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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が形成された基体絶縁膜と、前記基体
絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記基体絶縁膜の他方の面上に形成され
た第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１の配線と前記第２の配線とを相互に
接続するヴィアホールと、を有し、前記基体絶縁膜は耐デスミア性の異なる複数の層によ
り構成されており、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向における断面が釣り鐘
形状であることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
前記基体絶縁膜の前記他方の面上に、複数の絶縁膜が積層された積層構造を有し、前記各
絶縁膜間には夫々中間配線が形成されており、前記絶縁膜に形成されたヴィアホールが、
前記基体絶縁膜の前記第２の配線と前記絶縁膜の下層に形成された前記配線同士及び前記
絶縁膜の上層及び下層に形成された配線同士を相互に接続す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】
前記ヴィアホールを介して相互に接続されている２つの配線の接続界面が、前記ヴィアホ
ールの前記基体絶縁膜の厚さ方向における中央部分に存在し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】
前記第１の配線の表面と、前記基体絶縁膜の一方の面との間に０．５乃至１０μｍの段差
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が形成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の配線基板。
【請求項５】
前記第１の配線の表面と前記基体絶縁膜の一方の面とが同一平面上に位置していることを
特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の配線基板。
【請求項６】
前記基体絶縁膜の一方の面及び前記第１の配線上には保護膜が形成されており、この保護
膜における前記第１の配線上に形成された部分の少なくとも一部には開口部が設けられて
おり、前記開口部において前記第１の配線の表面が露出していることを特徴とする請求項
５に記載の配線基板。
【請求項７】
前記基体絶縁膜の他方の面及び前記第２の配線上にはソルダーレジスト層が形成されてお
り、このソルダーレジスト層における前記第２の配線上に形成された部分の少なくとも一
部には開口部が設けられており、前記開口部において前記第２の配線の表面が露出してい
ることを特徴とする請求項１に記載の配線基板。
【請求項８】
前記絶縁膜の上層に形成された配線上にはソルダーレジスト層が形成されており、このソ
ルダーレジスト層における前記配線上に形成された部分の少なくとも一部には開口部が設
けられており、前記開口部において前記配線の表面が露出していることを特徴とする請求
項２に記載の配線基板。
【請求項９】
前記基体絶縁膜の他方の面にも凹部が形成されており、前記第２の配線はこの凹部内に形
成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１項に記載の配線基板。
【請求項１０】
前記絶縁膜の厚さが２０乃至１００μｍであることを特徴とする請求項２に記載の配線基
板。
【請求項１１】
請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の配線基板と、この配線基板上に搭載された１又
は複数の半導体デバイスと、を有することを特徴とする半導体パッケージ。
【請求項１２】
前記半導体デバイスは、前記配線基板の第１の配線に接続されていることを特徴とする請
求項１１に記載の半導体パッケージ。
【請求項１３】
前記半導体デバイスは、前記配線基板の第２の配線に接続されていることを特徴とする請
求項１１又は１２に記載の半導体パッケージ。
【請求項１４】
更に、前記第１の配線又は前記第２の配線に接続されており、外部素子に接続される接続
用端子を有することを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の半導体パッ
ケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイス等の各種デバイスが搭載される配線基板及びこの配線基板を
使用した半導体パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近時、半導体デバイスの高性能化及び多機能化により、端子数が増加すると共に端子間
の間隔が狭ピッチ化しており、更に処理速度も向上している。これに伴い、半導体デバイ
スが搭載される実装用配線基板には、これまで以上に高密度微細配線化及び高速化が要求
されている。従来、一般に使用されている実装用配線基板としては、例えば、多層配線基
板の１種であるビルトアッププリント基板が挙げられる。
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【０００３】
　図１４は従来の一般的なビルトアッププリント基板を示す断面図である。図１４に示す
従来のビルトアッププリント基板７０においては、ガラスエポキシからなるベースコア基
板７３が設けられており、このベースコア基板７３にはドリルにより直径が約３００μｍ
の貫通スルーホール７１が形成されている。そして、ベースコア基板７３の両面には導体
配線７２が形成されており、この導体配線７２を覆うように層間絶縁膜７５が設けられて
いる。層間絶縁膜７５には、導体配線７２に接続するようにヴィアホール７４が形成され
ており、層間絶縁膜７５の表面には、ヴィアホール７４を介して導体配線７２に接続する
ように導体配線７６が設けられている。なお、必要に応じて、導体配線７６上に更にヴィ
アホールが形成された層間絶縁膜及び導体配線を繰返し設けることにより、基板を多層配
線化することもある。
【０００４】
　しかしながら、このビルトアッププリント基板７０は、ベースコア基板７３にガラスエ
ポキシプリント基板を使用しているため耐熱性が不十分であり、層間絶縁膜７５を形成す
るための熱処理により、ベースコア基板７３に収縮、反り及びうねり等の変形が発生する
という問題点がある。この結果、導体層（図示せず）をパターニングして導体配線７６を
形成する際のレジストの露光工程において、露光の位置精度が著しく低下し、層間絶縁膜
７５上に、高密度且つ微細な配線パターンを形成することが困難になる。また、貫通スル
ーホール７１と導体配線７２とを確実に接続するために、導体配線７２における貫通スル
ーホール７１との接続部分にはランド部を設ける必要がある。層間絶縁膜７５及び導体配
線７６からなるビルトアップ層において高速化に対応した配線設計を行っても、このラン
ド部と厚い貫通スルーホールが存在することにより、インピーダンスの制御が困難になる
と共に、ループインダクタンスが大きくなる。このため、ビルトアッププリント基板全体
の動作速度が低下し、半導体デバイスの高速化への対応が困難であるという問題点がある
。
【０００５】
　このようなビルトアッププリント基板における貫通スルーホールに起因する問題点を解
決することを目的として、ドリルを使用してガラスエポキシ基板に貫通スルーホールを形
成する方法に代わるプリント基板の製造方法が考案されている（例えば、特許文献１及び
非特許文献１参照。）。
【０００６】
　図１５（ａ）乃至（ｃ）は特許文献１に記載のビルトアッププリント基板の製造方法を
その工程順に示す断面図である。特許文献１に記載の従来のビルトアッププリント基板の
製造方法においては、先ず、図１５（ａ）に示すように、表面に所定の導体配線８１が形
成されたプリプレグ８２を用意する。次に、プリプレグ８２にレーザ加工により直径が１
５０乃至２００μｍのスルーホール８３を形成する。次に、図１５（ｂ）に示すように、
スルーホール８３内に導体ペースト８４を埋め込む。そして、図１５（ｃ）に示すように
、このようなプリプレグ８２、即ち、スルーホール８３が形成され、スルーホール８３内
に導体ペースト８４が埋め込まれたプリプレグ８２を複数個作製し、相互に積層する。こ
のとき、導体配線８１におけるランドパターン８６が、隣接するプリプレグのスルーホー
ル８３に接続されるようにする。これにより、貫通スルーホールがないビルトアッププリ
ント基板８５を作製することができる。
【０００７】
　しかしながら、この従来の技術においては、プリプレグ８２を積層する際の位置精度が
低く、ランドパターン８６の小径化が困難であるという問題点がある。このため、配線の
高密度化が困難であり、また、インピーダンスの制御性を向上させる効果及びループイン
ダクタンスを低減させる効果が不十分である。更に、積層時のプロセス温度がプリプレグ
材によって制限されるため、積層後のスルーホールの接続信頼性が劣るという問題点もあ
る。
【０００８】
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　上述した従来の配線基板の問題点を解決するため、本発明者等は、金属板等の支持体上
に配線層を形成し、その後支持体の一部を除去することにより配線基板を作製する方法を
提案している（特許文献２参照。）。図１６（ａ）及び（ｂ）は特許文献２に記載の配線
基板の製造方法をその工程順に示す断面図である。この特許文献２に記載の従来の配線基
板の製造方法においては、先ず、図１６（ａ）に示すように、金属板等からなる支持板９
１を用意する。そして、この支持板９１上に導体配線９２を形成し、この導体配線９２を
覆うように、層間絶縁膜９３を形成し、この層間絶縁膜９３に導体配線９２に接続される
ようにヴィアホール９４を形成する。その後、層間絶縁膜９３上に導体配線９５を形成す
る。導体配線９５は、ヴィアホール９４を介して導体配線９２に接続されるように形成す
る。なお、必要に応じて、層間絶縁膜９３、ヴィアホール９４、導体配線９５の形成工程
を繰り返すことにより、多層配線化することもある。次に、図１６（ｂ）に示すように、
エッチングにより支持板９１の一部を除去して、導体配線９２を露出させると共に、支持
体９６を形成する。これにより、配線基板９７を製造する。
【０００９】
　この特許文献２に記載の技術によれば、配線基板９７には貫通スルーホールが全く存在
していないため、前述の貫通スルーホールに起因する問題点を解消することができ、高速
配線設計を行うことができる。また、支持板９１として耐熱性が優れた金属板等を使用し
ているため、ガラスエポキシ基板を使用する場合のような収縮、反り、うねり等の変形が
発生することがなく、高密度微細配線化が可能となる。更に、層間絶縁膜９３の機械的特
性を上述のように規定することにより、強度が高い配線基板を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－２６９６４７号公報
【特許文献２】特開２００２－１９８４６２号公報（第８頁、第１１頁、第１７図）
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】小山　利徳、外３名，「全層微細ピッチＩＶＨを有するパッケージ」，
２００１年１０月，第１１回マイクロエレクトロニクスシンポジウム予稿集、ｐ．１３１
－１３４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、前述の従来の技術には以下に示す問題点がある。近時、モバイル機器等
におけるめざましい高性能化及び多機能化に伴い、半導体デバイスを高密度に搭載するた
め、１つの配線基板上に複数の半導体デバイスを実装する技術、所謂システム・イン・パ
ッケージ（System in Package：ＳｉＰ）が注目されている。従来の配線基板を適用し、
このＳｉＰ型の半導体パッケージにおける高信頼性化を実現するためには、上下配線とヴ
ィアとの接触面であるヴィア径を可能な限り大きくして、電気的導通確保すると共に配線
の機械的密着強度を向上させることが望ましいが、ヴィア径を大きくすると、製造工程に
おける位置合わせ精度の関係から、ヴィアと接触するランド部の径も大きくせざるを得ず
、例えば配線の最小線幅が決まっている場合は、ランド間を走る配線本数が少なくなり、
高密度配線化の流れに逆行してしまうという問題点がある。その一方で、半導体デバイス
の多機能化に伴い、配線基板のヴィア径及びランド径は共に年々縮小化される傾向にあり
、配線との接続信頼性の点ではより不利となる。
【００１３】
　また、一般に配線基板に形成されるヴィアホールには、層間絶縁膜として感光性樹脂を
使用し、ガラスマスクを介してこの感光性樹脂に紫外線を照射して、露光及び現像を行う
ことによりパターニングするフォトヴィアと、レーザアブレーションによりヴィア部に相
当する層間絶縁膜を熱的に除去するレーザヴィアの２種類がある。ヴィアの開口形状は、



(5) JP 5451719 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

いずれの場合も通常のプロセスでは円柱形状、又は露光面若しくはレーザ照射面の方が開
口径の大きい円錐形状となる。しかしながら、このような円柱形又は円錐形のヴィア形状
では、信頼性試験の１つである熱サイクル試験中に、熱膨張係数が異なる配線材料と絶縁
樹脂との間で熱応力が発生し、その結果ヴィアと配線との間、特に開口径の小さなヴィア
底と下層配線との界面で、代表的な配線導体であるＣｕの界面剥離が生じ、回路オープン
となる不具合が発生するという問題点がある。特に、ヴィア底開口径が８０μｍ未満であ
り、且つヴィア底開口径と絶縁樹脂との厚さから求められるヴィアのアスペクト比が１以
上である微細ヴィアにおいては、この不具合が顕著となる。
【００１４】
　この原因は、前述したように、配線材料と絶縁樹脂との間の熱膨張係数差であるが、そ
れに加えてヴィアの内部導体とヴィア側面の層間絶縁膜との接触面積が小さいことが要因
となっている。また、落下衝撃試験のように、配線基板に一度に過大な加速度が与えられ
る場合、接合強度の弱いヴィア底部において剥離が発生するという問題点もある。これは
、ヴィア形状が円柱形状又は円錐形状の場合、開口径の小さなヴィア底から開口径の大き
なヴィア頂上部に向かう方向に外力が加わったとき、ヴィア導体がヴィア底より剥離して
抜けてしまうことを抑制することが形状的に困難であるためである。
【００１５】
　これらの問題点は、貫通スルーホールが設けられた厚いコア材を備えた従来の一般的な
ビルドアップ基板よりも、むしろ特許文献２及び非特許文献１に記載の配線基板のように
、コア材が設けられていないコアレスタイプの新しい配線基板の方が、その極端な薄さの
ために深刻である。従来の一般的なビルドアップ基板においては、コア材が厚いため、基
板として剛直であり、反りもほとんど発生しないが、コアレスタイプの従来の配線基板は
、基板製造時における熱処理工程の温度履歴、及び上下非対称な構造のために反りが発生
しやすい。また、反りの形状によっては、ヴィア底への応力集中が加速されてしまう場合
がある。
【００１６】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであって、半導体デバイスの高集積化、高
速化又は多機能化による端子数の増加及び端子間の間隔の狭ピッチ化に有効で、且つ信頼
性が優れた配線基板及び半導体パッケージ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】
　本願第１発明に係る配線基板は、厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が
形成された基体絶縁膜と、前記基体絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記
基体絶縁膜の他方の面上に形成された第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１
の配線と前記第２の配線とを相互に接続するヴィアホールと、を有し、前記基体絶縁膜は
耐デスミア性の異なる複数の層により構成されており、前記ヴィアホールの前記基体絶縁
膜の厚さ方向における断面が釣り鐘形状であることを特徴とする。
【００１８】
　本願第１発明の配線基板は、ヴィアホールが、その両端部の断面積よりも内部の断面積
の方が大きい釣り鐘形状であるため、ヴィアホール内に充填される内部導体とヴィアホー
ルの側面を構成する絶縁膜との接触総面積が増大し、機械的な密着強度を増加させること
ができる。これにより、半導体デバイスの高集積化、高速化又は多機能化による端子数の
増加及び端子間の間隔の狭ピッチ化に有効であり、組立工程及び実使用環境における熱ス
トレス及び耐衝撃性等に対する信頼性が優れた配線基板を得ることができる。
【００１９】
　前記基体絶縁膜の前記他方の面上に、複数の絶縁膜が積層された積層構造を有し、前記
各絶縁膜間には夫々中間配線が形成されており、前記絶縁膜に形成されたヴィアホールが
、前記基体絶縁膜の前記第２の配線と前記絶縁膜の下層に形成された前記配線同士及び前
記絶縁膜の上層及び下層に形成された配線同士を相互に接続するように構成してもよい。
【００２０】
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　また、前記ヴィアホールを介して相互に接続されている２つの配線の接続界面が、前記
ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向における中央部分に存在していてもよい。これ
により、上下配線の接続部の断面積を大きくすることができるため、配線間の密着強度を
更に高めることができる。
【００２１】
　更に、前記第１の配線の表面と前記基体絶縁膜の一方の面との間には、０．５乃至１０
μｍの段差が形成されていてもよい。又は、前記第１の配線の表面と前記基体絶縁膜の一
方の面とが同一平面上に位置していてもよい。これらが同一平面上に位置している場合、
前記基体絶縁膜の一方の面及び前記第１の配線上に保護膜を形成し、この保護膜における
前記第１の配線上に形成された部分の少なくとも一部に開口部が設け、前記開口部におい
て前記第１の配線の表面を露出させることもできる。
【００２２】
　更にまた、前記基体絶縁膜の他方の面及び前記第２の配線上にはソルダーレジスト層を
形成し、このソルダーレジスト層における前記第２の配線上に形成された部分の少なくと
も一部に開口部を設け、前記開口部において前記第２の配線の表面を露出させることもで
きる。
【００２３】
　更にまた、前記絶縁膜の上層に形成された配線上にはソルダーレジスト層が形成されて
おり、このソルダーレジスト層における前記配線上に形成された部分の少なくとも一部に
は開口部が設けられており、前記開口部において前記配線の表面が露出しているように構
成することもできる。このとき、前記絶縁膜の厚さは、例えば、２０乃至１００μｍであ
る。
【００２４】
　更にまた、前記基体絶縁膜の他方の面にも凹部が形成されており、前記第２の配線はこ
の凹部内に形成されていてもよい。
【００２５】
　本願第２発明に係る半導体パッケージは、前述の配線基板と、この配線基板上に搭載さ
れた１又は複数の半導体デバイスと、を有することを特徴とする。
【００２６】
　前記半導体デバイスは、前記配線基板の第１の配線に接続されていてもよい。また、前
記半導体デバイスを、前記配線基板の第２の配線に接続することもできる。更に、前記第
１の配線又は前記第２の配線に接続されており、外部素子に接続される接続用端子を有し
ていてもよい。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、ヴィアホールの形状を、厚さ方向における断面積が両端部よりも中央
部の方が大きい釣り鐘形状としているため、半導体デバイスを高集積化、高速化又は多機
能化しても、優れた信頼性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の第１の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図２】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第１の実施形態の配線基板の製造方法をその工程順
に示す断面図である。
【図３】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第１の実施形態の配線基板の製造方法をその工程順
に示す断面図であり、（ａ）は図２（ｃ）の次の工程を示す。
【図４】（ａ）乃至（ｃ）はヴィアホールの形状を示す拡大断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の半導体パッケージを示す断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の第１変形例の半導体パッケージを示す断面図である。
【図７】（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２実施形態の第１変形例の半導体パッケージの製
造方法をその工程順に示す断面図であり、（ｃ）は本発明の第２実施形態の第１変形例の
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半導体パッケージを更にモールディングする工程を示す断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の第２変形例の半導体パッケージを示す断面図である。
【図９】本発明の第３の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１０】本発明の第４の実施形態の半導体パッケージを示す断面図である。
【図１１】本発明の第５の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１２】（ａ）乃至（ｃ）は本発明の第６の実施形態の配線基板の製造方法をその工程
順に示す断面図である。
【図１３】本発明の第７の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１４】従来の一般的なビルトアッププリント基板を示す断面図である。
【図１５】（ａ）乃至（ｃ）は特許文献１に記載のビルトアッププリント基板の製造方法
をその工程順に示す断面図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は特許文献２に記載の配線基板の製造方法をその工程順に示
す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して具体的に説明する。先ず、
本発明の第１の実施形態に係る配線基板について説明する。図１は本実施形態の配線基板
を示す断面図である。図１に示すように、本実施形態の配線基板１３においては、一方の
面（下面）に複数の凹部７ａが形成された基体絶縁膜７が設けられている。この基体絶縁
膜７の凹部７ａ内には、配線本体６が形成されており、配線本体６上にはエッチングバリ
ア層５が形成されている。そして、このエッチングバリア層５及び配線本体６により下層
配線が形成されている。即ち、基体絶縁膜７に設けられた凹部７ａ内に下層配線が形成さ
れている。この下層配線におけるエッチングバリア層５の表面は露出しており、配線基板
１３の下面の一部を構成している。本実施形態の配線基板１３における配線本体６は、例
えばＣｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｌ及びＰｄ等により形成することができ、その膜厚は例えば２
乃至２０μｍである。また、エッチングバリア層５は、例えばＮｉ、Ａｕ及びＰｄ等によ
り形成することができ、その膜厚は例えば０．１乃至７．０μｍである。更に、エッチン
グバリア層５の表面は、基体絶縁膜７の一方の面（下面）よりも例えば０．５乃至１０μ
ｍ程度上方の位置、即ち、凹部７ａにおける奥まった位置にある。
【００３０】
　一方、基体絶縁膜７における凹部７ａの直上域の一部には、ヴィアホール１０が形成さ
れている。このヴィアホール１０の最大直径は、配線基板１３がチップサイズパッケージ
（Chip Size Package：ＣＳＰ）タイプの半導体パッケージに使用される場合は、例えば
７５μｍであり、配線基板１３がフリップチップボールグリッドアレイ（Flip Chip Ball
 Grid Array：ＦＣＢＧＡ）の半導体パッケージに使用される場合は、例えば４０μｍで
ある。また、ヴィアホール１０の形状は、従来の配線基板のように、円柱状又は円錐台形
状ではなく、基体絶縁膜７の厚さ方向に垂直な断面が、両端部よりも中央部の方が大きい
樽型形状となっている。そして、このヴィアホール１０の内部には、導電材料からなる内
部導体８が埋め込まれている。
【００３１】
　また、基体絶縁膜７の他方の面（上面）上には、内部導体８に接触するように上層配線
１１が形成されている。なお、この上層配線１１とヴィアホール１０内の内部導体８とを
一体的に形成することもできる。この上層配線１１は、膜厚が例えば２乃至２０μｍであ
り、ヴィアホール１０内に充填された内部導体８を介して配線本体６に接続されている。
更に、基体絶縁膜７の他方の面（上面）上には、上層配線１１の一部、例えばパッド電極
となる部分を露出させ、それ以外の部分を覆うように、ソルダーレジスト層１２が形成さ
れている。ソルダーレジスト層１２の膜厚は例えば５乃至４０μｍである。
【００３２】
　本実施形態の配線基板１３においては、ヴィアホール１０を樽型形状にしているため、
このヴィアホール１０内に充填されている内部導体８と、ヴィアホール１０の側面を構成



(8) JP 5451719 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

している基体絶縁膜７との接触面積が増大し、機械的な密着強度を増加させることができ
る。これにより、熱サイクル試験においては、ヴィアホール１０の底部での導体剥離によ
る配線オープンを防止することができると共に、落下衝撃試験においては、ヴィアホール
１０の縦方向の引張応力を緩和することができる。その結果、半導体デバイスの高集積化
、高速化又は多機能化による端子数の増加及び端子間の間隔の狭ピッチ化に有効であり、
組立工程及び実使用環境における熱ストレス及び耐衝撃性等の信頼性が優れた配線基板が
得られる。
【００３３】
　次に、本実施形態の配線基板１３の製造方法について説明する。図２（ａ）乃至（ｃ）
及び図３（ａ）乃至（ｃ）は本実施形態の配線基板１３の製造方法をその工程順に示す断
面図である。先ず、図２（ａ）に示すように、例えばＣｕ等の金属又は合金からなる支持
基板１を用意し、この支持基板１の一方の面上にレジストパターン２を形成する。次に、
例えばめっき法等により、支持基板１の一方の面上に、エッチング容易層４、エッチング
バリア層５及び配線本体６をこの順に形成する。このとき、支持基板１の一方の面におけ
るレジストパターン２が形成されていない領域上にのみ、エッチング容易層４、エッチン
グバリア層５、配線本体６からなる導体配線層３が形成され、レジストパターン２が形成
されている領域上には、導体配線層３は形成されない。
【００３４】
　この導体配線層３におけるエッチング容易層４は、例えばＣｕ単層のめっき層、Ｃｕ層
及びＮｉ層からなる２層めっき層又はＮｉ単層のめっき層により形成することができ、そ
の厚さは例えば０．５乃至１０μｍである。このエッチング容易層４を、前述のＣｕ層及
びＮｉ層からなる２層めっき層とし、Ｎｉ層をエッチングバリア層５側に設けることによ
り、高温下においてエッチング容易層４のＣｕ層とエッチングバリア層５との拡散を防止
することができる。その場合、エッチング容易層４におけるＮｉ層の厚さを例えば０．１
μｍ以上とすることが望ましい。また、エッチングバリア層５は、例えばＮｉ、Ａｕ又は
Ｐｄからなるめっき層であり、その厚さは例えば０．１乃至７．０μｍとすることができ
る。更に、配線本体６は、例えばＣｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｌ及びＰｄ等の導体からなるめっ
き層であり、その厚さは例えば２乃至２０μｍとすることができる。なお、エッチングバ
リア層５をＡｕにより形成し、配線本体６をＣｕにより形成した場合は、これら元素の拡
散を防止するために、エッチングバリア層５と配線本体６との間にＮｉ層を設けてもよい
。
【００３５】
　次に、図２（ｂ）に示すように、レジストパターン２を除去する。その後、図２（ｃ）
に示すように、支持基板１の一方の面上に導体配線層３を覆うように基体絶縁膜７を形成
する。この基体絶縁膜７は、例えば、シート状の絶縁フィルムを支持基板１にラミネート
するか、又はプレス法により支持基板１に貼付し、例えば１００乃至４００℃の温度に１
０分乃至２時間保持する加熱処理を行って絶縁フィルムを硬化させることにより形成する
ことができる。その際、加熱処理の温度及び時間は、絶縁フィルムの種類に応じて適宜調
整する。そして、この基体絶縁膜７における導体配線層３の直上域の一部に、レーザ加工
法によりヴィアホール１０を形成する。一般に、ヴィアホールを形成する際は、底部の絶
縁膜残渣を除去するため、例えば過マンガン酸カリウム溶液等によるデスミア処理が行わ
れるが、本実施形態の配線基板の製造方法においては、先ず円柱形状の孔（ヴィアホール
）を形成し、デスミア処理を行う際に薬液の濃度及び時間を調整して、この円柱形状の孔
を、端部よりも内部の絶縁膜をオーバーエッチングすることにより、基体絶縁膜７の厚さ
方向における中央部分の側面を横方向に後退させ、樽型のヴィアホールを形成する。
【００３６】
　次に、図３（ａ）に示すように、ヴィアホール１０内に導電材料からなる内部導体８を
埋め込むと共に、基体絶縁膜７上に上層配線１１を形成する。これにより、上層配線１１
は、ヴィアホール１０に充填された内部導体８を介して配線本体６と接続される。ヴィア
ホール１０内に充填される内部導体８及び上層配線１１は、例えばＣｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａ
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ｌ又はＰｄ等の導体めっき層により形成することができる。なお、電解Ｃｕめっきにより
内部導体８及び上層配線１１を一体で形成する場合、先ず１μｍ以下の厚さが極めて薄い
無電解Ｃｕめっき層を形成した後で電解Ｃｕめっきを行うと、上層配線１１と配線本体６
との接続界面はヴィアホール１０の略下端となる。一方、ヴィアホール１０が形成された
部分に露出している下層配線である配線本体６上に電解Ｃｕめっき層を析出させてヴィア
ホール１０を約半分程度埋めた後で、無電解Ｃｕめっき層と電解Ｃｕめっき層とにより構
成される上層配線１１を形成すると、上層配線１１と配線本体６との接続界面はヴィアホ
ール１０の中央部付近となる。その後、必要に応じて、基体絶縁膜７上に、上層配線１１
の一部、例えばパッド電極となる部分を露出させ、それ以外の部分を覆うように、例えば
厚さが５乃至４０μｍのソルダーレジスト層１２を形成する。
【００３７】
　次に、図３（ｂ）に示すように、化学的エッチング又は研磨等により、支持基板１を除
去する。その後、図３（ｃ）に示すように、エッチングにより、エッチング容易層４を除
去し、エッチングバリア層５を露出させる。これにより、図１に示す配線基板１３が得ら
れる。このとき、支持基板１を形成する材料がエッチング容易層４を形成する材料と異な
る場合、上述の如くエッチング工程が２回必要になるが、支持基板１とエッチング容易層
４とが同じ材料により形成されている場合は、図３（ｂ）及び（ｃ）に示すエッチング工
程を同時に行うことができる。
【００３８】
　本実施形態の配線基板の製造方法においては、例えばＣｕ等の金属又は合金からなる硬
質な支持基板１上に、導体配線層３、基体絶縁膜７及び上層配線１１等を形成しているた
め、平坦度が高い配線基板１３を製造することができる。
【００３９】
　なお、本実施形態の配線基板の製造方法においては、金属又は合金からなる支持基板１
を使用しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、支持基板１としてシリコン
ウエハ、ガラス、セラミック及び樹脂等の絶縁体からなる基板を使用してもよい。このよ
うに、絶縁体からなる基板を使用する場合には、レジストパターン２を形成した後、無電
解めっき法により導体配線層３を形成するか、又は、無電解めっき法、スパッタリング法
及び蒸着法等の方法により給電導体層を形成した後、電解めっき法により導体配線層３を
形成すればよい。
【００４０】
　また、前述の第１の実施形態の配線基板においては、樽状のヴィアホール１０を形成し
ているが、本発明はこれに限定されるものではなく、ヴィアホールの形状は釣り鐘状及び
蛇腹状でもよい。図４（ａ）乃至（ｃ）はヴィアホールの形状を示す拡大断面図である。
これらのヴィアホールのうち、図４（ｂ）に示す釣り鐘形状のヴィアホール１０ｂは、先
ず円錐台形状の孔を形成し、その後、図４（ａ）に示す樽型形状のヴィアホールと同様に
、デスミア処理を行う際に、側面を横方向にオーバーエッチングすること等により形成す
ることができる。また、薬液の噴流状態又は耐デスミア性の異なる複数層により基体絶縁
膜７を構成することにより、図４（ｃ）に示す蛇腹形状のヴィアホール１０ｃを形成する
ことができる。
【００４１】
　図４（ａ）に示す樽型形状、図４（ｂ）に示す釣り鐘形状及び図４（ｃ）に示す蛇腹形
状のいずれのヴィア形状においても、従来の配線基板のヴィアホールのような単純な円柱
形状及び円錐台形状に比べて、ヴィアホールに充填されている内部導体とヴィアホールの
側面を構成する基体絶縁膜７との接触面積が増大しているため、内部導体８と基体絶縁膜
７との密着強度を高めることができる。また、図４（ａ）乃至（ｃ）に示す形状のヴィア
ホールは、いずれも側面が曲面により形成されているため、基体絶縁膜７が熱膨張係数が
大きい絶縁樹脂により形成されており、熱サイクル試験において、高温保持中に基体絶縁
膜７が膨張し、ヴィアホールに充填されている内部導体８と上層配線１１及び配線本体６
との界面に、相互に引き剥がされる方向の力が加わったとしても、最大開口径部の上下、
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即ち、ヴィアホールの両端部周辺に存在する基体絶縁膜７によりその応力が緩和されるた
め、良好な接続を保持することができる。
【００４２】
　更に、落下衝撃試験時において、開口径の小さいヴィアホールの端部から開口径が大き
なヴィアホールの中央部に向かう方向に外力が加わった場合でも、図４（ａ）に示す樽型
形状のヴィアホール１０ａ及び図４（ｂ）に示す釣り鐘形状のヴィアホール１０ｂは、そ
の中央部に最大開口径部が形成されているため、内部導体８がヴィアホール１０ａ及び１
０ｂから抜け出す方向の応力を抑制することができる。一方、同じヴィア径で比較した場
合、図４（ｃ）に示す蛇腹形状のヴィアホール１０ｃの場合、側面が凹凸に入り組んだ形
状となっているため、内部導体８と基体絶縁膜７との密着強度は、これらの３種類の形状
のうち最大であり、また、落下衝撃試験時における応力緩和効果も最大となるため、高い
信頼性が得られる。但し、樽型形状及び釣り鐘形状のヴィアホールは、前述したように、
１種類の材料からなる基体絶縁膜７を、製造プロセスを工夫してエッチングすることによ
り形成することができるため、製造コストの観点からはこれらの形状の方が好ましい。ま
た、別の観点として、配線間隔の微細化及び半導体デバイスの多ピン化への対応という点
においては、ヴィアホールの中央部分の径（最大直径）よりも両端部の開口径をより小さ
くすることができる樽型形状及び蛇腹形状が、釣り鐘形状に比べて配線収容性が優れてい
る。
【００４３】
　更に、本実施形態の配線基板１３においては、ヴィアホール１０内に充填された内部導
体８と上層配線１１とが一体形成されておらず、例えば、下層配線の配線本体６と上層配
線１１とがヴィアホール１０の中央部で接続されていてもよい。内部導体８と上層配線１
１とを一体化して形成した場合、上層配線１１と配線本体６とは開口径が小さく、断面積
が小さいヴィアホール１０の底部で接続されるため、これらの接続界面には常に密着性が
懸念される。しかしながら、図４（ａ）乃至（ｃ）に示すように、ヴィアホール１０形状
を樽型形状、釣り鐘形状及び蛇腹形状とし、厚さ方向における断面積が最大となる箇所又
はその周辺で上層配線１１と配線本体６とが接続されるように、下層配線である配線本体
６の一部をヴィアホール１０の内部にまで形成することにより、上層配線１１と配線本体
６との接続界面の面積を大きくすることができるため、これらの密着性を向上することが
できる。なお、配線本体６を形成する際に、その一部をヴィアホール１０の内部にまで形
成することが困難である場合は、先ず、密着力が高い手法でヴィアホール１０内に内部導
体８の一部を形成し、その後、汎用的な手法で残りの内部導体８及び上層配線１１を一体
的に形成すればよい。具体的には、例えばＣｕにより上層配線１１と配線本体６を形成す
る場合、先ず、配線本体６の表面におけるヴィアホール１０の直下域、即ち、ヴィアホー
ル１０によって露出している領域上に、基体絶縁膜７に対して密着力が強い電解Ｃｕめっ
きを施し、ヴィアホール１０の下部、即ち、配線本体６側の部分に内部導体８の一部を形
成する。その後、通常の無電解Ｃｕめっきを行って、それを給電層として電解Ｃｕめっき
を施すことにより、残りの内部導体８及び上層配線１１を一体的に形成する。
【００４４】
　更にまた、基体絶縁膜７としてアラミド繊維又はガラスクロスを樹脂に含浸させた材料
を使用した場合は、ヴィアホール１０は樹脂により形成されている部分が図４（ａ）乃至
（ｃ）に示すような形状となっていれば、アラミド繊維及びガラスクロスがヴィアホール
１０の側面から内部に向かって突出していてもよい。このように、基体絶縁膜７を構成す
る絶縁材料の一部が突出することにより、内部導体８と基体絶縁膜７との接触面積が更に
増大し、信頼性が向上する。
【００４５】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る半導体パッケージについて説明する。図５は本実
施形態の半導体パッケージを示す断面図である。なお、図５においては、図１に示す第１
の実施形態の配線基板１３の構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は
省略する。図５に示すように、本実施形態の半導体パッケージ１９は、図１に示す配線基
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板１３に、例えばＬＳＩ（Large Scale Integrated circuit：大規模集積回路）等の半導
体デバイス１５を搭載したものである。具体的には、配線基板１３の下面上に、マウント
材２６を介して半導体デバイス１５が配置されており、この半導体デバイス１５の電極（
図示せず）と所定の位置のエッチングバリア層５とが、ワイヤ２７を介して相互に接続さ
れている。
【００４６】
　また、配線基板１３における上層配線１１の露出部上、即ち、パッド電極部上には、は
んだボール１８が配置されている。このはんだボール１８は、上層配線１１、ヴィアホー
ル１０内に形成された内部導体８、配線本体６及びエッチングバリア層５からなる下層配
線、並びにワイヤ２７を介して、半導体デバイス１５の電極に接続されている。そして、
この半導体パッケージ１９は、はんだボール１８を介して実装用ボード（図示せず）に実
装される。なお、本実施形態の半導体パッケージ１９においては、配線基板１３のヴィア
ホール１０の形状は、その厚さ方向における断面積が両端部よりも中央部の方が大きい樽
型形状となっている。
【００４７】
　本実施形態の半導体パッケージ１９においては、厚さ方向における断面積が両端部より
も中央部の方が大きい形状のヴィアホールが設けられた配線基板１３を使用しているため
、半導体デバイスを高集積化、高速化又は多機能化しても、優れた信頼性を得ることがで
きる。
【００４８】
　次に、本発明の第２の実施形態の第１変形例に係る半導体パッケージについて説明する
。図６は本変形例の半導体パッケージを示す断面図である。なお、図６においては、図５
に示す第２の実施形態の半導体パッケージの構成要素と同じものには同じ符号を付し、そ
の詳細な説明は省略する。前述の第２の実施形態の半導体パッケージ１９においては、ワ
イヤボンディング法により半導体デバイス１５を配線基板１３に搭載しているが、本発明
はこれに限定されるものではなく、フリップチップ法及びテープオートメッドボンディン
グ法等の種々の搭載方法を適用することができる。図６に示すように、本変形例の半導体
パッケージ２９は、フリップチップ法により、配線基板１３の下面上に例えばＬＳＩ等の
半導体デバイス１５を搭載したものである。
【００４９】
　具体的には、配線基板１３の各エッチングバリア層５上に夫々バンプ１４が配置されて
おり、このバンプ１４を介して、配線基板１３のエッチングバリア層５と半導体デバイス
１５に設けられた電極（図示せず）とが相互に接続されている。また、配線基板１３と半
導体デバイス１５との間におけるバンプ１４の周囲には、アンダーフィル１６が充填され
ている。一方、配線基板１３の上層配線１１の露出部上、即ち、パッド電極の一部の上に
は、はんだボール１８が配置されている。このはんだボール１８は、上層配線１１、ヴィ
アホール１０内に形成された内部導体８、配線本体６及びエッチングバリア層５からなる
下層配線、並びにバンプ１４を介して、半導体デバイス１５の電極に接続されている。そ
して、この半導体パッケージ２９は、はんだボール１８を介して実装用ボード（図示せず
）に実装される。なお、本変形例の半導体パッケージ２９においては、配線基板１３のヴ
ィアホール１０の形状は、その厚さ方向における断面積が両端部よりも中央部の方が大き
い樽型形状となっている。また、本変形例の半導体パッケージ２９における上記以外の構
成は、前述の第２の実施形態の半導体パッケージ１９と同様である。　　　
【００５０】
　本変形例の半導体パッケージ２９は、厚さ方向における断面積が両端部よりも中央部の
方が大きい形状のヴィアホールが設けられた配線基板１３を使用しているため、フリップ
チップ法により配線基板１３に半導体デバイス１５を搭載した場合においても、前述の第
２の実施形態の半導体パッケージ１９と同様に、半導体デバイスを高集積化、高速化又は
多機能化しても、優れた信頼性を得ることができる。
【００５１】
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　次に、本変形例の半導体パッケージ２９の製造方法について説明する。図７（ａ）及び
（ｂ）は本変形例の半導体パッケージの製造方法をその工程順に示す断面図であり、図７
（ｃ）は本変形例の半導体パッケージを更にモールディングする工程を示す断面図である
。本変形例の半導体パッケージの製造方法においては、先ず、図７（ａ）に示すように、
各エッチングバリア層５の表面にバンプ１４を接合する。そして、このバンプ１４を介し
て、フリップチップ法により、配線基板１３の下面上に半導体デバイス１５を搭載する。
このとき、半導体デバイス１５の電極（図示せず）が、バンプ１４に接続されるようにす
る。次に、図７（ｂ）に示すように、配線基板１３と半導体デバイス１５との間にアンダ
ーフィル１６を流し込んだ後、アンダーフィル１６を固化させる。これにより、バンプ１
４がアンダーフィル１６内に埋め込まれる。次に、配線基板１３における上層配線１１の
露出部上にはんだボール１８を搭載し、図６に示す半導体パッケージ２９とする。
【００５２】
　なお、本変形例の半導体パッケージの製造方法においては、図７（ｂ）に示すアンダー
フィル１６の形成工程を省略してもよい。また、図７（ｃ）に示すように、配線基板１３
の下面に、アンダーフィル１６及び半導体デバイス１５を覆うように、適宜モールディン
グ１７を形成することもできる。
【００５３】
　次に、本発明の第２の実施形態の第２変形例に係る半導体パッケージについて説明する
。図８は本変形例の半導体パッケージを示す断面図である。なお、図８においては、図５
に示す第２の実施形態の半導体パッケージの構成要素と同じものには同じ符号を付し、そ
の詳細な説明は省略する。図８に示すように、本変形例の半導体パッケージ３９において
は、配線基板１３の両面に半導体デバイスが搭載されている。即ち、バンプ１４を介して
下層配線（配線本体６及びエッチングバリア層５）に接続された半導体デバイス１５の他
に、バンプ２４を介して上層配線１１に半導体デバイス２５が接続されている。そして、
半導体デバイス１５の電極（図示せず）の一部は、バンプ１４、エッチングバリア層５及
び配線本体６からなる下層配線、ヴィアホール１０内の内部導体８、上層配線１１並びに
バンプ２４を介して、半導体デバイス２５の電極（図示せず）に接続されている。なお、
本変形例の半導体パッケージ３９においては、配線基板１３のヴィアホール１０の形状は
、その厚さ方向における断面積が両端部よりも中央部の方が大きい樽型形状となっている
。また、本変形例の半導体パッケージ３９における上記以外の構成は、前述の第２の実施
形態の半導体パッケージ１９と同様である。
【００５４】
　本変形例の半導体パッケージ３９においては、配線基板１３の両面に半導体デバイスを
搭載しているため、１枚の配線基板１３に複数の半導体デバイスを搭載することができる
。その結果、半導体デバイスの高集積化することができると共に、多種多様な半導体デバ
イスを搭載することができる。
【００５５】
　なお、前述の第２の実施形態及びその変形例の半導体パッケージにおいては、配線基板
のヴィアホールの形状を樽型形状としているが、本発明はこれに限定されるものではなく
、配線基板のヴィアホールは、図４（ｂ）に示す釣り鐘形状及び図４（ｃ）に示す蛇腹形
状でもよく、これらの形状の場合でも、ヴィアホールが樽型形状である場合と同様の効果
が得られる。
【００５６】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る配線基板について説明する。図９は本実施形態の
配線基板を示す断面図である。なお、図９においては、図１に示す第１の実施形態の配線
基板１３の構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。図９に
示すように、本実施形態の配線基板２３は、一方の面（下面）に複数の凹部７ａが形成さ
れた基体絶縁膜７が設けられている。この基体絶縁膜７の凹部７ａ内には、配線本体６が
形成されており、配線本体６上にはエッチングバリア層５が形成されている。そして、こ
のエッチングバリア層５及び配線本体６により下層配線が形成されている。即ち、基体絶
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縁膜７に設けられた凹部７ａ内に下層配線が形成されている。なお、エッチングバリア層
５及び配線本体６の構成は、前述の第１の実施形態の配線基板１５と同様である。
【００５７】
　また、基体絶縁膜７における凹部７ａの直上域の一部には、ヴィアホール１０が形成さ
れており、このヴィアホール１０内には導電材料からなる内部導体８が埋め込まれている
。更に、基体絶縁膜７上には中間配線３１が形成されている。この中間配線３１は例えば
ヴィアホール１０内の内部導体８と一体的に形成されており、内部導体８を介して中間配
線３１と配線本体６とが相互に接続されている。更にまた、基体絶縁膜７上には、中間配
線３１を覆うように、中間絶縁膜３７が形成されており、中間絶縁膜３７における中間配
線３１の直上域の一部には、ヴィアホール３０が形成されている。このヴィアホール３０
内には導電材料からなる内部導体３８が埋め込まれている。そして、中間絶縁膜３７上に
は上層配線１１が形成されており、例えばこの上層配線１１とヴィアホール３０内の内部
導体３８とは、一体的に形成されており、上層配線１１と下層配線の配線本体６とはヴィ
アホール３０の内部導体３８を介して相互に接続されている。なお、本実施形態の配線基
板２３における、ヴィアホール１０及びヴィアホール３０の形状は、厚さ方向における断
面積が両端部よりも中央部の方が大きい樽型形状としている。
【００５８】
　更にまた、中間絶縁膜３７上には、上層配線１１の一部、例えばパッド電極となる部分
を露出させ、それ以外の部分を覆うように、ソルダーレジスト層１２が形成されている。
なお、中間絶縁膜３７の膜厚及び機械的特性は、基体絶縁膜７の膜厚及び機械的特性と同
様とすることが望ましいが、必要に応じて基体絶縁膜７の膜厚及び機械的特性と異なるも
のにすることもできる。また、本実施形態の配線基板２３における上記以外の構成は、前
述の第１の実施形態の配線基板と同様である。
【００５９】
　本実施形態の配線基板２３においては、絶縁膜が、基体絶縁膜７及び中間絶縁膜３７か
らなる２層構造となっており、これらの絶縁膜の間に中間配線３１を設けることができる
ため、前述の第１の実施形態の配線基板よりも、搭載された半導体デバイスに入出力する
信号数を増加させることができる。なお、本実施形態の配線基板２３における上記以外の
効果は、前述の第１の実施形態の配線基板と同様である。
【００６０】
　なお、本実施形態の配線基板２３においては、基体絶縁膜７及び中間絶縁膜３７の２層
の絶縁膜を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、配線基板内に３層以
上の絶縁膜を設けることもでき、その場合も本実施形態と同様の効果が得られる。また、
ヴィアホールの形状についても、樽型形状に限定されるものではなく、釣り鐘形状又は蛇
腹形状とすることもできる。更に、ヴィアホール１０の内部の内部導体８と中間配線３１
、及び／又はヴィアホール３０の内部の内部導体３８と上層配線１１とが一体的に形成さ
れておらず、上下の各配線がヴィアホール１０及び／又はヴィアホール３０の中央部で相
互に接続されていてもよい。更にまた、基体絶縁膜７及び／又は中間絶縁膜３７を、アラ
ミド繊維又はガラスクロスを樹脂に含浸させた材料により形成した場合は、樹脂により形
成されている部分が図４（ａ）乃至（ｃ）に示すような形状となっていれば、アラミド繊
維及びガラスクロスがヴィアホール１０の側面から内部に向かって突出していてもよい。
【００６１】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る半導体パッケージについて説明する。図１０は本
実施形態の半導体パッケージを示す断面図である。なお、図１０においては、図５に示す
第２の実施形態の半導体パッケージ１９及び図９に示す第３の実施形態の配線基板２３の
構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。図１０に示すよう
に、本実施形態の半導体パッケージージ４９は、前述の第３の実施形態の配線基板２３の
下面上に、ＬＳＩ等の半導体デバイス１５を搭載したものである。具体的には、配線基板
２３の各エッチングバリア層５上に夫々バンプ１４が配置されており、このバンプ１４を
介して、配線基板２３のエッチングバリア層５と半導体デバイス１５に設けられた電極（
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図示せず）とが相互に接続されている。また、配線基板２３と半導体デバイス１５との間
におけるバンプ１４の周囲には、アンダーフィル１６が充填されている。
【００６２】
　一方、配線基板２３の上層配線１１の露出部上、即ち、パッド電極の一部の上には、は
んだボール１８が搭載されている。この半田ボール１８は上層配線１１、ヴィアホール３
０内に充填された内部導体３８、中間配線３１、ヴィアホール１０内に充填された内部導
体８、配線本体６及びエッチングバリア層５からなる下層配線、並びにバンプ１４を介し
て、半導体デバイス１５の電極に接続されている。なお、本実施形態の半導体パッケージ
４９においては、配線基板２３のヴィアホール１０及び３０の形状は、その厚さ方向にお
ける断面積が両端部よりも中央部の方が大きい樽型形状となっている。また、本実施形態
の半導体パッケージ４９におけるにおける上記以外の構成及び動作は、前述の第２の実施
形態の半導体パッケージと同様である。
【００６３】
　本実施形態の半導体パッケージ４９においては、絶縁膜が基体絶縁膜７及び中間絶縁膜
２３からなる２層構造となっており、各絶縁膜間に中間配線３１が設けられた配線基板２
３を使用しているため、前述の第２の実施形態の半導体パッケージに比べて、半導体デバ
イス１５に入出力する信号数を増加させることができる。なお、本実施形態の半導体パッ
ケージ４９における上記以外の効果は、前述の第２の実施形態の半導体パッケージと同様
である。
【００６４】
　次に、本発明の第５の実施形態の配線基板について説明する。図１１は本実施形態の配
線基板を示す断面図である。なお、図１１においては、図１に示す第１の実施形態の配線
基板の構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。図１１に示
すように、本実施形態の配線基板３３は、図１に示す第１の実施形態の配線基板１３を２
枚用意し、それらを上層配線１１が形成されている側の面が内側になるように積層し、ソ
ルダーレジスト層３２に形成された接続ヴィア２８を介して、これら２枚の配線基板の上
層配線１１を相互に接続したものである。このため、本実施形態の配線基板３３において
は、その上下両面に凹部７ａが存在している。なお、本実施形態の配線基板３３における
ヴィアホール１０及び接続ヴィア２８の形状は、その厚さ方向における断面積が両端部よ
りも中央部の方が大きい樽型形状である。また、本実施形態の配線基板３３における上記
以外の構成は、前述の第１の実施形態の配線基板と同様である。
【００６５】
　本実施形態の配線基板３３においては、配線総数は４層となっているが、作製工程上は
配線層を２層形成する工程に貼り合わせ工程を追加しただけですむため、４層全てをビル
ドアップする配線基板に比べて歩留まり及びトータルコストの点で有利である。なお、本
実施形態の配線基板３３における上記以外の効果は、前述の第１の実施形態の配線基板と
同様である。
【００６６】
　次に、本発明の第６の実施形態の配線基板について説明する。図１２（ａ）乃至（ｃ）
は本実施形態の配線基板の製造方法をその工程順に示す断面図である。なお、図１２（ａ
）乃至（ｃ）においては、図２及び図３に示す第１の実施形態の配線基板の製造方法にお
ける各構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する。図１２（ｃ
）に示すように、本実施形態の配線基板４３は、基体絶縁膜７の下面とエッチングバリア
層５の表面とが、同一平面上に位置している。そして、基体絶縁膜７の下面及びエッチン
グバリア層５の表面上には、例えばエポキシ樹脂又はポリイミドからなり、膜厚が例えば
１乃至５０μｍである保護膜４１が形成されている。この保護膜４１には、開口部４２が
形成されており、この開口部４２においてエッチングバリア層５の表面の一部が露出して
いる。即ち、本実施形態の配線基板４３の下面には、エッチングバリア層５の一部、例え
ばバンプが接続される部分を露出させ、それ以外の部分を覆うように、保護膜４１が形成
されている。
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【００６７】
　なお、本実施形態の配線基板４３におけるヴィアホール１０の形状は、その厚さ方向に
おける断面積が両端部よりも中央部の方が大きい樽型形状である。また、本実施形態の配
線基板４３における上記以外の構成及び動作は、前述の第１の実施形態の配線基板と同様
である。
【００６８】
　本実施形態の配線基板４３は、例えば、以下に示す方法により製造することができる。
先ず、図１２（ａ）に示すように、支持基板上１の一方の面の全面に、例えばエポキシ樹
脂又はポリイミドからなり、膜厚が例えば１乃至５０μｍである保護膜４１を形成した後
、この保護膜４１上にレジストパターン２を形成する。そして、図２に示す第１の実施形
態の配線基板と同様の方法で、エッチングバリア層５、配線本体６、基体絶縁膜７、ヴィ
アホール１０、内部導体８、上部配線１１及びソルダーレジスト層１２を形成する。その
際、エッチング容易層は形成しない。次に、図１２（ｂ）に示すように、化学的エッチン
グ又は研磨等により、支持基板１を除去する。その後、図１２（ｃ）に示すように、エッ
チングにより、保護膜４１に開口部４２を形成し、エッチングバリア層５を露出させる。
【００６９】
　本実施形態の配線基板４３においては、半導体デバイスが搭載される下面側に保護膜４
１を設けているため、配線基板４３とアンダーフィル等の樹脂層との密着性を向上させる
ことができる。なお、本実施形態の配線基板４３における上記以外の効果は、前述の第１
の実施形態の配線基板と同様である。
【００７０】
　次に、本発明の第７の実施形態に係る配線基板について説明する。図１３は本実施形態
の配線基板を示す断面図である。なお、図１３においては、図１２（ｃ）に示す第６の実
施形態の配線基板の構成要素と同じものには同じ符号を付し、その詳細な説明は省略する
。図１３に示すように、本実施形態の配線基板５３は、図１２（ｃ）に示す第６の実施形
態の配線基板４３と比較して、保護膜４１が省略されている。そして、エッチングバリア
層５の表面は、基体絶縁膜７の下面よりも凹んでおらず、これらは同一平面上に位置して
いる。また、ヴィアホール１０の形状は、その厚さ方向における断面積が両端部よりも中
央部の方が大きい樽型形状となっている。なお、本実施形態の配線基板５３における上記
以外の構成は、前述の第６の実施形態の配線基板と同様である。
【００７１】
　本実施形態の配線基板においては、保護膜４１を設けていないため、図１２（ｃ）に示
す第６の実施形態の配線基板４３に比べて製造コストを低減することができる。また、エ
ッチング容易層４の形成工程を省略することができるため、図１に示す第１の実施形態の
配線基板１３と比較しても、製造コストを低減することができる。特に、半導体デバイス
の電極の配設ピッチがそれほど微細ではなく、且つバンプの配設密度が低く、バンプの位
置決め精度がそれほど要求されない場合であって、更に半導体デバイスをモールディング
しない場合、又はモールディングしても、モールディング材料と配線基板との密着性がそ
れほど要求されない場合には、コストの観点から、本実施形態の配線基板が適している。
なお、本実施形態の配線基板における上記以外の効果は、前述の第１の実施形態の配線基
板と同様である。
【００７２】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限
られない。
【００７３】
（付記１）
厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が形成された基体絶縁膜と、前記基体
絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記基体絶縁膜の他方の面上に形成され
た第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１の配線と前記第２の配線とを相互に
接続するヴィアホールと、を有し、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向におけ
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る断面が樽型形状であることを特徴とする配線基板。
【００７４】
（付記２）
厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が形成された基体絶縁膜と、前記基体
絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記基体絶縁膜の他方の面上に形成され
た第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１の配線と前記第２の配線とを相互に
接続するヴィアホールと、を有し、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向におけ
る断面が釣り鐘形状であることを特徴とする配線基板。
【００７５】
（付記３）
厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が形成された基体絶縁膜と、前記基体
絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記基体絶縁膜の他方の面上に形成され
た第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１の配線と前記第２の配線とを相互に
接続するヴィアホールと、を有し、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向におけ
る断面が蛇腹形状であることを特徴とする配線基板。
【００７６】
（付記４）
前記基体絶縁膜の前記他方の面上に、複数の絶縁膜が積層された積層構造を有し、前記各
絶縁膜間には夫々中間配線が形成されており、前記絶縁膜に形成されたヴィアホールが、
前記基体絶縁膜の前記第２の配線と前記絶縁膜の下層に形成された前記配線同士及び前記
絶縁膜の上層及び下層に形成された配線同士を相互に接続することを特徴とする付記１乃
至３のいずれか１つに記載の配線基板。
【００７７】
（付記５）
前記ヴィアホールの前記絶縁膜の厚さ方向における断面が樽型形状、釣り鐘形状、又は蛇
腹形状であることを特徴とする付記４に記載の配線基板。
【００７８】
（付記６）
前記ヴィアホールを介して相互に接続されている２つの配線の接続界面が、前記ヴィアホ
ールの前記基体絶縁膜の厚さ方向における中央部分に存在していることを特徴とする付記
１乃至５のいずれか１つに記載の配線基板。
【００７９】
（付記７）
前記第１の配線の表面と、前記基体絶縁膜の一方の面との間に０．５乃至１０μｍの段差
が形成されていることを特徴とする付記１乃至６のいずれか１つに記載の配線基板。
【００８０】
（付記８）
前記第１の配線の表面と前記基体絶縁膜の一方の面とが同一平面上に位置していることを
特徴とする付記１乃至６のいずれか１つに記載の配線基板。
【００８１】
（付記９）
前記基体絶縁膜の一方の面及び前記第１の配線上には保護膜が形成されており、この保護
膜における前記第１の配線上に形成された部分の少なくとも一部には開口部が設けられて
おり、前記開口部において前記第１の配線の表面が露出していることを特徴とする付記８
に記載の配線基板。
【００８２】
（付記１０）
前記基体絶縁膜の他方の面及び前記第２の配線上にはソルダーレジスト層が形成されてお
り、このソルダーレジスト層における前記第２の配線上に形成された部分の少なくとも一
部には開口部が設けられており、前記開口部において前記第２の配線の表面が露出してい
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ることを特徴とする付記１乃至３のいずれか１つに記載の配線基板。
【００８３】
（付記１１）
前記絶縁膜の上層に形成された配線上にはソルダーレジスト層が形成されており、このソ
ルダーレジスト層における前記配線上に形成された部分の少なくとも一部には開口部が設
けられており、前記開口部において前記配線の表面が露出していることを特徴とする付記
４又は５に記載の配線基板。
【００８４】
（付記１２）
前記基体絶縁膜の他方の面にも凹部が形成されており、前記第２の配線はこの凹部内に形
成されていることを特徴とする付記１乃至１１のいずれか１つに記載の配線基板。
【００８５】
（付記１３）
前記絶縁膜の厚さが２０乃至１００μｍであることを特徴とする付記４又は５に記載の配
線基板。
【００８６】
（付記１４）
厚さが２０乃至１００μｍで、その一方の面に凹部が形成された基体絶縁膜と、前記基体
絶縁膜の前記凹部内に形成された第１の配線と、前記基体絶縁膜の他方の面上に形成され
た第２の配線と、前記基体絶縁膜に形成され前記第１の配線と前記第２の配線とを相互に
接続するヴィアホールとを有する配線基板の製造方法であって、前記基体絶縁膜の一部を
薬液によるデスミヤ処理することにより、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向
における断面を樽型形状、釣り鐘形状又は蛇腹形状にする工程を有することを特徴とする
配線基板の製造方法。
【００８７】
（付記１５）
付記１乃至１３のいずれか１つに記載の配線基板と、この配線基板上に搭載された１又は
複数の半導体デバイスと、を有することを特徴とする半導体パッケージ。
【００８８】
（付記１６）
前記半導体デバイスは、前記配線基板の第１の配線に接続されていることを特徴とする付
記１５に記載の半導体パッケージ。
【００８９】
（付記１７）
前記半導体デバイスは、前記配線基板の第２の配線に接続されていることを特徴とする付
記１５又は１６に記載の半導体パッケージ。
【００９０】
（付記１８）
更に、前記第１の配線又は前記第２の配線に接続されており、外部素子に接続される接続
用端子を有することを特徴とする付記１５乃至１７のいずれか１つに記載の半導体パッケ
ージ。
【００９１】
　付記１乃至３の配線基板は、ヴィアホールが、その両端部の断面積よりも内部の断面積
の方が大きい樽型形状、又はその変形である釣り鐘形状若しくは蛇腹形状であるため、ヴ
ィアホール内に充填される内部導体とヴィアホールの側面を構成する絶縁膜との接触総面
積が増大し、機械的な密着強度を増加させることができる。これにより、半導体デバイス
の高集積化、高速化又は多機能化による端子数の増加及び端子間の間隔の狭ピッチ化に有
効であり、組立工程及び実使用環境における熱ストレス及び耐衝撃性等に対する信頼性が
優れた配線基板を得ることができる。
【００９２】



(18) JP 5451719 B2 2014.3.26

10

20

30

40

　付記１４の製造方法においては、前記基体絶縁膜の一部を薬液によるデスミヤ処理する
ことにより、前記ヴィアホールの前記基体絶縁膜の厚さ方向における断面を樽型形状、釣
り鐘形状又は蛇腹形状にしているため、このような断面形状のヴィアホールを容易に形成
することができる。
【符号の説明】
【００９３】
　１；支持基板
　２；レジストパターン
　３；導体配線層
　４；エッチング容易層
　５；エッチングバリア層
　６；配線本体
　７；基体絶縁膜
　７ａ；凹部
　８、３８；内部導体
　１０、３０、７４、９４；ヴィアホール
　１１；上層配線
　１２、３２；ソルダーレジスト層
　１３、２３、３３、４３、５３、９７；配線基板
　１４、２４；バンプ
　１５、２５；半導体デバイス
　１６；アンダーフィル
　１７；モールディング
　１８；はんだボール
　１９、２９、３９、４９；半導体パッケージ
　３１；中間配線
　３７；中間絶縁層
　２６；マウント材
　２７；ワイヤ
　２８；接続ヴィア
　４１；保護膜
　４２；開口部
　７０、８５；ビルドアッププリント基板
　７１、８３；スルーホール
　７２、７３、８１、９２、９５；導体配線
　７３；ベースコア基板
　７５、９３；層間絶縁膜
　８２；プリプレグ
　８４；導体ペースト
　８６；ランドパターン
　９１；支持板
　９６；支持体
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