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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極パッドが設けられた電極パッド形成面、及び該電極パッド形成面の反対側に位置す
る背面を有する電子部品と、
　前記電極パッド形成面を露出する多層構造体形成面と、該多層構造体形成面の反対側に
位置すると共に、前記背面を露出する面とを有し、前記電子部品の側面を封止する封止樹
脂と、
　前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面に設けられ、積層された複数の絶縁
層よりなる積層体と、前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面と接触する前記
積層体の第１の面とは反対側に位置する前記積層体の第２の面に設けられた外部接続用パ
ッドと、前記積層体に内設され、前記電極パッド及び前記外部接続用パッドと直接接続さ
れた配線パターンと、を有する多層配線構造体と、を備え、
　前記配線パターンは、複数の前記絶縁層のうち、前記封止樹脂と接触する第１の絶縁層
に設けられ、前記第１の絶縁層の第１の面とは反対側に位置する前記第１の絶縁層の第２
の面に配置された配線を有し、
　前記封止樹脂及び前記第１の絶縁層を貫通すると共に、前記配線を露出する貫通孔を設
け、
　前記貫通孔に、前記配線と接続され、高さが前記封止樹脂の厚さと前記第１の絶縁層の
厚さとを加えた値よりも小さくなるように構成された導電部材を設けたことを特徴とする
半導体装置。
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【請求項２】
　前記導電部材は、導電性ペーストよりな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】
　前記多層配線構造体の厚さは、前記封止樹脂の厚さ及び前記電子部品の厚さよりも薄い
ことを特徴とする請求項１又は２記載の半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のうち、いずれか１項記載の半導体装置と、
　内部接続端子を介して、前記半導体装置と電気的に接続される他の半導体装置と、を備
えたことを特徴とする電子装置。
【請求項５】
　電極パッドが設けられた電極パッド形成面、及び該電極パッド形成面の反対側に位置す
る背面を有する電子部品を準備し、前記電子部品の背面及び側面を、前記電極パッド形成
面を露出する多層構造体形成面を有する封止樹脂により封止する工程と、
　前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面に、積層された複数の絶縁層よりな
る積層体と、前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面と接触する前記積層体の
第１の面とは反対側に位置する前記積層体の第２の面に設けられた外部接続用パッドと、
前記積層体に内設され、前記電極パッド及び前記外部接続用パッドと直接接続された配線
パターンと、を有する多層配線構造体を形成する工程と、
　前記封止樹脂の前記多層構造体形成面とは反対側の面を研削し、前記電子部品の背面を
露出する工程と、を有し、
　前記多層配線構造体を形成する工程は、
　前記封止樹脂と接触する第１の絶縁層の第１の面とは反対側に位置する前記第１の絶縁
層の第２の面に配置された配線を有するように前記配線パターンを形成する工程と、
　前記封止樹脂及び前記第１の絶縁層を貫通すると共に、前記配線を露出する貫通孔を設
ける工程と、
　前記貫通孔に、前記配線と接続され、高さが前記封止樹脂の厚さと前記第１の絶縁層の
厚さとを加えた値よりも小さくなるように構成された導電部材を設ける工程と、を含むこ
とを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法、電子装置に係り、特に、電子部品と、電子部
品を封止する封止樹脂と、電子部品及び封止樹脂に形成され、電子部品と電気的に接続さ
れた多層配線構造体とを備えた半導体装置及びその製造方法、電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置の中には、電子部品に設けられた電極パッドと多層配線構造体に設け
られた配線パターンとを直接接続することで、厚さ方向のサイズの小型化を図った半導体
装置（図１参照）がある。
【０００３】
　図１は、従来の半導体装置の断面図である。
【０００４】
　図１を参照するに、従来の半導体装置２００は、電子部品２０１と、封止樹脂２０２と
、多層配線構造体２０３と、外部接続端子２０５とを有する。
【０００５】
　電子部品２０１は、電極パッド２１１と、電極パッド２１１が形成された電極パッド形
成面２０１Ａと、電極パッド形成面２０１Ａの反対側に配置された背面２０１Ｂと、側面
２０１Ｃとを有する。電子部品２０１は、電極パッド２１１及び電極パッド形成面２０１
Ａが露出された状態で封止樹脂２０２により封止されている。電子部品２０１としては、
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例えば、半導体チップを用いることができる。
【０００６】
　封止樹脂２０２は、電子部品２０１の背面２０１Ｂ及び側面２０１Ｃを封止している。
封止樹脂２０２は、電極パッド形成面２０１Ａを通過する平面上に配置された多層配線構
造体形成面２０２Ａを有する。
【０００７】
　多層配線構造体２０３は、積層体２１３と、外部接続用パッド２１４と、配線パターン
２１５と、ソルダーレジスト層２１７とを有する。
【０００８】
　積層体２１３は、電極パッド２１１、電極パッド形成面２０１Ａ、及び多層配線構造体
形成面２０２Ａに、絶縁層２２１と、絶縁層２２２とが順次積層された構成とされている
。
【０００９】
　外部接続用パッド２１４は、絶縁層２２２の面２２２Ａ（絶縁層２２１と接触する絶縁
層２２２の面とは反対側に配置された面）に設けられている。
【００１０】
　配線パターン２１５は、積層体２１３に内設されている。配線パターン２１５は、電極
パッド２１１及び外部接続用パッド２１４と直接接続されている。
【００１１】
　これにより、電極パッド２１１と配線パターン２１５とを電気的に接続するバンプが不
要となるため、半導体装置２００の厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【００１２】
　ソルダーレジスト層２１７は、絶縁層２２２の面２２２Ａに設けられている。ソルダー
レジスト層２１７は、外部接続端子２０５の配設領域に対応する部分の外部接続用パッド
２１４を露出する開口部２１７Ａを有する。
【００１３】
　外部接続端子２０５は、開口部２１７Ａから露出された部分の外部接続用パッド２１４
に設けられている。外部接続端子２０５は、半導体装置２００とマザーボード等の実装基
板（図示せず）とを電気的に接続するための端子である。外部接続端子２０５としては、
例えば、はんだボールを用いることができる（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第６２７１４６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来の半導体装置２００は、半導体装置２００の厚さ方向のサイズの小
型化は可能であるが、他の半導体装置（図示せず）を搭載可能な導電部材（例えば、パッ
ド等）を備えていないため、半導体装置２００上に他の半導体装置（図示せず）を搭載す
ることができない（言い換えれば、実装密度を向上させることができない）という問題が
あった。
【００１６】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、厚さ方向のサイズの小型
化を図ることができると共に、半導体装置上に他の半導体装置を搭載することのできる半
導体装置及びその製造方法、電子装置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】
【００１７】
　本発明の一観点によれば、電極パッドが設けられた電極パッド形成面、及び該電極パッ
ド形成面の反対側に位置する背面を有する電子部品と、前記電極パッド形成面を露出する
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多層構造体形成面と、該多層構造体形成面の反対側に位置すると共に、前記背面を露出す
る面とを有し、前記電子部品の側面を封止する封止樹脂と、前記電極パッド形成面、及び
前記多層構造体形成面に設けられ、積層された複数の絶縁層よりなる積層体と、前記電極
パッド形成面、及び前記多層構造体形成面と接触する前記積層体の第１の面とは反対側に
位置する前記積層体の第２の面に設けられた外部接続用パッドと、前記積層体に内設され
、前記電極パッド及び前記外部接続用パッドと直接接続された配線パターンと、を有する
多層配線構造体と、を備え、前記配線パターンは、複数の前記絶縁層のうち、前記封止樹
脂と接触する第１の絶縁層に設けられ、前記第１の絶縁層の第１の面とは反対側に位置す
る前記第１の絶縁層の第２の面に配置された配線を有し、前記封止樹脂及び前記第１の絶
縁層を貫通すると共に、前記配線を露出する貫通孔を設け、前記貫通孔に、前記配線と接
続され、高さが前記封止樹脂の厚さと前記第１の絶縁層の厚さとを加えた値よりも小さく
なるように構成された導電部材を設けたことを特徴とする半導体装置が提供される。
　本発明の他の観点によれば、電極パッドが設けられた電極パッド形成面、及び該電極パ
ッド形成面の反対側に位置する背面を有する電子部品を準備し、前記電子部品の背面及び
側面を、前記電極パッド形成面を露出する多層構造体形成面を有する封止樹脂により封止
する工程と、前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面に、積層された複数の絶
縁層よりなる積層体と、前記電極パッド形成面、及び前記多層構造体形成面と接触する前
記積層体の第１の面とは反対側に位置する前記積層体の第２の面に設けられた外部接続用
パッドと、前記積層体に内設され、前記電極パッド及び前記外部接続用パッドと直接接続
された配線パターンと、を有する多層配線構造体を形成する工程と、前記封止樹脂の前記
多層構造体形成面とは反対側の面を研削し、前記電子部品の背面を露出する工程と、を有
し、前記多層配線構造体を形成する工程は、前記封止樹脂と接触する第１の絶縁層の第１
の面とは反対側に位置する前記第１の絶縁層の第２の面に配置された配線を有するように
前記配線パターンを形成する工程と、前記封止樹脂及び前記第１の絶縁層を貫通すると共
に、前記配線を露出する貫通孔を設ける工程と、前記貫通孔に、前記配線と接続され、高
さが前記封止樹脂の厚さと前記第１の絶縁層の厚さとを加えた値よりも小さくなるように
構成された導電部材を設ける工程と、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。

【００１８】
　本発明によれば、電子部品の背面を通過する平面上に配置された面を有し、電子部品の
周囲に設けられ、電子部品の側面を封止する封止樹脂と、電子部品の電極パッド、電極パ
ッド形成面、及び封止樹脂に設けられた多層構造体形成面に形成された積層体に内設され
た配線パターンを有する多層配線構造体とを設け、電極パッドと配線パターンとを直接接
続することにより、バンプを用いることなく、電子部品と多層配線構造体とを電気的に接
続することが可能となるので、半導体装置の厚さ方向のサイズを小型化することができる
。
【００１９】
　また、封止樹脂及び封止樹脂と接触する第１の絶縁層を貫通すると共に、配線（配線パ
ターンの構成要素の１つ）を露出する貫通孔を設け、貫通孔に配線と接続される導電部材
を設けることにより、例えば、内部接続端子を介して、他の半導体装置と導電部材とを電
気的に接続することが可能となるため、半導体装置上に他の半導体装置を搭載することが
できる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、半導体装置及び電子装置の厚さ方向のサイズの小型化を図ることがで
きると共に、半導体装置上に他の半導体装置を搭載することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】従来の半導体装置の断面図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係る電子装置の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１）である。
【図４】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その２）である。
【図５】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その３）である。
【図６】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その４）である。
【図７】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その５）である。
【図８】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その６）である。
【図９】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その７）である。
【図１０】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その８）である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その９）である。
【図１２】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１０）である。
【図１３】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１１）である。
【図１４】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１２）である。
【図１５】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１３）である。
【図１６】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１４）である。
【図１７】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１５）である。
【図１８】本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図（その１６）である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００２３】
　（実施の形態）
　図２は、本発明の実施の形態に係る電子装置の断面図である。
【００２４】
　図２を参照するに、本実施の形態の電子装置１０は、半導体装置１１と、半導体装置１
１の上方に配置され、半導体装置１１と電気的に接続された他の半導体装置である半導体
装置１２と、内部接続端子１３とを有する。
【００２５】
　半導体装置１１は、電子部品１５，１６と、封止樹脂１８と、多層配線構造体１９と、
貫通孔２１～２３と、導電部材２７～２９と、外部接続端子３２とを有する。
【００２６】
　電子部品１５は、薄板化された電子部品である。電子部品１５は、接続面３５Ａ，３６
Ａを備えた電極パッド３５，３６と、電極パッド３５，３６が形成された電極パッド形成
面１５Ａと、電極パッド形成面１５Ａの反対側に配置された背面１５Ｂとを有する。
【００２７】
　電子部品１５の周囲（側面１５Ｃ）は、封止樹脂１８により覆われている。これにより
、電子部品１５の周囲（側面１５Ｃ）は、封止樹脂１８により封止されている。電子部品
１５の電極パッド形成面１５Ａ及び背面１５Ｂは、封止樹脂１８から露出されている。電
極パッド形成面１５Ａ及び接続面３５Ａ，３６Ａは、同一平面上に配置されており、多層
配線構造体１９と接触している。
【００２８】
　電子部品１５の厚さは、封止樹脂１８の厚さと略等しい。電子部品１５の厚さは、例え
ば、３００μｍとすることができる。
【００２９】
　上記構成とされた電子部品１５としては、例えば、ＣＰＵ用の半導体チップを用いるこ
とができる。
【００３０】
　電子部品１６は、薄板化された電子部品である。電子部品１６は、接続面３８Ａ，３９
Ａを備えた電極パッド３８，３９と、電極パッド３８，３９が形成された電極パッド形成
面１６Ａと、電極パッド形成面１６Ａの反対側に配置された背面１６Ｂとを有する。
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【００３１】
　電子部品１６の周囲（側面１６Ｃ）は、封止樹脂１８により覆われている。これにより
、電子部品１６の周囲（側面１６Ｃ）は、封止樹脂１８により封止されている。電子部品
１６の電極パッド形成面１６Ａ及び背面１６Ｂは、封止樹脂１８から露出されている。電
極パッド形成面１６Ａ及び接続面３８Ａ，３９Ａは、同一平面上に配置されており、多層
配線構造体１９と接触している。
【００３２】
　電子部品１６の厚さは、封止樹脂１８の厚さと略等しい。電子部品１６の厚さは、例え
ば、３００μｍとすることができる。
【００３３】
　上記構成とされた電子部品１６としては、例えば、メモリー用の半導体チップを用いる
ことができる。
【００３４】
　封止樹脂１８は、電子部品１５，１６の周囲（側面１５Ｃ）を封止するように、電子部
品１５，１６に設けられている。封止樹脂１８は、電極パッド形成面１５Ａ，１６Ａ及び
背面１５Ｂ，１６Ｂを露出している。
【００３５】
　封止樹脂１８は、多層配線構造体形成面１８Ａと、面１８Ｂとを有する。多層配線構造
体形成面１８Ａは、多層配線構造体１９が形成される面であり、多層配線構造体１９と接
触している。多層配線構造体形成面１８Ａは、電極パッド形成面１５Ａ，１６Ａを通過す
る平面上に配置されている。
【００３６】
　封止樹脂１８の面１８Ｂは、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂを通過する平面
上に配置されている。封止樹脂１８の厚さは、電子部品１５，１６の厚さと略等しい。電
子部品１５，１６の厚さが３００μｍの場合、封止樹脂１８の厚さは、例えば、３００μ
ｍとすることができる。
【００３７】
　上記構成とされた封止樹脂１８としては、例えば、モールド樹脂を用いることができる
。また、モールド樹脂の材料としては、例えば、エポキシ樹脂を用いることができる。
【００３８】
　多層配線構造体１９は、積層体４５と、外部接続用パッド４６～４９と、配線パターン
５１～５４と、ソルダーレジスト層５５とを有する。
【００３９】
　積層体４５は、電極パッド３５，３６，３８，３９、電極パッド形成面１５Ａ，１６Ａ
、及び封止樹脂１８の多層構造体形成面１８Ａに、第１の絶縁層である絶縁層５６と、絶
縁層５７とが順次積層された構成とされている。絶縁層５６の面５６Ａ（第１の絶縁層の
第１の面、及び積層体４５の第１の面に相当する面）は、電極パッド３５，３６，３８，
３９、電極パッド形成面１５Ａ，１６Ａ、及び封止樹脂１８の多層構造体形成面１８Ａと
接触している。絶縁層５７の面５７Ａは、面５６Ａの反対側に位置する絶縁層５６の面５
６Ｂ（第１の絶縁層の第２の面）と接触している。絶縁層５６，５７としては、例えば、
絶縁樹脂層を用いることができる。絶縁樹脂層の材料としては、例えば、エポキシ樹脂を
用いることができる。
【００４０】
　絶縁層５６の厚さは、例えば、４～６μｍとすることができる。また、絶縁層５７の厚
さは、例えば、５～１５μｍとすることができる。
【００４１】
　外部接続用パッド４６～４９は、絶縁層５７の面５７Ｂ（積層体４５の第２の面）に設
けられている。外部接続用パッド４６～４９は、外部接続端子３２が配設される接続面４
６Ａ，４７Ａ，４８Ａ，４９Ａを有する。外部接続用パッド４６～４９の材料としては、
例えば、Ｃｕを用いることができる。
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【００４２】
　配線パターン５１は、ビア６１，６２，６４と、配線６３とを有する。ビア６１は、電
極パッド３６と対向する部分の絶縁層５６を貫通するように配設されている。ビア６１の
一方の端部は、電子部品１５に設けられた電極パッド３６（具体的には、接続面３６Ａ）
と直接接続されている。ビア６１の他方の端部は、配線６３と一体的に構成されている。
これにより、ビア６１は、電極パッド３６と配線６３とを電気的に接続している。
【００４３】
　ビア６２は、電極パッド３８と対向する部分の絶縁層５６を貫通するように配設されて
いる。ビア６２の一方の端部は、電極パッド３８（具体的には、接続面３８Ａ）と直接接
続されている。ビア６２の他方の端部は、配線６３と一体的に構成されている。これによ
り、ビア６２は、電極パッド３８と配線６３とを電気的に接続している。
【００４４】
　配線６３は、絶縁層５６の面５６Ｂに設けられている。配線６３は、ビア６１，６２の
他方の端部と一体的に構成されている。これにより、配線６３は、電子部品１５と電子部
品１６とを電気的に接続している。
【００４５】
　ビア６４は、配線６３と外部接続用パッド４６との間に位置する部分の絶縁層５７を貫
通するように配設されている。ビア６４の一方の端部は、配線６３と接続されており、ビ
ア６４の他方の端部は、外部接続用パッド４６と一体的に構成されている。これにより、
ビア６４は、配線６３と外部接続用パッド４６とを電気的に接続している。
【００４６】
　上記構成とされた配線パターン５１は、電子部品１５，１６に設けられた電極パッド３
６，３８及び外部接続用パッド４６と直接接続されている。配線パターン５１の材料とし
ては、例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００４７】
　配線パターン５２は、ビア６６，６９と、配線６８とを有する。ビア６６は、電極パッ
ド３５と対向する部分の絶縁層５６を貫通するように配設されている。ビア６６の一方の
端部は、電子部品１５に設けられた電極パッド３５（具体的には、接続面３５Ａ）と直接
接続されている。ビア６６の他方の端部は、配線６８と一体的に構成されている。これに
より、ビア６６は、電極パッド３５と配線６８とを電気的に接続している。
【００４８】
　配線６８は、絶縁層５６の面５６Ｂに設けられている。配線６８は、ビア６６の他方の
端部と一体的に構成されると共に、導電部材２７の下端と接続されている。これにより、
配線６８は、電子部品１５と導電部材２７とを電気的に接続している。
【００４９】
　ビア６９は、配線６８と外部接続用パッド４７との間に位置する部分の絶縁層５７を貫
通するように配設されている。ビア６９の一方の端部は、配線６８と接続されており、ビ
ア６９の他方の端部は、外部接続用パッド４７と一体的に構成されている。これにより、
ビア６９は、配線６８と外部接続用パッド４７とを電気的に接続している。
【００５０】
　上記構成とされた配線パターン５２は、電子部品１５に設けられた電極パッド３５、導
電部材２７、及び外部接続用パッド４７と直接接続されている。配線パターン５２の材料
としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００５１】
　配線パターン５３は、ビア７１，７４と、配線７３とを有する。ビア７１は、電極パッ
ド３９と対向する部分の絶縁層５６を貫通するように配設されている。ビア７１の一方の
端部は、電子部品１６に設けられた電極パッド３９（具体的には、接続面３９Ａ）と直接
接続されている。ビア７１の他方の端部は、配線７３と一体的に構成されている。これに
より、ビア７１は、電極パッド３９と配線７３とを電気的に接続している。
【００５２】
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　配線７３は、絶縁層５６の面５６Ｂに設けられている。配線７３は、ビア７１の他方の
端部と一体的に構成されると共に、導電部材２８の下端と接続されている。これにより、
配線７３は、電子部品１６と導電部材２８とを電気的に接続している。
【００５３】
　ビア７４は、配線７３と外部接続用パッド４８との間に位置する部分の絶縁層５７を貫
通するように配設されている。ビア７４の一方の端部は、配線７３と接続されており、ビ
ア７４の他方の端部は、外部接続用パッド４８と一体的に構成されている。これにより、
ビア７４は、配線７３と外部接続用パッド４８とを電気的に接続している。
【００５４】
　上記構成とされた配線パターン５３は、電子部品１６に設けられた電極パッド３９、導
電部材２８、及び外部接続用パッド４８と直接接続されている。配線パターン５３の材料
としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００５５】
　配線パターン５４は、配線７７と、ビア７８とを有する。配線７７は、絶縁層５６の面
５６Ｂに設けられている。配線７７は、導電部材２９の下端と接続されている。
【００５６】
　ビア７８は、配線７７と外部接続用パッド４９との間に位置する部分の絶縁層５７を貫
通するように配設されている。ビア７８の一方の端部は、配線７７と接続されており、ビ
ア７８の他方の端部は、外部接続用パッド４９と一体的に構成されている。これにより、
ビア７８は、配線７７と外部接続用パッド４９とを電気的に接続している。
【００５７】
　上記構成とされた配線パターン５４は、導電部材２９及び外部接続用パッド４９と直接
接続されている。配線パターン５４の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる
。
【００５８】
　このように、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂを通過する平面上に配置された
面１８Ｂを有し、電子部品１５，１６の周囲に設けられ、電子部品１５，１６の側面１５
Ｃ，１６Ｃを封止する封止樹脂１８と、電子部品１５，１６の電極パッド３５，３６，３
８，３９、電極パッド形成面１５Ａ，１５Ｂ、及び封止樹脂１８の多層構造体形成面１８
Ａに設けられた積層体４５に内設された配線パターン５１～５３を有する多層配線構造体
１９とを設け、電極パッド３５，３６，３８，３９と配線パターン５１～５３とを直接接
続することにより、バンプを用いることなく、電子部品１５，１６と多層配線構造体１９
とを電気的に接続することが可能となるので、半導体装置１１の厚さ方向のサイズを小型
化することができる。
【００５９】
　上記構成とされた多層配線構造体１９の厚さは、電子部品１５，１６の厚さ及び封止樹
脂１８の厚さよりも薄くなるように構成されている。電子部品１５，１６の厚さ及び封止
樹脂１８の厚さが、例えば、３００μｍの場合、多層配線構造体１９の厚さは、例えば、
２０～８０μｍとすることができる。
【００６０】
　ソルダーレジスト層５５は、絶縁層５７の面５７Ｂに設けられている。ソルダーレジス
ト層５５は、開口部５５Ａ，５５Ｂ，５５Ｃ，５５Ｄを有する。開口部５５Ａは、外部接
続用パッド４６の接続面４６Ａを露出するように形成されている。開口部５５Ｂは、外部
接続用パッド４７の接続面４７Ａを露出するように形成されている。開口部５５Ｃは、外
部接続用パッド４８の接続面４８Ａを露出するように形成されている。開口部５５Ｄは、
外部接続用パッド４９の接続面４９Ａを露出するように形成されている。
【００６１】
　貫通孔２１～２３は、電子部品１５，１６の配設領域よりも外側に位置する部分の封止
樹脂１８及び絶縁層５６を貫通するように形成されている。貫通孔２１は、配線６８を露
出するように形成されている。貫通孔２１に露出された部分の配線６８は、貫通孔２１の
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底面を構成している。
【００６２】
　貫通孔２２は、配線７３を露出するように形成されている。貫通孔２２に露出された部
分の配線７３は、貫通孔２２の底面を構成している。貫通孔２３は、配線７７を露出する
ように形成されている。貫通孔２３に露出された部分の配線７７は、貫通孔２３の底面を
構成している。
【００６３】
　上記構成とされた貫通孔２１～２３の直径は、例えば、２００μｍとすることができる
。貫通孔２１～２３の深さは、封止樹脂１８の厚さと絶縁層５６の厚さとを加えた値と略
等しい。封止樹脂１８の厚さが３００μｍ、絶縁層５６の厚さが５μｍの場合、貫通孔２
１～２３の深さは、例えば、３０５μｍとすることができる。
【００６４】
　導電部材２７は、貫通孔２１に設けられている。導電部材２７の下端は、貫通孔２１に
露出された部分の配線６８と接続されている。導電部材２７の上端は、半導体装置１２と
電気的に接続された内部接続端子１３と接続されている。これにより、導電部材２７は、
電子部品１５及び多層配線構造体１９と半導体装置１２とを電気的に接続している。
【００６５】
　導電部材２８は、貫通孔２２に設けられている。導電部材２８の下端は、貫通孔２２に
露出された部分の配線７３と接続されている。導電部材２８の上端は、半導体装置１２と
電気的に接続された内部接続端子１３と接続されている。これにより、導電部材２８は、
電子部品１６及び多層配線構造体１９と半導体装置１２とを電気的に接続している。
【００６６】
　導電部材２９は、貫通孔２３に設けられている。導電部材２９の下端は、貫通孔２３に
露出された部分の配線７７と接続されている。導電部材２９の上端は、半導体装置１２と
電気的に接続された内部接続端子１３と接続されている。これにより、導電部材２９は、
多層配線構造体１９と半導体装置１２とを電気的に接続している。
【００６７】
　このように、封止樹脂１８及び絶縁層５６を貫通すると共に、配線６８，７３，７７を
露出する貫通孔２１～２３を設け、貫通孔２１～２３に、配線６８，７３，７７と接続さ
れる導電部材２７～２９を設けることにより、内部接続端子１３を介して、半導体装置１
２と導電部材２７～２９とを電気的に接続することが可能となるため、半導体装置１１上
に半導体装置１２を搭載することができる。
【００６８】
　導電部材２７～２９の高さは、封止樹脂１８の厚さと絶縁層５６の厚さとを加えた値よ
りも小さくするとよい。封止樹脂１８の厚さが３００μｍ、絶縁層５６の厚さが５μｍの
場合、導電部材２７～２９の高さは、例えば、２５５μｍとすることができる。
【００６９】
　このように、導電部材２７～２９の高さを、封止樹脂１８の厚さと絶縁層５６の厚さと
を加えた値よりも小さくすることにより、導電部材２７～２９の上方に凹部８１～８３を
形成することが可能となる。これにより、半導体装置１１に半導体装置１２を搭載する際
、半導体装置１１に対する半導体装置１２の位置合わせを精度良く行うことができる。
【００７０】
　また、凹部８１～８３に、半導体装置１２と電気的に接続された内部接続端子１３の一
部を収容することが可能となるため、電子装置１０の厚さ方向のサイズを小型化すること
ができる。内部接続端子１３の直径が３００μｍの場合、凹部８１～８３の深さは、例え
ば、５０μｍとすることができる。
【００７１】
　導電部材２７～２９の材料としては、導電性ペーストを用いることができる。導電性ペ
ーストとしては、例えば、はんだやＡｇペースト等を用いることができる。
【００７２】
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　外部接続端子３２は、外部接続用パッド４６～４９の接続面４６Ａ，４７Ａ，４８Ａ，
４９Ａにそれぞれ１つ設けられている。外部接続端子３２は、電子装置１０をマザーボー
ド等の実装基板（図示せず）に設けられたパッド（図示せず）と接続される端子である。
外部接続端子３２としては、例えば、はんだボールを用いることができる。なお、はんだ
ボールの代わりに、金属ポストやピン端子等を外部接続端子３２として用いてもよい。
【００７３】
　本実施の形態の半導体装置によれば、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂを通過
する平面上に配置された面１８Ｂを有し、電子部品１５，１６の周囲に設けられ、電子部
品１５，１６の側面１５Ｃ，１６Ｃを封止する封止樹脂１８と、電子部品１５，１６の電
極パッド３５，３６，３８，３９、電極パッド形成面１５Ａ，１５Ｂ、及び封止樹脂１８
の多層構造体形成面１８Ａに設けられた積層体４５に内設された配線パターン５１～５３
を有する多層配線構造体１９とを設け、電極パッド３５，３６，３８，３９と配線パター
ン５１～５３とを直接接続することにより、バンプを用いることなく、電子部品１５，１
６と多層配線構造体１９とを電気的に接続することが可能となるので、半導体装置１１の
厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【００７４】
　また、封止樹脂１８及び絶縁層５６を貫通すると共に、配線６８，７３，７７を露出す
る貫通孔２１～２３を設け、貫通孔２１～２３に、配線６８，７３，７７と接続される導
電部材２７～２９を設けることにより、内部接続端子１３を介して、半導体装置１２と導
電部材２７～２９とを電気的に接続することが可能となるため、半導体装置１１上に半導
体装置１２を搭載することができる。
【００７５】
　半導体装置１２は、配線基板９１と、電子部品９２と、モールド樹脂９３とを有する。
配線基板９１は、基板本体９６と、パッド９７，９８と、配線パターン１０１と、ソルダ
ーレジスト層１０２，１０３とを有する。
【００７６】
　基板本体９６は、板状とされている。基板本体９６としては、例えば、複数の絶縁樹脂
層（例えば、エポキシ樹脂層）が積層された積層体を用いることができる。
【００７７】
　パッド９７は、基板本体９６の上面９６Ａに設けられている。パッド９７は、金属ワイ
ヤ９４（例えば、Ａｕワイヤ）の一方の端部及び配線パターン１０１の上端と接続されて
いる。パッド９７は、金属ワイヤ９４を介して、電子部品９２と電気的に接続されている
。パッド９７の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができる。
【００７８】
　パッド９８は、基板本体９６の下面９６Ｂに設けられている。パッド９８は、配線パタ
ーン１０１の下端及び内部接続端子１３と接続されている。パッド９８は、配線パターン
１０１を介して、パッド９７と電気的に接続されると共に、内部接続端子１３を介して、
半導体装置１１と電気的に接続されている。パッド９８の材料としては、例えば、Ｃｕを
用いることができる。
【００７９】
　配線パターン１０１は、基板本体９６を貫通するように、基板本体９６に内設されてい
る。配線パターン１０１は、例えば、複数の配線及びビア（図示せず）により構成するこ
とができる。配線パターン１０１の上端は、パッド９７と接続されており、配線パターン
１０１の下端は、パッド９８と接続されている。配線パターン１０１の材料としては、例
えば、Ｃｕを用いることができる。
【００８０】
　ソルダーレジスト層１０２は、基板本体９６の上面９６Ａに設けられている。ソルダー
レジスト層１０２は、パッド９７の上面を露出する開口部１０２Ａを有する。
【００８１】
　ソルダーレジスト層１０３は、基板本体９６の下面９６Ｂに設けられている。ソルダー
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レジスト層１０３は、パッド９８の下面を露出する開口部１０３Ａを有する。
【００８２】
　電子部品９２は、複数の電極パッド１０６を有する。電子部品９２は、電極パッド１０
６が形成されていない側の電子部品９２の面９２Ａとソルダーレジスト層１０２の上面と
が接触するように、ソルダーレジスト層１０２上に接着されている。電極パッド１０６は
、金属ワイヤ９４の他方の端部と接続されている。これにより、電子部品９２は、金属ワ
イヤ９４を介して、配線基板９１と電気的に接続されている。電子部品９２としては、例
えば、グラフィック用の半導体チップを用いることができる。
【００８３】
　モールド樹脂９３は、電子部品９２及び金属ワイヤ９４を覆うように、パッド９７の上
面及びソルダーレジスト層１０２の上面に設けられている。モールド樹脂９３は、電子部
品９２及び金属ワイヤ９４を封止するための樹脂である。モールド樹脂９３の材料として
は、例えば、エポキシ樹脂を用いることができる。
【００８４】
　内部接続端子１３は、半導体装置１１に設けられた導電部材２７～２９の上端と半導体
装置１２に設けられたパッド９８との間に設けられている。内部接続端子１３は、導電部
材２７～２９のうちのいずれか１つの導電部材の上端及びパッド９８と接続されている。
これにより、半導体装置１２は、半導体装置１１と電気的に接続されている。内部接続端
子１３としては、例えば、はんだボールを用いることができる。
【００８５】
　半導体装置１２が接続される側の半導体装置１１の面（具体的には、同一平面上に配置
された電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹脂１８の面１８Ｂ）は、平坦
な面とされているため、内部接続端子１３の直径を小さくすることができる。内部接続端
子１３の直径は、例えば、３００μｍとすることができる。
【００８６】
　本実施の形態の電子装置によれば、同一平面上に配置された電子部品１５，１６の背面
１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹脂１８の面１８Ｂと対向するように、半導体装置１２を配置す
ると共に、半導体装置１１と半導体装置１２との間に配置された内部接続端子１３を介し
て、半導体装置１１と半導体装置１２とを電気的に接続することにより、内部接続端子１
３の直径（具体的には、高さ）を小さくすることが可能となるため、電子装置１０の厚さ
方向のサイズを小型化することができる。
【００８７】
　また、内部接続端子１３の直径が小さくなることにより、導電部材２７～２９を狭ピッ
チで配置することが可能となるため、半導体装置１１，１２間の端子数を増加させること
ができる。
【００８８】
　さらに、導電部材２７～２９を狭ピッチで配置することにより、半導体装置１１，１２
及び電子装置１０の面方向のサイズを小型化することができる。
【００８９】
　なお、本実施の形態では、導電部材２７～２９の高さが、封止樹脂１８の厚さと絶縁層
５６の厚さとを加えた値よりも小さい場合を例に挙げて説明したが、導電部材２７～２９
の高さが、封止樹脂１８の厚さと絶縁層５６の厚さとを加えた値と略等しくなるように構
成してもよい。また、導電部材２７～２９の上端が封止樹脂１８の面１８Ｂから突出する
ように構成してもよい。
【００９０】
　図３～図１８は、本発明の実施の形態に係る電子装置の製造工程を示す図である。図３
～図１８において、本実施の形態の電子装置１０と同一構成部分には同一符号を付す。
【００９１】
　図３～図１８を参照して、本実施の形態の電子装置１０の製造方法について説明する。
なお、本実施の形態の電子装置１０の製造方法を説明する中で、本実施の形態の半導体装
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置１１の製造工程についても説明する。
【００９２】
　始めに、図３に示す工程では、支持体１１１の面１１１Ａに接着剤１１２を形成する。
支持体１１１としては、例えば例えば、シリコン基板、金属板（例えば、Ｃｕ板）、ガラ
ス板等を用いることができる。支持体１１１の厚さは、例えば、３００μｍとすることが
できる。接着剤１１２としては、例えば、エポキシ樹脂を用いることができる。この場合
、接着剤１１２の厚さは、例えば、２０μｍとすることができる。
【００９３】
　次いで、図４に示す工程では、電極パッド形成面１５Ａ，１６Ａ及び電極パッド３５，
３６，３８，３９と接着剤１１２の面１１２Ａとが接触するように、接着剤１１２に電子
部品１５，１６を貼り付ける。この段階では、電子部品１５，１６は、薄板化されていな
い。この段階での電子部品１５，１６の厚さは、例えば、５００μｍとすることができる
。電子部品１５としては、例えば、ＣＰＵ用の半導体チップを用いることができる。また
、電子部品１６としては、例えば、メモリー用の半導体チップを用いることができる。
【００９４】
　次いで、図５に示す工程では、接着剤１１２の面１１２Ａ上に、電子部品１５，１６の
背面１５Ｂ，１６Ｂ及び側面１５Ｃ，１６Ｃを覆うと共に、多層配線構造体形成面１８Ａ
を有する封止樹脂１８を形成する。具体的には、封止樹脂１８は、樹脂をポッティングす
る方法や、トランスファーモールド法により形成することができる。封止樹脂１８の材料
としては、例えば、エポキシ樹脂を用いることができる。
【００９５】
　この段階の封止樹脂１８の厚さは、先に説明した図２に示す封止樹脂１８の厚さよりも
厚い。電子部品１５，１６の厚さが５００μｍの場合、この段階での封止樹脂１８の厚さ
は、例えば、６００μｍとすることができる。また、この段階では、電子部品１５，１６
の背面１５Ｂ，１６Ｂと封止樹脂１８の面１８Ｂは、同一平面上に配置されていない。
【００９６】
　次いで、図６に示す工程では、導電部材２７～２９の形成領域に対応する部分の封止樹
脂１８を貫通する開口部１１５～１１７を形成する。開口部１１５～１１７は、例えば、
ドリルやレーザ加工等により形成することができる。開口部１１５～１１７の直径は、例
えば、２００μｍとすることができる。開口部１１５は、図２で説明した貫通孔２１の一
部となる開口部である。開口部１１６は、図２で説明した貫通孔２２の一部となる開口部
である。開口部１１７は、図２で説明した貫通孔２３の一部となる開口部である。
【００９７】
　なお、図６では、接着剤１１２の面１１２Ａを露出するように、開口部１１５～１１７
を形成した場合を例に挙げて図示したが、封止樹脂１８及び接着剤１１２を貫通するよう
に、開口部１１５～１１７を形成してもよい。
【００９８】
　次いで、図７に示す工程では、図６に示す構造体から支持体１０１及び接着剤１０２を
除去する。具体的には、例えば、図６に示す構造体から支持体１０１を剥がすことで、支
持体１０１と共に、接着剤１０２を除去する。
【００９９】
　次いで、図８に示す工程では、電子部品１５，１６に設けられた電極パッド形成面１５
Ａ，１６Ａ及び電極パッド３５，３６，３８，３９と、封止樹脂１８の多層配線構造体形
成面１８Ａとに、開口部１２１～１２４を有した絶縁層５６（第１の絶縁層）を形成する
。
【０１００】
　具体的には、例えば、電子部品１５，１６に設けられた電極パッド形成面１５Ａ，１６
Ａ及び電極パッド３５，３６，３８，３９と、封止樹脂１８の多層配線構造体形成面１８
Ａとを覆うように、エポキシ樹脂よりなる樹脂シート（絶縁層５６の母材）を貼り付ける
。これにより、開口部１１５～１１７の下端が樹脂シートにより塞がれる。次いで、例え
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ば、開口部１２１～１２４の形成領域に対応する部分の樹脂シートをレーザ加工すること
で、開口部１２１～１２４を有した絶縁層５６を形成することができる。絶縁層５６の厚
さは、例えば、４～１６μｍとすることができる。
【０１０１】
　開口部１２１～１２４は、絶縁層５６を貫通するように形成されている。開口部１２１
は、電極パッド３５の接続面３５Ａを露出するように形成する。開口部１２２は、電極パ
ッド３６の接続面３６Ａを露出するように形成する。開口部１２３は、電極パッド３８の
接続面３８Ａを露出するように形成する。開口部１２４は、電極パッド３９の接続面３９
Ａを露出するように形成する。
【０１０２】
　次いで、図９に示す工程では、ビア６１，６２，６６，７１及び配線６３，６８，７３
，７７を同時に形成する。具体的には、ビア６１，６２，６６，７１及び配線６３，６８
，７３，７７は、例えば、セミアディティブ法により形成する。ビア６１，６２，６６，
７１及び配線６３，６８，７３，７７の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができ
る。
【０１０３】
　ビア６１は、電極パッド３６の接続面３６Ａと直接接続されるように開口部１２２に形
成する。ビア６２は、電極パッド３８の接続面３８Ａと直接接続されるように開口部１２
３に形成する。配線６３は、ビア６１，６２と一体的に構成されるように、絶縁層５６の
面５６Ｂに形成する。
【０１０４】
　ビア６６は、電極パッド３５の接続面３５Ａと直接接続されるように開口部１２１に形
成する。配線６８は、絶縁層５６を介して、開口部１１５と対向すると共に、ビア６６と
一体的に構成されるように、絶縁層５６の面５６Ｂに形成する。
【０１０５】
　ビア７１は、電極パッド３９の接続面３９Ａと直接接続されるように開口部１２４に形
成する。配線７３は、絶縁層５６を介して、開口部１１６と対向すると共に、ビア７１と
一体的に構成されるように、絶縁層５６の面５６Ｂに形成する。配線７７は、絶縁層５６
を介して、開口部１１７と対向するように、絶縁層５６の面５６Ｂに形成する。
【０１０６】
　このように、電極パッド３５，３６，３８，３９とビア６１，６２，６６，７１とを直
接接続することにより、バンプを用いることなく、電子部品１５，１６と多層配線構造体
１９とを電気的に接続することが可能となるので、半導体装置１１の厚さ方向のサイズを
小型化することができる。
【０１０７】
　次いで、図１０に示す工程では、配線６３，６８，７３，７７が形成された絶縁層５６
の面５６Ｂに、開口部１２６～１２９を有した絶縁層５７を形成する。これにより、絶縁
層５６，５７よりなる積層体４５が形成される。
【０１０８】
　開口部１２６～１２９を有した絶縁層５７は、例えば、先に説明した図８に示す工程と
同様な処理を行うことで形成する。開口部１２６は、絶縁層５７を貫通すると共に、配線
７７の一部を露出するように形成する。開口部１２７は、絶縁層５７を貫通すると共に、
配線６８の一部を露出するように形成する。開口部１２８は、絶縁層５７を貫通すると共
に、配線６３の一部を露出するように形成する。開口部１２９は、絶縁層５７を貫通する
と共に、配線７３の一部を露出するように形成する。絶縁層５７の厚さは、例えば、５～
１５μｍとすることができる。
【０１０９】
　次いで、ビア６４，６９，７４，７８と、接続部４６Ａ，４７Ａ，４８Ａ，４９Ａを有
した外部接続用パッド４６～４９とを同時に形成する。
【０１１０】
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　具体的には、例えば、先に説明した図９に示す工程と同様な処理を行うことで、ビア６
４，６９，７４，７８及び外部接続用パッド４６～４９を同時に形成する。これにより、
積層体４５に内設された配線パターン５１～５４が形成される。ビア６４，６９，７４，
７８及び外部接続用パッド４６～４９の材料としては、例えば、Ｃｕを用いることができ
る。
【０１１１】
　ビア６４は、配線６３と接続されるように開口部１２８に形成する。外部接続用パッド
４６は、ビア６４と一体的に構成されるように、絶縁層５７の面５７Ｂに形成する。ビア
６９は、配線６８と接続されるように開口部１２７に形成する。外部接続用パッド４７は
、ビア６９と一体的に構成されるように、絶縁層５７の面５７Ｂに形成する。
【０１１２】
　ビア７４は、配線７３と接続されるように開口部１２９に形成する。外部接続用パッド
４８は、ビア７４と一体的に構成されるように、絶縁層５７の面５７Ｂに形成する。ビア
７８は、配線７７と接続されるように開口部１２６に形成する。外部接続用パッド４９は
、ビア７８と一体的に構成されるように、絶縁層５７の面５７Ｂに形成する。
【０１１３】
　次いで、図１１に示す工程では、絶縁層５７の面５７Ｂに、開口部５５Ａ，５５Ｂ，５
５Ｃ，５５Ｄを有したソルダーレジスト層５５を形成する。これにより、積層体４５と、
外部接続用パッド４６～４９と、配線パターン５１～５４と、ソルダーレジスト層５５と
を備えた多層配線構造体１９が形成される。
【０１１４】
　開口部５５Ａは、接続面４６Ａを露出するように形成する。開口部５５Ｂは、接続面４
７Ａを露出するように形成する。開口部５５Ｃは、接続面４８Ａを露出するように形成す
る。開口部５５Ｄは、接続面４９Ａを露出するように形成する。多層配線構造体１９の厚
さは、例えば、２０～８０μｍとすることができる。
【０１１５】
　次いで、図１２に示す工程では、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂと封止樹脂
１８の面１８Ｂとが略面一となるように、封止樹脂１８及び電子部品１５，１６を研削（
例えば、バックサイドグラインダを用いた研削）することで、電子部品１５，１６の薄板
化を行う。
【０１１６】
　これにより、電子部品１５，１６及び封止樹脂１８の厚さが薄くなるため、半導体装置
１１の厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【０１１７】
　また、半導体装置１２と対向する側の半導体装置１１の面（同一平面上に配置された電
子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹脂１８の面１８Ｂ）を平坦な面にする
ことにより、半導体装置１１と半導体装置１２とを電気的に接続する内部接続端子１３の
直径を小さくすることが可能となるため、電子装置１０の厚さ方向のサイズの小型化を図
ることができる。
【０１１８】
　さらに、内部接続端子１３の直径を小さくすることにより、半導体装置１１と半導体装
置１２との間に配置される端子数（内部接続端子１３の数）を増加させることができる。
【０１１９】
　薄板化後の電子部品１５，１６の厚さ及び研削後の封止樹脂１８の厚さは、多層配線構
造体１９の厚さ（例えば、２０～８０μｍ）よりも厚い。また、薄板化後の電子部品１５
，１６の厚さ及び研削後の封止樹脂１８の厚さは、略等しい。薄板化後の電子部品１５，
１６の厚さ及び研削後の封止樹脂１８の厚さは、例えば、３００μｍとすることができる
。また、この段階での開口部１１５～１１７の深さは、例えば、３００μｍとすることが
できる。
【０１２０】
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　次いで、図１３に示す工程では、開口部１１５～１１７により露出された部分の絶縁層
５６に、開口部１３１～１３３を形成する。開口部１３１は、絶縁層５６を貫通すると共
に、配線６８を露出するように形成する。開口部１３２は、絶縁層５６を貫通すると共に
、配線７３を露出するように形成する。開口部１３３は、絶縁層５６を貫通すると共に、
配線７７を露出するように形成する。
【０１２１】
　具体的には、開口部１３１～１３３は、例えば、開口部１１５～１１７により露出され
た部分の絶縁層５６をプラズマエッチング又はレーザ加工することで形成する。これによ
り、開口部１１５，１３１より構成された貫通孔２１と、開口部１１６，１３２より構成
された貫通孔２２と、開口部１１７，１３３より構成された貫通孔２３とが形成される。
【０１２２】
　次いで、図１４に示す工程では、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹
脂１８の面１８Ｂに、貫通孔１３７～１３９を有した印刷用マスク１３６を配置する。こ
のとき、貫通孔１３７が貫通孔２１を露出し、貫通孔１３８が貫通孔２２を露出し、貫通
孔１３９が貫通孔２３を露出するように、印刷用マスク１３６を配置する。
【０１２３】
　印刷用マスク１３６の材料としては、金属材料（例えば、ステンレス）を用いることが
できる。印刷用マスク１３６の厚さは、例えば、２００μｍとすることができる。貫通孔
１３７～１３９の直径は、貫通孔２１～２３の直径と略等しい大きさとされている。貫通
孔１３７～１３９の直径は、例えば、２００μｍとすることができる。
【０１２４】
　次いで、図１５に示す工程では、印刷法（例えば、スキージ印刷法）により、貫通孔２
１～２３，１３７～１３９を導電部材２７～２９の母材となる導電性ペースト１４１で充
填する。導電性ペースト１４１としては、例えば、はんだやＡｇペースト等を用いること
ができる。
【０１２５】
　次いで、図１６に示す工程では、図１５に示す導電性ペースト１４１をリフロー処理す
ることで、貫通孔２１～２３に導電部材２７～２９を形成し、その後、印刷用マスク１３
６を除去する。
【０１２６】
　導電部材２７は、配線６８（配線パターン５２の構成要素のうちの１つ）と接続されて
いる。導電部材２８は、配線７３（配線パターン５３の構成要素のうちの１つ）と接続さ
れている。導電部材２９は、配線７７（配線パターン５４の構成要素のうちの１つ）と接
続されている。
【０１２７】
　このように、封止樹脂１８を貫通する貫通孔２１～２３に、配線パターン５２～５４と
接続された導電部材２７～２９を形成することにより、内部接続端子１３を介して、導電
部材２７～２９と半導体装置１２と電気的に接続することが可能となるため、半導体装置
１１上に半導体装置１２を搭載することができる。
【０１２８】
　また、導電性ペースト１４１をリフロー処理することで、図１５に示す導電性ペースト
１４１の体積が減少するため、内部接続端子１３と接続される導電部材２７～２９の接続
面２７Ａ，２８Ａ，２９Ａは、封止樹脂１８の面１８Ｂより下方に配置される。これによ
り、接続面２７Ａ，２８Ａ，２９Ａの上方には、内部接続端子１３の一部を収容する凹部
８１～８３が形成される。
【０１２９】
　このように、導電部材２７～２９の接続面２７Ａ，２８Ａ，２９Ａの上方に凹部８１～
８３を形成することにより、半導体装置１１に半導体装置１２を搭載する際、半導体装置
１１に対する半導体装置１２の位置合わせを精度良く行うことができる。
【０１３０】
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　また、凹部８１～８３に、半導体装置１２と電気的に接続された内部接続端子１３の一
部を収容することが可能となるため、電子装置１０の厚さ方向のサイズを小型化すること
ができる。
【０１３１】
　導電部材２７～２９の高さは、例えば、２５５μｍとすることができる。また、凹部８
１～８３の深さは、例えば、５０μｍとすることができる。
【０１３２】
　次いで、図１７に示す工程では、周知の手法により、配線基板９１、電子部品９２、及
びモールド樹脂９３を備えた半導体装置１２（他の半導体装置）を形成し、その後、半導
体装置１２のパッド９８に内部接続端子１３を形成する。
【０１３３】
　先に説明したように、半導体装置１２が搭載される側の半導体装置１１の面（具体的に
は、電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹脂１８の面１８Ｂ）は、同一平
面上に配置された平坦な面であるため、内部接続端子１３の直径を小さくすることができ
る。内部接続端子１３の直径は、例えば、３００μｍとすることができる。
【０１３４】
　次いで、図１８に示す工程では、半導体装置１１に対する半導体装置１２の位置合わせ
を行った後、半導体装置１２に設けられた内部接続端子１３と導電部材２７～２９とを接
続（接合）させる。これにより、内部接続端子１３を介して、半導体装置１１と半導体装
置１２とが電気的に接続され、本実施の形態の電子装置１０が製造される。
【０１３５】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、電極パッド３５，３６，３８，３９と
ビア６１，６２，６６，７１とを直接接続することにより、バンプを用いることなく、電
子部品１５，１６と多層配線構造体１９とを電気的に接続することが可能となるので、半
導体装置１１の厚さ方向のサイズを小型化することができる。
【０１３６】
　また、半導体装置１２と対向する側の半導体装置１１の面（同一平面上に配置された電
子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止樹脂１８の面１８Ｂ）を平坦な面にする
ことにより、半導体装置１１と半導体装置１２とを電気的に接続する内部接続端子１３の
直径を小さくすることが可能となるため、電子装置１０の厚さ方向のサイズの小型化を図
ることができる。
【０１３７】
　さらに、封止樹脂１８を貫通する貫通孔２１～２３に、配線パターン５２～５４と接続
された導電部材２７～２９を形成することにより、内部接続端子１３を介して、導電部材
２７～２９と半導体装置１２と電気的に接続することが可能となるため、半導体装置１１
上に半導体装置１２を搭載することができる。
【０１３８】
　本実施の形態の電子装置の製造方法によれば、半導体装置１２と対向する側の半導体装
置１１の面（同一平面上に配置された電子部品１５，１６の背面１５Ｂ，１６Ｂ及び封止
樹脂１８の面１８Ｂ）を平坦な面にすることにより、半導体装置１１と半導体装置１２と
を電気的に接続する内部接続端子１３の直径を小さくすることが可能となるため、電子装
置１０の厚さ方向のサイズの小型化を図ることができる。
【０１３９】
　また、内部接続端子１３の直径を小さくすることにより、半導体装置１１と半導体装置
１２との間に配置される端子数（内部接続端子１３の数）を増加させることができる。
【０１４０】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
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【０１４１】
　１０　電子装置
　１１，１２　半導体装置
　１３　内部接続端子
　１５，１６，９２　電子部品
　１５Ａ，１６Ａ　電極パッド形成面
　１５Ｂ，１６Ｂ　背面
　１５Ｃ，１６Ｃ　側面
　１８　封止樹脂
　１８Ａ　多層配線構造体形成面
　１８Ｂ，５６Ａ，５６Ｂ，５７Ａ，５７Ｂ，９２Ａ，１１１Ａ，１１２Ａ　面
　１９　多層配線構造体
　２１～２３，１３７～１３９　貫通孔
　２７～２９　導電部材
　３２　外部接続端子
　３５，３６，３８，３９，１０６　電極パッド
　２７Ａ，２８Ａ，２９Ａ，３５Ａ，３６Ａ，３８Ａ，３９Ａ，４６Ａ，４７Ａ，４８Ａ
，４９Ａ　接続面
　４５　積層体
　４６～４９　外部接続用パッド
　５１～５４，１０１　配線パターン
　５５，１０２，１０３　ソルダーレジスト層
　５５Ａ，５５Ｂ，５５Ｃ，５５Ｄ，１０２Ａ，１０３Ａ，１１５～１１７，１２１～１
２４，１２６～１２９，１３１～１３３　開口部
　５６，５７　絶縁層
　６１，６２，６４，６６，６９，７１，７４，７８　ビア
　６３，６８，７３，７７　配線
　８１～８３　凹部
　９１　配線基板
　９３　モールド樹脂
　９４　金属ワイヤ
　９６　基板本体
　９６Ａ　上面
　９６Ｂ　下面
　９７，９８　パッド
　１１１　支持体
　１１２　接着剤
　１３６　印刷用マスク
　１４１　導電性ペースト
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