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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の第１の埋め込み導体を有し、上面上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前
記半導体チップを収納するための開口部が形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電
気的に接続された複数の第２の埋め込み導体を有するシート部材とが交互に積層されてな
る多段構成半導体モジュールであって、
　前記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む
領域に配置され、
　前記複数の第１の埋め込み導体の各々の径は、前記実装領域との距離が近いほど大きく
なっていることを特徴とする多段構成半導体モジュール。
【請求項２】
　前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に配置され、
　前記複数の第２の埋め込み導体の各々の径は、前記開口部との距離が近いほど大きくな
っていることを特徴とする請求項１に記載の多段構成半導体モジュール。
【請求項３】
　前記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む
領域に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、
　前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に、内外に位置する複数の列
に分けて配置され、
　前記複数の第１の埋め込み導体で構成された複数の列のうち内側の列を構成する第１の
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埋め込み導体の径は、外側の列を構成する第１の埋め込み導体の径より大きくなっており
、
　前記複数の第２の埋め込み導体で構成された複数の列のうち内側の列を構成する第２の
埋め込み導体の径は、外側の列を構成する第２の埋め込み導体の径より大きくなっている
ことを特徴とする請求項２に記載の多段構成半導体モジュール。
【請求項４】
　複数の第１の埋め込み導体を有し、上面上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前
記半導体チップを収納するための開口部が形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電
気的に接続された複数の第２の埋め込み導体を有するシート部材とが交互に積層されてな
る多段構成半導体モジュールであって、
　前記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む
領域に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、
　前記複数の第１の埋め込み導体のうち、前記樹脂基板の対角線上に配置された第１の埋
め込み導体の径は他の第１の埋め込み導体の径以上であり、且つ前記実装領域に近づくに
つれて大きくなっていることを特徴とする多段構成半導体モジュール。
【請求項５】
　前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に、内外に位置する複数の列
に分けて配置され、
　前記複数の第２の埋め込み導体のうち、前記シート部材の対角線上に配置された第２の
埋め込み導体の径は他の第２の埋め込み導体の径以上であり、且つ前記開口部に近づくに
つれて大きくなっていることを特徴とする請求項４に記載の多段構成半導体モジュール。
【請求項６】
　前記半導体チップは電源供給用端子と接地用端子とを有しており、
　前記樹脂基板の対角線上に配置された第１の埋め込み導体および前記シート部材の対角
線上に配置された第２の埋め込み導体のうち、内周列に配置された第１の埋め込み導体お
よび第２の埋め込み導体は前記接地用端子に接続され、外周列に配置された第１の埋め込
み導体および第２の埋め込み導体は前記電源供給用端子に接続されていることを特徴とす
る請求項５に記載の多段構成半導体モジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体チップを搭載した樹脂基板とシート部材とを交互に積層して立体的に
構成した多段構成半導体モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話やデジタルカメラ等の各種電子装置の小型化、高機能化の要請に伴い、電子部
品、特に半導体チップを複数個積層し、それらを一体化してなる多段構成の半導体モジュ
ールが提案されている。
【０００３】
　このような積層型の半導体モジュールを簡便かつ安価に製造するための方法が従来から
提案されている。
【０００４】
　従来の半導体モジュールは、所定の配線回路を形成させたプリント基板と、プリント基
板上に搭載された半導体チップと、半導体チップを収容可能な開口部が形成され、プリン
ト基板の配線回路に接続可能な導電性バンプを有する層間部材とをひとまとまりとして積
層したものである。そして、従来の半導体モジュールは、層間部材となる絶縁性基材の両
面に保護フィルムを貼り付ける工程と、絶縁性基材の所定の位置にスルーホールを形成す
る工程と、スルーホールに導電性ペーストを充填して導電性バンプを形成する工程と、保
護フィルムを剥離する工程と、絶縁性基材に半導体チップを収容可能な開口部を形成する
工程と、絶縁性基材とプリント基板とを交互に積層して接着する工程とを含む方法によっ
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て製造される（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この方法によれば、両面に保護フィルムを貼りつけた絶縁性基材の所定の位置にスルー
ホールを形成させ、このスルーホールに導電性ペーストを充填した後に、保護フィルムを
剥離することにより、絶縁性基材の両面に突出した導電性バンプを形成することができる
。この方法においては、絶縁性基材を貫通するスルーホールに導電性ペーストを充填する
ため、一方の開口が閉止されたビアホールの場合と比較して、充填の際に孔内に隙間が生
じることを回避でき、接続信頼性を高めることができる。また、時間と手間を要する電解
メッキを行う必要がないため、簡便かつ安価に半導体モジュールを製造することができる
。
【０００６】
　さらに、ＩＣカードや携帯電話等の電子機器の小型化に伴い、半導体モジュールの更な
る高密度化と薄型化を実現するために、半導体チップが実装された回路基板と層間部材と
を交互に積層し、加熱プレスすることによって作製された積層型の半導体モジュールも提
案されている（例えば、特許文献２参照）。具体的には、半導体チップを予め実装してお
いた回路基板と、半導体チップを収容可能な開口部を有する層間部材とを接着剤層を介し
て交互に積層し、その積層体を加熱プレスする。これにより、半導体チップを層間部材の
開口部内に埋設し、層間部材に形成させた導体ポストを介して半導体チップ間の電気的接
続をとることができる。この方法によれば、半導体チップ間の距離の短縮化を図り、配線
抵抗やインダクタンスに起因する不具合を低減することができる。その結果、遅延なく電
気信号を伝達することができ、配線基板の高密度化、高機能化および薄型化を図ることが
できる。
【特許文献１】特開２００２－６４１７９号公報
【特許文献２】特開２００３－２１８２７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、半導体チップを研磨して薄くする技術と、その薄い半導体チップを基板に歩留ま
りよく実装する技術が開発されてきており、多段に積層する場合の積層数はさらに増加す
る傾向にある。また、例えば、半導体メモリにおいては、メモリ容量の増加に伴ってチッ
プ面積も大きくなってきている。面積の大きな半導体チップを多段に積層してモジュール
とした場合、モジュールの反りが問題となる。また、モジュールの反りは、プリント基板
の薄型化が進むほど大きくなる傾向にある。そのため、半導体チップを実装したプリント
基板と層間部材とを多段に積層するためには、反りの発生を抑制することが重要となって
きている。
【０００８】
　一方、近年、電子装置の小型、薄型化を実現するために半導体チップや半導体モジュー
ルの実装は、ＢＧＡ（ボール・グリッド・アレイ）方式等により行われることが多くなっ
ている。このような実装方法においては、マザーボードと接続するために形成する半田ボ
ールやバンプ電極の高さはあまり大きくできない。したがって、常温で反りがある場合や
接合時の加熱で反りが発生する場合には、半導体モジュールをマザーボード上に実装する
ことができなくなる。あるいは、反りの発生により部分的に実装不良が生じてしまうこと
がある。すなわち、半導体モジュールは、電気特性としては良品であっても、実装面では
不良品となるという課題がある。なお、メモリを主体とするモジュールでは、例えばＤＲ
ＡＭとＳＲＡＭとの混載やＤＲＡＭとフラッシュメモリとの混載、さらにはこれらを制御
する制御用半導体素子の搭載も要求されている。従って、厚みや特性が異なる半導体チッ
プを積層した場合の反りを抑制することも望まれている。
【０００９】
　これに対し、上述した従来の方法では、同じ形状の半導体チップを実装した基板を積層
する構成およびそのための方法のみが示されている。また、図面においても、混載構成や
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制御用半導体素子を搭載する構成は示されていない。すなわち、これらの先行例では、積
層構成については開示しているが、積層した場合の半導体モジュールの反りを抑制するこ
とについては何ら示していない。
【００１０】
　本発明は、反りの発生が抑制された多段構成の半導体モジュール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】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の多段構成半導体モジュールは、複数の第１
の埋め込み導体を有し、上面上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前記半導体チッ
プを収納するための開口部が形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電気的に接続さ
れた複数の第２の埋め込み導体を有するシート部材とが交互に積層されてなる多段構成半
導体モジュールであって、前記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装す
るための実装領域を囲む領域に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、前記複数の
第１の埋め込み導体で構成された複数の列のうち外側の列を構成する第１の埋め込み導体
の配置間隔は、内側の列を構成する第１の埋め込み導体の配置間隔よりも大きくなってい
る。
【００１２】
　この構成により、半導体モジュールの製造時に樹脂基板に加わる加圧反発力を面内で均
等にすることができるので、反りの発生を抑えることができる。そのため、本発明の半導
体モジュールはマザーボード等に接続する際に接続不良を起こしにくくなっている。
【００１３】
　特に、前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に、内外に位置する複
数の列に分けて配置され、前記複数の第２の埋め込み導体で構成された複数の列のうち外
側の列を構成する第２の埋め込み導体の配置間隔は、内側の列を構成する第２の埋め込み
導体の配置間隔よりも大きくなっていることにより、第１の埋め込み導体と第２の埋め込
み導体との接触面積を列ごとにほぼ等しくできる。このため、樹脂基板やシート部材の面
内で生じる加圧反発力を均等化して反りの発生を抑えることができる。このため、マザー
ボードなどに実装する際の接続不良の発生を抑えることができるので、本発明の半導体モ
ジュールは、従来よりも信頼性が向上している。また、樹脂基板上に実装された半導体チ
ップに形成された半導体装置の電気特性のばらつきや第１の埋め込み導体と第２の埋め込
み導体との間の接続抵抗のばらつきなどを小さくすることができる。
【００１４】
　前記シート部材の樹脂コアの厚みは、少なくとも前記半導体チップよりも厚く、前記複
数の第１の埋め込み導体および前記複数の第２の埋め込み導体は加圧により圧縮変形可能
な導電性樹脂材料からなっていることが好ましい。
【００１５】
　本発明の第２の多段構成半導体モジュールは、複数の第１の埋め込み導体を有し、上面
上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前記半導体チップを収納するための開口部が
形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電気的に接続された複数の第２の埋め込み導
体を有するシート部材とが交互に積層されてなる多段構成半導体モジュールであって、前
記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む領域
に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、前記複数の第１の埋め込み導体で構成さ
れた複数の列のうち互いに隣接する列を構成する第１の埋め込み導体間の最短距離は、内
周側から外周側に向かうにつれ大きくなっている。
【００１６】
　この構成により、製造時の樹脂基板に加わる加圧反発力を樹脂基板の面内で均一にする
ことができるので、反り量を小さくすることができる。また、上述の構成によれば、樹脂
基板上に実装された半導体チップに形成された半導体装置の電気特性のばらつきや第１の
埋め込み導体と第２の埋め込み導体との間の接続抵抗のばらつきなどを小さくすることが
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できる。
【００１７】
　前記複数の第２の埋め込み導体が、前記開口部を囲む領域に、内外に位置する複数の列
に分けて配置され、前記複数の第２の埋め込み導体で構成された複数の列のうち互いに隣
接する列を構成する第２の埋め込み導体間の最短距離が、内周側から外周側に向かうにつ
れ大きくなっていれば、製造時に樹脂基板およびシート部材に加わる加圧反発力を面内で
均一にし、反り量を小さくすることができる。
【００１８】
　本発明の第３の多段構成半導体モジュールは、複数の第１の埋め込み導体を有し、上面
上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前記半導体チップを収納するための開口部が
形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電気的に接続された複数の第２の埋め込み導
体を有するシート部材とが交互に積層されてなる多段構成半導体モジュールであって、前
記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む領域
に配置され、前記複数の第１の埋め込み導体の各々の径は、前記実装領域との距離が近い
ほど大きくなっていることにより、製造時に樹脂基板に加わる加圧反発力を面内で均一に
し、反り量を抑えることができる。
【００１９】
　前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に配置され、前記複数の第２
の埋め込み導体の各々の径は、前記開口部との距離が近いほど大きくなっていることによ
り、第１の埋め込み導体と第２の埋め込み導体との接触部分の面積を樹脂基板およびシー
ト部材の面内でほぼ均一にすることができるので、反りの発生をより効果的に抑えること
が可能となる。
【００２０】
　特に、前記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域
を囲む領域に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、前記複数の第２の埋め込み導
体は、前記開口部を囲む領域に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、前記複数の
第１の埋め込み導体で構成された複数の列のうち内側の列を構成する第１の埋め込み導体
の径は、外側の列を構成する第１の埋め込み導体の径より大きくなっており、前記複数の
第２の埋め込み導体で構成された複数の列のうち内側の列を構成する第２の埋め込み導体
の径は、外側の列を構成する第２の埋め込み導体の径より大きくなっていることが好まし
い。
【００２１】
　本発明の第４の多段構成半導体モジュールは、複数の第１の埋め込み導体を有し、上面
上に半導体チップが実装された樹脂基板と、前記半導体チップを収納するための開口部が
形成され、前記複数の第１の埋め込み導体と電気的に接続された複数の第２の埋め込み導
体を有するシート部材とが交互に積層されてなる多段構成半導体モジュールであって、前
記複数の第１の埋め込み導体は、前記半導体チップを実装するための実装領域を囲む領域
に、内外に位置する複数の列に分けて配置され、前記複数の第１の埋め込み導体のうち、
前記樹脂基板の対角線上に配置された第１の埋め込み導体の径は他の第１の埋め込み導体
の径以上であり、且つ前記実装領域に近づくにつれて大きくなっている。
【００２２】
　このように、樹脂基板の対角線上に配置された第１の埋め込み導体の径のみを変更する
ようにしても、反りの発生を抑制することができる。
【００２３】
　この場合、前記複数の第２の埋め込み導体は、前記開口部を囲む領域に、内外に位置す
る複数の列に分けて配置され、前記複数の第２の埋め込み導体のうち、前記シート部材の
対角線上に配置された第２の埋め込み導体の径は他の第２の埋め込み導体の径以上であり
、且つ前記開口部に近づくにつれて大きくなっていればさらに好ましい。
【００２４】
　また、本発明の各多段構成半導体モジュールにおいて、前記半導体チップが電源供給用
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端子と接地用端子とを有しており、前記樹脂基板の対角線上に配置された第１の埋め込み
導体および前記シート部材の対角線上に配置された第２の埋め込み導体のうち、内周列に
配置された第１の埋め込み導体および第２の埋め込み導体は前記接地用端子に接続され、
外周列に配置された第１の埋め込み導体および第２の埋め込み導体は前記電源供給用端子
に接続されていてもよい。この構成によれば、製造時に加熱および加圧された後でも、半
導体チップ上に形成された半導体装置への電源供給および接地電位の供給を安定に行うこ
とができる。
【００２５】
　本発明の各多段構成半導体モジュールにおいて、前記樹脂基板は、前記実装領域上に形
成され、前記半導体チップに接続される接続端子と、前記複数の第１の埋め込み導体のい
ずれかと前記接続端子とを接続する配線とをさらに有していることにより、樹脂基板上に
半導体チップを実装した後、必要な電気的検査やバーンイン試験を行い、良品であること
を確認してからモジュール化することができる。
【００２６】
　本発明の各多段構成半導体モジュールにおいて、前記樹脂基板のうち最下段に配置され
た樹脂基板の裏面上に外部接続端子が形成されていることにより、本発明の多段構成半導
体モジュールをマザーボードに実装することができる。外部接続端子としては、例えばバ
ンプや半田ボールなどを用いることができる。なお、外部接続端子は最下段に配置された
樹脂基板の裏面の一定領域に集中して形成されていてもよいし、裏面全体に形成されてい
てもよい。
【００２７】
　本発明の各多段構成半導体モジュールにおいて、前記樹脂基板のうち最下段に配置され
た樹脂基板以外の樹脂基板上に実装された前記半導体チップには半導体記憶素子が形成さ
れており、前記最下段に配置された樹脂基板上に実装された前記半導体チップには、前記
半導体記憶素子を制御するための制御用半導体素子が形成されていてもよい。この構成に
より、半導体記憶素子に対する制御を含めたモジュールが実現でき、かつマザーボードに
実装する場合に生じる接続不良の発生を大幅に低減できる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の多段構成半導体モジュールは、樹脂基板およびシート部材に設けられた埋め込
み導体について配置間隔の変更やサイズの変更などを行うことによって、面内に生じる加
圧反発力が均一化されており、モジュール全体および各樹脂基板および各シート部材に生
じる反りを低減することができる。この結果、マザーボードに接続される端子数が増加し
ても信頼性よく実装でき、電子装置の高機能化と低コスト化に大きな効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　　（第１の実施形態）
　本発明の第１の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図１～図３を参
照して説明する。
【００３０】
  図１は、本発明の各実施形態の半導体モジュール１の全体構成を示す概略斜視図であり
、図２は、本発明の各実施形態の半導体モジュール１を図１に示すII－II線に沿って切断
したときの断面図である。また、図３（ａ）、（ｃ）は、それぞれ本実施形態の半導体モ
ジュール１に用いられる第１の樹脂基板３およびシート部材５を示す平面図である。また
、図３（ｂ）は、第１の樹脂基板３をIIIb－IIIb線に沿って切断したときの断面図であり
、（ｄ）は、シート部材５をIIId－IIId線に沿って切断したときの断面図である。なお、
これらの図において、半導体モジュール各部の厚みや長さおよび形状等は図示しやすいも
のを示したため、実際の形状とは異なっている。また、埋め込み導体や外部接続用の外部
接続端子の個数や形状も実際のものとは異なり、図示しやすい形状としている。これは、
以下の実施形態でも同様とする。
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【００３１】
  図１、２に示すように、本実施形態の半導体モジュール１は、上面に半導体チップ２を
実装した第１の樹脂基板３とシート部材５とを交互に積層することで形成されている。さ
らに、半導体モジュール１においては、最下段に用いる樹脂基板を他の樹脂基板より厚く
するとともに裏面に外部接続端子を設けている。半導体モジュール１は、これら第１の樹
脂基板３、第２の樹脂基板４およびシート部材５を積層し、加熱と加圧により一体化した
構造を有している。なお、最下段の樹脂基板と他の樹脂基板とを区別するために、他の樹
脂基板を第１の樹脂基板３、最下段の樹脂基板を第２の樹脂基板４として図示している。
【００３２】
　また、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、本実施形態の多段構成の半導体モジュール１
に用いる第１の樹脂基板３は、第１の樹脂基材（第１の樹脂コア）８と、第１の樹脂基材
８の中央領域に形成され、半導体チップ２と接続するための複数の半導体素子接続端子１
１と、第１の樹脂基材８の周辺部に設けられ、第１の樹脂基材８を貫通する複数の第１の
埋め込み導体７と、第１の埋め込み導体７の両端に設けられた接続用ランド１３と、所定
の半導体素子接続端子１１および接続用ランド１３と第１の埋め込み導体７とを接続する
複数の配線１２とを有している。
【００３３】
　ここで、第１の埋め込み導体７の材料としては、導電性樹脂材料またはメッキ導体を用
いる。
【００３４】
　また、最下段に配置された第２の樹脂基板４は、第１の樹脂基板３と全体としては同様
の構造であり、第１の樹脂基材８、半導体素子接続端子１１、第１の埋め込み導体７を有
しているが、第１の樹脂基板３より厚いことが好ましく、かつマザーボードと接続するた
めの外部接続端子であるランド上に半田ボール１６が形成されている。この半田ボール１
６は、基板の裏面に所定間隔で形成されている。半導体モジュール１は、この半田ボール
１６を用いてマザーボードに接合される。本実施形態の半導体モジュールの特徴は、第１
の樹脂基板３および第２の樹脂基板４における第１の埋め込み導体７の配置および大きさ
を工夫していることにあるが、これについては後に詳述する。
【００３５】
　半導体チップ２は、電極バンプ１７により第１の樹脂基板３および最下段に配置された
第２の樹脂基板４の半導体素子接続端子１１に接続され、その周囲を封止樹脂１８により
保護されている。この封止樹脂１８は半導体チップ２の回路形成面を外部環境から保護す
るとともに熱歪等を吸収する作用を有する。
【００３６】
　さらに、図３（ｃ）、（ｄ）に示すように、シート部材５は、第２の樹脂基材（第２の
樹脂コア）６と、第２の樹脂基材６の両面に形成された接着層１５と、第１の樹脂基板３
の第１の埋め込み導体７と一致する位置に設けられ、導電性樹脂材料からなる第２の埋め
込み導体９とを有しており、第２の樹脂基材６の中央領域には半導体チップ２を収容し得
る開口部１０が形成されている。ただし、開口部１０はシート部材５の上面から裏面まで
貫通していてもよい。また、シート部材５の厚さが半導体チップ２より厚く、且つ開口部
１０が裏面側にのみ開口する半導体チップ２の高さ分の窪みであってもよい。また、開口
部１０を設けずに、柔らかなシート部材５の下面に半導体チップ２が食い込むように積層
される場合もある。
【００３７】
　第２の埋め込み導体９は、第２の樹脂基材６を貫通するとともに、その両端が第２の樹
脂基材６の表面から所定の高さだけ突き出た形状をしている。また、この第２の埋め込み
導体９は積層前には半硬化状態であり、積層後の加圧と加熱により圧縮されて硬化すると
ともに、第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４の第１の埋め込み導体７とは主として
機械的な接触により電気的接続を生じる。
【００３８】
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  先に触れたように、本実施形態の半導体モジュール１の特徴は、平面的にみて、複数の
第１の埋め込み導体７が半導体チップ２を実装するための領域（以下、「実装領域」と称
する）を囲む領域に、内外に位置する複数の列を形成し、内周の列より外周の列の方が第
１の埋め込み導体７間の間隔が大きくなるよう配置されていることにある。さらに、第２
の埋め込み導体９も第１の埋め込み導体７との接続をとるために開口部１０を囲む複数の
列状に配置されており、第２の埋め込み導体９の配置間隔も内周列より外周列の方が大き
くなっている。また、第１の埋め込み導体７および第２の埋め込み導体９は平面的にみて
共に左右対称および上下対称に配置されている。
【００３９】
　図３に示す例では、内周側からみて一列目の第１の埋め込み導体７または第２の埋め込
み導体９の配置間隔をＤ、二列目の第１の埋め込み導体７または第２の埋め込み導体９の
配置間隔をＣ、三列目の第１の埋め込み導体７または第２の埋め込み導体９の配置間隔を
Ｂとすると、Ｂ＞Ｃ＞Ｄとなっている。これにより、内周列と外周列で埋め込み導体数を
等しくすることができる。
【００４０】
　本実施形態のような多段構成の半導体モジュールは、半導体チップを実装した樹脂基板
と両面に接着層を有するシート部材とを交互に積層した後に最上段および最下段から加熱
および加圧して樹脂基板とシート部材とを接着させる。この加圧および加熱処理によって
第１の埋め込み導体と第２の埋め込み導体とを物理的に接触させる。従来の半導体モジュ
ールにおいては、第１の埋め込み導体７および第２の埋め込み導体９の配置が特に考慮さ
れていなかったため、加圧時に樹脂基板やシート部材の面内で不均衡な加圧反発力が生じ
、半導体モジュール内で反りやうねりが生じることがあった。これに対し、本実施形態の
半導体モジュールでは、樹脂基板やシート部材の面内で加圧反発力が均等に加わるため、
反りやうねりの発生を抑えることができる。
【００４１】
　また、本実施形態の半導体モジュール１において第２の樹脂基板４を除く第１の樹脂基
板３とシート部材５とが複数回交互に積層されている場合、最下段に配置された第２の樹
脂基板４を除く第１の樹脂基板３の厚み、およびシート部材５の厚みをそれぞれ均一にす
ることで、各樹脂基板および各シート部材の反りをさらに小さくすることができる。
【００４２】
　なお、第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４を構成する第１の樹脂基材８、シート
部材５を構成する第２の樹脂基材６は、ガラスエポキシ樹脂やアラミド樹脂等の同一の材
料を使用してもよいが、第１の樹脂基材８として例えばガラスエポキシ樹脂を用い、第２
の樹脂基材６としては、例えばアラミド樹脂を用いる等、異なる材料を用いてもよい。な
お、第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４とシート部材５の平面的な外形寸法は互い
に同一とする。
【００４３】
　また、本実施形態の多段構成の半導体モジュール１についての各構成部材の主要部の形
状の一例を下記に示す。
【００４４】
　半導体モジュール全体の形状は例えば直方体であって、半導体チップ２の厚みは３０μ
ｍ以上１５０μｍ以下が好ましい。また、第１の樹脂基板３の厚みは６０μｍ以上２００
μｍ以下、第１の埋め込み導体７の径は１５０μｍ以上５００μｍ以下で、そのピッチは
３００μｍ以上７５０μｍ以下の範囲で適宜設計する。
【００４５】
　また、第２の樹脂基板４の厚みは１００μｍ以上３００μｍ以下の範囲とし、少なくと
も第１の樹脂基板３より厚くする。なお、第１の埋め込み導体７の径とピッチは第１の樹
脂基板３と同様にする。
【００４６】
　シート部材５の構成部材である第２の樹脂基材６の厚みは４５μｍ以上２００μｍ以下
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とし、この両面に１０μｍ以上１００μｍ以下の厚みを有する接着層を設ける。なお、第
２の埋め込み導体９の径とピッチは第１の樹脂基板３と同様にする。これらの範囲を基本
にして設計すれば、本実施形態の多段構成の半導体モジュール１を実現できる。
【００４７】
  上述した本実施形態の多段構成の半導体モジュール１の構造によれば、第１の樹脂基板
３および第２の樹脂基板４については、半導体チップ２を実装後必要な電気検査とバーン
イン試験を行い良品のみを用いることができる。第１の樹脂基板３、第２の樹脂基板４お
よびシート部材５の積層後は、シート部材５の第２の埋め込み導体９が加圧・加熱により
圧縮され、硬化するので、第１の埋め込み導体７との電気的接続と第２の埋め込み導体９
の低抵抗化を同時に実現できる。さらに、加圧しても半導体チップ２に対して不均衡な荷
重が加わらないので、半導体チップ２および半導体チップ２と樹脂基板との接続部で不良
が発生することがない。また、半導体チップ２の厚みよりもシート部材５の厚みの方が厚
いので、半導体チップ２に対して荷重は加わらない。そして、最下段に配置された第２の
樹脂基板４をその他の第１の樹脂基板３よりも厚くしておけば、半導体モジュールの反り
量を小さくすることができる。
【００４８】
　この結果、半田ボール１６を使用したマザーボードへの実装において不良が発生しにく
くなるので、低コストで高い信頼性を実現することができる。
【００４９】
　　（第２の実施形態）
　本発明の第２の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図１、図２、図
４を参照して説明する。図４（ａ）、（ｃ）は、それぞれ本実施形態の半導体モジュール
１に用いられる第１の樹脂基板３およびシート部材５を示す平面図である。また、図４（
ｂ）は、第１の樹脂基板３をIVb－IVb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は
、シート部材５をIVd－IVd線に沿って切断したときの断面図である。
【００５０】
　本実施形態の半導体モジュールは、図１、図２に示すように、第１の埋め込み導体７お
よび第２の埋め込み導体９の配置以外は第１の実施形態の半導体モジュールと同じである
ので、同一部分の説明は省略する。
【００５１】
　図４（ａ）に示すように、本実施形態の第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４にお
いて、第１の埋め込み導体７は基本的に左右対称および上下対称に配置されている。また
、第１の埋め込み導体７は半導体チップ２の実装領域を囲む複数の列を形成している。そ
して、各列の第１の埋め込み導体７の配置間隔Ｆが互いに同一であるとともに、ある列の
第１の埋め込み導体７と１つ外側の列の第１の埋め込み導体７との間隔が、内周から外周
に向かうほど大きくなっている。ここで、ある列の第１の埋め込み導体７と１つ外側の列
の第１の埋め込み導体７との間隔（最短の間隔）のことを以後「オフセット寸法」と呼ぶ
。図４（ａ）に示す例では、「内周側のオフセット寸法Ｈ」＞「外周側のオフセット寸法
Ｇ」となっている。なお、各第１の埋め込み導体７の径は等しくなっている。
【００５２】
　これと同様に、第２の埋め込み導体９も、シート部材５のうち開口部１０を囲む領域に
、内外に配置された複数の列を形成している。そして、各列の第２の埋め込み導体９の配
置間隔Ｆが同一であるとともに、内周側のオフセット寸法よりも外周側のオフセット寸法
の方が大きくなっている。
【００５３】
　以上の配置により、外周列の埋め込み導体数を外周列よりも内側にある内周列の埋め込
み導体数の合計と等しくすることができる。また、埋め込み導体をシート部材５および樹
脂基板３の中心部近傍と外周部とに隔たらせて配置し、中心部近傍に配置された埋め込み
導体の面積と外周部に配置された埋め込み導体の面積とを均等にすることができる。この
ため、本実施形態の半導体モジュールにおいては、樹脂基板やシート部材に加わる加圧反
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発力が均等化されるので、製造工程において加熱および加圧された場合にも反りやうねり
が生じにくくなっている。そのため、本実施形態の半導体モジュールはマザーボードとの
接続を良好にとることが可能となる。特に、本実施形態の配置によれば、第１の実施形態
の配置に比べて複数の内周列を構成する埋め込み導体数を多くすることができるので、半
導体モジュールを加圧接着させる際にモジュール内部に加わる圧力を十分に強くすること
ができる。
【００５４】
　なお、本実施形態の半導体モジュールにおいては、第１の埋め込み導体７および第２の
埋め込み導体９が３列（３周）に分けて配置される例を示したが、第１の埋め込み導体７
および第２の埋め込み導体９は、４列以上に分けて配置されていてもよい。この場合、最
外周の列と最内周の列の中間位置より内側にある列を内周列、外側にある列を外周列とし
て扱い、外周列を構成する埋め込み導体数と内周列を構成する埋め込み導体数とをほぼ等
しくすればよい。
【００５５】
　　（第３の実施形態）
　本発明の第３の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図１、図２、図
５を参照して説明する。図５（ａ）、（ｃ）は、それぞれ本実施形態の半導体モジュール
１に用いられる第１の樹脂基板３およびシート部材５を示す平面図である。また、図５（
ｂ）は、第１の樹脂基板３をVb－Vb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は、
シート部材５をVd－Vd線に沿って切断したときの断面図である。
【００５６】
  本実施形態の半導体モジュールは、図１、図２に示すように、第１の埋め込み導体７お
よび第２の埋め込み導体９の配置および径以外は第１の実施形態の半導体モジュールと同
じであるので、同一部分の説明は省略する。
【００５７】
  図５（ａ）に示すように、本実施形態の第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４にお
いて、第１の埋め込み導体７は基本的に左右対称および上下対称に配置されている。また
、第１の埋め込み導体７は半導体チップ２の実装領域を囲む領域に、内外に配置された複
数の列を形成している。そして、各列の第１の埋め込み導体７の配置間隔Ｌは互いに同一
であるとともに、第１の埋め込み導体７の直径寸法が外周列から内周列に向かうにつれて
大きくなっている。図５（ａ）、（ｂ）に示す例では、直径寸法がＯ＞Ｎ＞Ｍとなる配置
となっている。
【００５８】
　また、図５（ｃ）に示すように、第２の埋め込み導体９も、開口部１０を囲む領域に、
内外に配置された複数の列を形成している。そして、各列の第２の埋め込み導体９の配置
間隔Ｌが同一であるとともに、第２の埋め込み導体９の直径寸法が外周列から内周列に向
かうにつれて大きくなっている。
【００５９】
  このような構成により、本実施形態の半導体モジュールでは、内周列と外周列の埋め込
み導体の平面面積の合計値をほぼ等しくすることができる。従って、本実施形態の半導体
モジュールにおいては、加圧および加熱時に樹脂基板やシート部材に加わる加圧反発力が
均等化され、製造工程において加熱および加圧された場合にも反りやうねりが生じにくく
なっている。そのため、本実施形態の半導体モジュールは半田ボール１６等を介したマザ
ーボードとの接続において接続不良を起こしにくくなっており、信頼性が大幅に向上して
いる。
【００６０】
　なお、本実施形態の半導体モジュールに用いられる第１の樹脂基板３および第２の樹脂
基板４において、第１の埋め込み導体７は必ずしも列状に配置されている必要はなく、実
装領域を囲む第１の埋め込み導体７の径が樹脂基板の中央部に近づくほど大きくなってい
ればよい。ただし、列状にして外周列を構成する埋め込み導体の合計面積を内周列を構成
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する埋め込み導体の合計面積とほぼ等しくする方が、反りを抑える効果が大きいので好ま
しい。これは、第２の埋め込み導体９についても同様である。
【００６１】
　　（第４の実施形態）
　本発明の第４の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図１、図２、図
６を参照して説明する。図６（ａ）、（ｃ）は、それぞれ本実施形態の半導体モジュール
１に用いられる第１の樹脂基板３およびシート部材５を示す平面図である。また、図６（
ｂ）は、第１の樹脂基板３をVIb－VIb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は
、シート部材５をVId－VId線に沿って切断したときの断面図である。
【００６２】
  本実施形態の半導体モジュールは、図１、図２に示すように、第１の埋め込み導体７お
よび第２の埋め込み導体９の配置および径以外は第１の実施形態の半導体モジュールと同
じであるので、同一部分の説明は省略する。
【００６３】
  図６（ａ）に示すように、本実施形態の第１の樹脂基板３および第２の樹脂基板４にお
いて、第１の埋め込み導体７は基本的に左右対称および上下対称に配置されている。また
、第１の埋め込み導体７は半導体チップ２の実装領域を囲む領域に、内外に配置された複
数の列を形成している。そして、各列の第１の埋め込み導体７の配置間隔Ｑは互いに同一
であるとともに、樹脂基板の対角線上に位置する第１の埋め込み導体７の直径寸法が外周
列から内周列に向かうにつれて大きくなっている。その他の第１の埋め込み導体７の直径
寸法は最外周のコーナー部分に位置する第１の埋め込み導体７の直径寸法と同じである。
図６（ａ）、（ｂ）に示す例では、直径寸法がＴ＞Ｓ＞Ｒとなっている。
【００６４】
　また、図６（ｃ）に示すように、第２の埋め込み導体９も、開口部１０を囲む領域に、
内外に配置された複数の列を形成している。そして、各列の第２の埋め込み導体９の配置
間隔Ｑが同一であるとともに、シート部材５の対角線上に位置する第２の埋め込み導体９
の直径寸法が外周列から内周列に向かうにつれて大きくなっている。その他の第２の埋め
込み導体９の直径寸法は最外周のコーナー部分に位置する第２の埋め込み導体９の直径寸
法と同じである。
【００６５】
　なお、第１の樹脂基板３、第２の樹脂基板４およびシート部材５が四辺形以外の場合に
は、列の一部の埋め込み導体の径を左右対称および上下対称になるように大きくする。
【００６６】
  以上の構成により、内周列を構成する埋め込み導体の平面面積の合計と外周列を構成す
る埋め込み導体の平面面積の合計とを均等にすることができる。従って、本実施形態の半
導体モジュールにおいては、加熱および加圧時に樹脂基板やシート部材に加わる加圧反発
力が均等化されている。そのため、本実施形態の半導体モジュールは半田ボール１６等を
介したマザーボードとの接続において接続不良を起こしにくくなっており、信頼性が大幅
に向上している。
【００６７】
　　（第５の実施形態）
　本発明の第５の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図１、図２、図
６を参照して説明する。本実施形態の半導体モジュール１の構成は、第４の実施形態の半
導体モジュールと同一であるが、樹脂基板またはシート部材の対角線上に配置された埋め
込み導体の接続先のみが異なっている。
【００６８】
　具体的には、図６（ａ）、（ｂ）に示すように３つの列に属する第１の埋め込み導体７
の直径寸法がＴ＞Ｓ＞Ｒとなっている場合、Ｒの直径を有する外周列内の第１の埋め込み
導体７が半導体チップ２の電源端子に接続され、ＴおよびＳの直径を有する内周列内の第
１の埋め込み導体７は半導体チップ２のグランド端子（ＧＮＤ端子）に接続されている。
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【００６９】
　この構成により、加熱および加圧時に樹脂基板やシート部材に加わる加圧反発力が均等
化され、加圧反発力を受けても電源供給および接地電位の供給を安定して行うことができ
る。そのため、半導体モジュールの信頼性が従来よりも向上している。
【００７０】
　　（第６の実施形態）
　本発明の第６の実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図７を参照して
説明する。図７（ａ）、（ｂ）は、本実施形態の半導体モジュールのうち半導体チップが
搭載された第１の樹脂基板を示す平面図および断面図である。
【００７１】
　図７（ａ）、（ｂ）に示すように、本実施形態の半導体モジュール用の第１の樹脂基板
３および第２の樹脂基板４は、半導体チップ２を実装するための実装領域が形成され、実
装領域以外の領域に設けられた第１の埋め込み導体７と、実装領域に設けられた半導体素
子接続端子１１と、第１の埋め込み導体７と半導体素子接続端子１１とを接続する配線１
２とを有している。このように、第１の埋め込み導体７を形成する領域と半導体チップ２
を実装するための領域とを分離することで、モジュールの多段構成化に必要な半導体素子
接続端子１１を基板の外周列、内周列に分散させる事ができる。この構成により、加熱お
よび加圧された場合に加圧反発力バラツキを抑止する基板設計が可能となる。
【００７２】
　　（第７の実施形態）
　図８は、本発明の各実施形態に係る半導体モジュールを分解して示す断面図である。こ
こでは、第１～６の各実施形態の半導体モジュールの構成を分かりやすく示している。た
だし、第１～６の実施形態の半導体モジュールにおいては、半導体チップ２ａ、２ｂ、２
ｃ、２ｄは共に同一の半導体チップである。
【００７３】
　ここで示す半導体モジュールにおいて、最下段に配置された第２の樹脂基板４には、制
御用の半導体チップ２ｄを実装する面と反対側の面上に外部機器と接続するための複数の
接続用ランド１３と半田ボール１６が形成されており、多段構成化と外部機器への実装化
の両方の機能を兼ね備えている。
【００７４】
　この構成により、本発明の各実施形態に係る半導体モジュールは、半田ボール１６など
の外部接続端子によってマザーボード上に実装することが可能になる。
【００７５】
　　（第８の実施形態）
　本発明の第８実施形態に係る多段構成の半導体モジュールについて、図８を参照して説
明する。
【００７６】
　本実施形態の半導体モジュールでは、第１の樹脂基板３ａ、３ｂ、３ｃ上に半導体記憶
素子が形成された半導体チップ２ａ、２ｂ、２ｃがそれぞれ実装されている。さらに、第
２の樹脂基板４の上には半導体記憶素子を制御するための制御用半導体素子が形成された
半導体チップ２ｄが実装されている。
【００７７】
　この構成により、製品等の外部基板へと導通する信号端子を最大限に多く取り出すこと
ができると共に、検査の不必要な記憶素子の信号系をモジュール内で閉じる事が容易とな
り高密度実装が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　本発明の多段構成半導体モジュールは、製造工程で反りの発生が抑制され、マザーボー
ドに対して歩留まりよく接合でき、携帯電話やデジタルカメラ等の各種電子装置の小型化
、高機能化に対して有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の各実施形態の半導体モジュールの全体構成を示す概略斜視図である。
【図２】本発明の各実施形態の半導体モジュールを図１に示すII－II線に沿って切断した
ときの断面図である。
【図３】（ａ）、（ｃ）は、それぞれ本実施形態の半導体モジュールに用いられる第１の
樹脂基板およびシート部材を示す平面図であり、（ｂ）は、第１の樹脂基板をIIIb－IIIb
線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は、シート部材をIIId－IIId線に沿って
切断したときの断面図である。
【図４】（ａ）、（ｃ）は、それぞれ第２の実施形態に係る半導体モジュールに用いられ
る第１の樹脂基板およびシート部材を示す平面図であり、（ｂ）は、第１の樹脂基板をIV
b－IVb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は、シート部材をIVd－IVd線に沿
って切断したときの断面図である。
【図５】（ａ）、（ｃ）は、それぞれ第３の実施形態に係る半導体モジュールに用いられ
る第１の樹脂基板およびシート部材を示す平面図であり、（ｂ）は、第１の樹脂基板をVb
－Vb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は、シート部材をVd－Vd線に沿って
切断したときの断面図である。
【図６】（ａ）、（ｃ）は、それぞれ第４、第５の実施形態に係る半導体モジュールに用
いられる第１の樹脂基板およびシート部材を示す平面図であり、（ｂ）は、第１の樹脂基
板をVIb－VIb線に沿って切断したときの断面図であり、（ｄ）は、シート部材をVId－VId
線に沿って切断したときの断面図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）は、第６の実施形態に係る半導体モジュールのうち半導体チップ
が搭載された第１の樹脂基板を示す平面図および断面図である。
【図８】本発明の第７、第８の実施形態に係る半導体モジュールを分解して示す断面図で
ある。
【符号の説明】
【００８０】
　１　　　　　　　　半導体モジュール
　２、２ａ、２ｂ、２ｃ、２ｄ　半導体チップ
　３　　　　　　　　第１の樹脂基板
　４　　　　　　　　第２の樹脂基板
　５　　　　　　　　シート部材
　６　　　　　　　　第２の樹脂基材
　７　　　　　　　　第１の埋め込み導体
　８　　　　　　　　第１の樹脂基材
　９　　　　　　　　第２の埋め込み導体
　１０　　　　　　　開口部
　１１　　　　　　　半導体素子接続端子
　１２　　　　　　　配線
　１３　　　　　　　接続用ランド
　１５　　　　　　　接着層
　１６　　　　　　　半田ボール
　１７　　　　　　　電極バンプ
　１８　　　　　　　封止樹脂
　１９　　　　　　　最下層基板ビア
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