法、ダイコート法、カーテンコート法などで設けられる。本
実施例では、絶縁樹脂はエポキシ樹脂を採用し、真空ラミネートにて半導体素子１２の電
極端子１４面と側面を一括で積層した。また、フィルム状の絶縁樹脂に限定するものでは
なく、液状の絶縁樹脂を硬化させても構わない。
【００６４】
　次に、電極端子１４上及び金属板１１上の第１絶縁樹脂２１に第１ビア１８及び第４ビ
ア２４用の下穴を形成し、当該下穴に第１ビア１８及び第４ビア２４を形成し、その後、
第１ビア１８及び第４ビア２４を含む第１絶縁樹脂２１上に第１配線１５を形成する（ス
テップＡ４；図７（ｃ）参照）。
【００６５】
　ここで、下穴は、第１絶縁樹脂２１が感光性の材料を使用する場合、フォトリソグラフ
ィーにより形成される。第１絶縁樹脂２１が非感光性の材料、又は、感光性の材料でパタ
ーン解像度が低い材料を使用する場合、下穴は、レーザー加工法、ドライエッチング法又
はブラスト法により形成される。本実施例では、レーザー加工法を用いた。
【００６６】
　また、第１ビア１８及び第４ビア２４の形成は、電解めっき、無電解めっき、印刷法、
溶融金属吸引法等で行う。また、半導体素子１２上の第１ビア１８は、図１０と図１１に
示すように、電極端子１４上に予め通電用の金属ポスト２９を設けておき、第１絶縁樹脂
２１を形成した後、研磨等により絶縁樹脂の表面を削って金属ポスト２９の表面を露出さ
せてビアを形成する方法でも構わない。その場合、図１０（ａ）～（ｅ）に示すように、
第４ビア２４を形成した後に、第１絶縁樹脂２１の表面を削って金属ポスト２９の表面を
露出させる方法でも、図１１（ａ）～（ｅ）に示すように、第１絶縁樹脂２１の表面を削
って金属ポスト２９の表面を露出させた後に、第４ビア２４を形成する方法のどちらでも
構わない。
【００６７】
　また、第１配線１５は、サブトラクティブ法、セミアディティブ法又はフルアディティ
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ブ法等の方法によりを形成することができる。サブトラクティブ法は、基板上に設けられ
た銅箔上に所望のパターンのレジストを形成し、不要な銅箔をエッチングした後に、レジ
ストを剥離して所望のパターンを得る方法である。セミアディティブ法は、無電解めっき
法、スパッタ法、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法等で給電層を形成した後、所
望のパターンに開口されたレジストを形成し、レジスト開口部内に電解めっき法による金
属を析出させ、レジストを除去した後に給電層をエッチングして所望の配線パターンを得
る方法である。フルアディティブ法は、基板上に無電解めっき触媒を吸着させた後に、レ
ジストでパターンを形成し、このレジストを絶縁膜として残したまま触媒を活性化し、無
電解めっき法により絶縁膜の開口部に金属を析出させることで所望の配線パターンを得る
方法である。
【００６８】
　次に、絶縁樹脂形成、ビア形成、配線形成の工程を所望する層数に合わせて所定回数繰
り返すことで、第１配線１５を含む第１絶縁樹脂２１上に第２絶縁樹脂２２、第２ビア１
９、第２配線１６、第３絶縁樹脂２３、第３ビア２０、第３配線１７を形成する（ステッ
プＡ５；図７（ｄ）参照）。なお、本実施例では、図７（ｄ）では配線層数を３層とした
が、それに限るものではない。
【００６９】
　実施例１に係る半導体装置の製造方法によれば、半導体装置１０を効率よく作製するこ
とができる。
【実施例２】
【００７０】
　本発明の実施例２に係る半導体装置について図面を用いて説明する。図１２は、本発明
の実施例２に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。
【００７１】
　実施例２に係る半導体装置１０では、実施例１に係る半導体装置（図１の１０）の第４
ビア（図１の２４）の代わりに、金属ポスト２５が設けられている。その他の構成は、実
施例１と同様である。
【００７２】
　金属ポスト２５は、第１絶縁樹脂２１を積層する前に、予め金属板１１上に形成された
ものである。金属ポスト２５は、第１絶縁樹脂２１に埋め込まれており、対応する第１配
線１５と金属板１１を電気的に接続する。金属ポスト２５は、金属板１１と同じ素材であ
ることが望ましいが、それに限るものではない。本実施例では、金属板と同じ素材である
銅とした。
【００７３】
　また、金属板１１は、金属ポスト２５を介して配線基板３０と電気的に接続されること
で、金属板１１が電磁シールドとして機能するため、不要電磁放射の低減が期待される。
【００７４】
　さらに、第１配線１５と金属ポスト２５を放熱経路とすることで、半導体素子１２から
発生した熱を効率的に金属板１１に逃がすことが可能となる。
【００７５】
　実施例２に係る半導体装置によれば、配線基板３０における所定の導体（配線１５、１
６、１７、ビア１８、１９、２０）と、金属板１１とが金属ポスト２５を介して接続され
ていることから、特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放熱特性の向上を実
現する。また、半導体素子を内蔵する配線基板３０の第１配線１５と金属板１１とを自由
に厚さを調整可能な金属ポスト２５で接続するため、内蔵する半導体素子１２の厚さの制
限がなくなる。また、金属ポスト２５と金属板１１又は第１配線１５との接続信頼性は高
いため、半導体装置１０の信頼性の向上を実現する。
【００７６】
　なお、実施例２に係る半導体装置では、図２～図６に記載の実施例１の変形例（変形例
１～５）に相当する構造を採用しても構わない。
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【００７７】
　次に、本発明の実施例２に係る半導体装置の製造方法について図面を用いて説明する。
図１３は、本発明の実施例２に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図で
ある。
【００７８】
　先ず、金属ポスト２５が設けられた金属板１１を用意する（ステップＢ１；図１３（ａ
）参照）。ここで、金属板１１上には、半導体素子１２を搭載するための位置マークが設
けられていることが好ましい。位置マークは、高精度に認識でき、位置マークとしての機
能を果たしているのであれば、金属板１１上に金属を析出させても、ウェットエッチング
や機械加工により窪みを設けても構わない。本実施例では、金属板１１は厚さ０．５ｍｍ
の銅板とし、位置マークは金属板１１上に電解めっきによりニッケル（５μｍ）とした。
また、金属ポスト２５は、金属板１１上に金属ポスト２５を析出させても、金属板１１を
エッチングすることで形成しても構わない。本実施例では、金属板１１にエッチングマス
クを形成した後、エッチングにより金属ポスト２５を形成した。
【００７９】
　次に、位置マークが設けられた金属板１１上に、半導体素子１２を電極端子１４が上面
にくる状態で、接着層１３を介して搭載する（ステップＢ２；図１３（ｂ）参照）。
【００８０】
　次に、半導体素子１２の電極端子１４側の面と側端面を覆うようにして、金属板１１上
に第１絶縁樹脂２１を積層する（ステップＢ３；図１３（ｃ）参照）。ここで、第１絶縁
樹脂２１は、トランスファーモールディング法、圧縮形成モールド法、印刷法、真空プレ
ス、真空ラミネート、スピンコート法、ダイコート法、カーテンコート法などで設けるこ
とができる。本実施例では、第１絶縁樹脂２１はエポキシ樹脂を採用し、真空ラミネート
によって積層した。
【００８１】
　次に、研磨等により第１絶縁樹脂２１の表面を削って金属ポスト２５の表面を露出させ
る（ステップＢ４；図１３（ｄ）参照）。
【００８２】
　次に、電極端子１４上の第１絶縁樹脂２１に第１ビア１８用の下穴を形成し、当該下穴
に第１ビア１８を形成し、その後、第１ビア１８及び金属ポスト２５を含む第１絶縁樹脂
２１上に第１配線１５を形成する（ステップＢ５；図１３（ｅ）参照）。
【００８３】
　ここで、下穴は、第１絶縁樹脂２１が感光性の材料を使用する場合、フォトリソグラフ
ィーにより形成される。第１絶縁樹脂２１が非感光性の材料又は、感光性の材料でパター
ン解像度が低い材料を使用する場合、下穴は、レーザー加工法、ドライエッチング法又は
ブラスト法により形成される。本実施例では、レーザー加工法を用いた。
【００８４】
　また、第１ビア１８の形成は、電解めっき、無電解めっき、印刷法、溶融金属吸引法等
で行う。また、半導体素子１２上の第１ビア１８は、電極端子１４上に予め通電用の金属
ポストを設けておき、第１絶縁樹脂２１を形成した後、研磨等により絶縁樹脂の表面を削
って金属ポストの表面を露出させてビアを形成する方法でも構わない。
【００８５】
　また、第１配線１５は、サブトラクティブ法、セミアディティブ法又はフルアディティ
ブ法等の方法により形成することができる。
【００８６】
　次に、絶縁樹脂形成、ビア形成、配線形成の工程を所望する層数に合わせて所定回数繰
り返すことで、第１配線１５を含む第１絶縁樹脂２１上に第２絶縁樹脂２２、第２ビア１
９、第２配線１６、第３絶縁樹脂２３、第３ビア２０、第３配線１７を形成する（ステッ
プＢ６；図１３（ｅ）参照）。なお、本実施例では、図１３（ｅ）では配線層数を３層と
したが、それに限るものではない。



(15) JP WO2010/041630 A1 2010.4.15

10

20

30

40

50

【００８７】
　実施例２に係る半導体装置の製造方法によれば、半導体装置１０を効率よく作製するこ
とができる。また、半導体素子を内蔵する配線基板３０の第１配線１５と金属板１１とを
自由に厚さを調整可能な金属ポスト２５で接続するため、内蔵する半導体素子１２の厚さ
の制限がなくなる。また、金属ポスト２５と金属板１１又は第１配線１５との接続信頼性
は高いため、半導体装置１０の信頼性の向上を実現する。
【実施例３】
【００８８】
　本発明の実施例３に係る半導体装置について図面を用いて説明する。図１４は、本発明
の実施例３に係る半導体装置の構造を模式的に示した断面図である。
【００８９】
　実施例２に係る半導体装置１０では、実施例１に係る半導体装置（図１の１０）の第４
ビア（図１の２４）の代わりに、ボンディングワイヤ２６が設けられている。その他の構
成は、実施例１と同様である。
【００９０】
　ボンディングワイヤ２６は、所定の電極端子１４と金属板１１とを電気的に接続する。
ボンディングワイヤ２６は、第１絶縁樹脂２１に埋め込まれている。ボンディングワイヤ
２６は、金線又は銅線であることが望ましいが、それに限るものではない。本実施例では
、金線を用いた。
【００９１】
　また、ボンディングワイヤ２６を介して、金属板１１に接続される電極端子１４は、グ
ランド層又は電源層であることが望ましいが、それに限るものではない。それらがグラン
ド層又は電源層の場合、電極端子１４と金属板１１とを電気的に接続することで、半導体
装置のグランド又は電源の電気特性を向上させることができる。
【００９２】
　また、金属板１１は、ボンディングワイヤ２６を介して配線基板３０と電気的に接続さ
れることで、金属板１１が電磁シールドとして機能するため、不要電磁放射の低減が期待
される。
【００９３】
　さらに、第１配線１５とボンディングワイヤ２６を放熱経路とすることで、半導体素子
１２から発生した熱を効率的に金属板１１に逃がすことが可能となる。
【００９４】
　実施例３に係る半導体装置によれば、配線基板３０における所定の導体（配線１５、１
６、１７、ビア１８、１９、２０）と、金属板１１とがボンディングワイヤ２６を介して
接続されていることから、特性インピーダンスの向上、不要電磁放射の低減、放熱特性の
向上を実現することができる。また、配線基板３０の第１配線１５と金属板１１とを低コ
ストなボンディングワイヤ２６で接続するため、半導体装置１０の低コスト化を実現する
ことができる。
【００９５】
　なお、実施例３に係る半導体装置では、図２～図６に記載の実施例１の変形例（変形例
１～５）に相当する構造を採用しても構わない。
【００９６】
　次に、本発明の実施例３に係る半導体装置の製造方法について図面を用いて説明する。
図１５は、本発明の実施例３に係る半導体装置の製造方法を模式的に示した工程断面図で
ある。
【００９７】
　先ず、金属板１１を用意する（ステップＣ１）。ここで、金属板１１上には、半導体素
子１２を搭載するための位置マークが設けられていることが好ましい。位置マークは、高
精度に認識でき、位置マークとしての機能を果たしているのであれば、金属板１１上に金
属を析出させても、ウェットエッチングや機械加工により窪みを設けても構わない。本実
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施例では、金属板１１は厚さ０．５ｍｍの銅板とし、位置マークは金属板１１上に電解め
っきによるニッケル（５μｍ）とした。
【００９８】
　次に、位置マークが設けられた金属板１１上に、半導体素子１２を電極端子１４が上面
にくる状態で、接着層１３を介して搭載する（ステップＣ２；図１５（ａ）参照）。
【００９９】
　次に、半導体素子１２の所定の電極端子１４と金属板１１とをボンディングワイヤ２６
で接続する（ステップＣ３；図１５（ｂ）参照）。
【０１００】
　次に、半導体素子１２の電極端子１４側の面と側端面とボンディングワイヤ２６を覆う
ようにして、金属板１１上に第１絶縁樹脂２１を形成する（ステップＣ４；図１５（ｃ）
参照）。ここで、第１絶縁樹脂２１は、トランスファーモールディング法、圧縮形成モー
ルド法、印刷法、真空プレス、真空ラミネート、スピンコート法、ダイコート法、カーテ
ンコート法などで形成することができる。本実施例では、絶縁樹脂はエポキシ樹脂を採用
し、真空ラミネートにて積層した。
【０１０１】
　次に、電極端子１４上の第１絶縁樹脂２１に第１ビア１８用の下穴を形成し、当該下穴
に第１ビア１８を形成し、その後、第１ビア１８を含む第１絶縁樹脂２１上に第１配線１
５を形成する（ステップＣ４；図１５（ｄ）参照）。
【０１０２】
　ここで、下穴は、第１絶縁樹脂２１が感光性の材料を使用する場合、フォトリソグラフ
ィーにより形成される。第１絶縁樹脂２１が非感光性の材料、又は、感光性の材料でパタ
ーン解像度が低い材料を使用する場合、下穴は、レーザー加工法、ドライエッチング法又
はブラスト法により形成される。本実施例では、レーザー加工法を用いた。
【０１０３】
　また、第１ビア１８の形成は、電解めっき、無電解めっき、印刷法、溶融金属吸引法等
で行う。また、半導体素子１２上の第１ビア１８は、電極端子１４上に予め通電用の金属
ポストを設けておき、第１絶縁樹脂２１を形成した後、研磨等により絶縁樹脂の表面を削
って金属ポストの表面を露出させてビアを形成する方法でも構わない。
【０１０４】
　また、第１配線１５は、電解めっき、無電解めっき、印刷法、溶融金属吸引法等により
形成することができる。
【０１０５】
　次に、絶縁樹脂形成、ビア形成、配線形成の工程を所望する層数に合わせて所定回数繰
り返すことで、第１配線１５を含む第１絶縁樹脂２１上に第２絶縁樹脂２２、第２ビア１
９、第２配線１６、第３絶縁樹脂２３、第３ビア２０、第３配線１７を形成する（ステッ
プＣ５；図１５（ｅ）参照）。なお、本実施例では、図１５（ｅ）では配線層数を３層と
したが、それに限るものではない。
【０１０６】
　実施例３に係る半導体装置の製造方法によれば、半導体装置１０を効率よく作製するこ
とができる。また、半導体素子の極端子１４と金属板１１とを低コストなボンディングワ
イヤ２６で接続するため、半導体装置１０の低コスト化を実現することができる。
【０１０７】
　なお、本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本的技術思
想に基づいて、実施例ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明の請求の範
囲の枠内において種々の開示要素の多様な組み合わせないし選択が可能である。すなわち
、本発明は、請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得る
であろう各種変形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０１０８】
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　１０　半導体装置
　１１　金属板
　１１ａ　凹部
　１１ｂ　開口部
　１２　半導体素子
　１３　接着層
　１４　電極端子
　１５　第１配線（配線層、第１の配線層）
　１６　第２配線（配線層）
　１７　第３配線（配線層、外部接続端子）
　１８　第１ビア（ビア、第１のビア）
　１９　第２ビア（ビア）
　２０　第３ビア（ビア）
　２１　第１絶縁樹脂（絶縁層、第１の絶縁層）
　２２　第２絶縁樹脂（絶縁層）
　２３　第３絶縁樹脂（絶縁層）
　２４　第４ビア（第２のビア）
　２５　金属ポスト
　２６　ボンディングワイヤ
　２７　プリプレグ
　２８　接着層
　２９　金属ポスト（第２の金属ポスト）
　３０　配線基板
　１０１　金属放熱板
　１０２　金属ペースト
　１０３　ＩＣチップ
　１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃ　絶縁層樹脂層
　１０７　配線導体
　１０８　ＢＧＡ実装パッド
　１０９　ＢＧＡはんだバンプ
　１３１　ＩＣ側実装用パッド
　２１０　電子部品実装基板
　２１１　配線基板部
　２１２　実装部品
　２１２ａ　ハンダバンプ
　２１３　放熱基板部
　２１３ａ　下面
　２１４　主基板
　２１４ａ　溝
　２１５　誘電体膜
　２１６　導体パターン
　２１６ａ　回路側パターン
　２１６ｂ　グランド側パターン
　２１６ｃ　パッド
　２１７　凹部
　２１８　熱伝導層
　２１９　ハンダバンプ
　２２１　接着層
　２２２　接着層
　２２３　空気層



(18) JP WO2010/041630 A1 2010.4.15

10

　３０１　ＬＳＩパッケージ
　３０２　パッド
　３０３　ヴィアホール
　３０４　グランドピン
　３０５　金属コンタクト
　３０６　ヒートシンク
　３０７　ＬＳＩチップ
　３０８　グランドベタ層
　３０９　プリント基板
　３０９ａ　ＬＳＩ実装用パッド
　３１０　ヒートスプレッダ
　３５０　ＬＳＩのシールド装置

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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