
JP 2014-110337 A 2014.6.12

10

(57)【要約】
【課題】柱状導体を含む電子部品装置を、柱状導体の倒
れを抑えて安定的に製造する。
【解決手段】支持体１０上に設けた粘着層２０上に、開
口部７１を有する導電膜７０ａを設け、その開口部７１
の粘着層２０上に電子部品３０を設け、導電膜７０ａ上
に柱状導体８０を立てる。この状態から、導電膜７０ａ
、電子部品３０及び柱状導体８０を樹脂組成物層４０で
被覆して擬似ウェハ５０を形成し、それを粘着層２０か
ら分離した後、擬似ウェハ５０の導電膜７０ａを部分的
に除去して導電パターン７０を形成する。導電パターン
７０が形成された擬似ウェハ５０上には再配線層が形成
され、ダイシングが行われ、電子部品装置が形成される
。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に粘着層を設ける工程と、
　前記粘着層上に、開口部を有する導電膜を設ける工程と、
　前記開口部の前記粘着層上に電子部品を設ける工程と、
　前記導電膜上に柱状導体を立てる工程と、
　前記粘着層上に、前記導電膜、前記電子部品及び前記柱状導体を樹脂組成物で被覆した
基板を形成する工程と、
　前記基板を前記粘着層から分離する工程と、
　前記粘着層から分離された前記基板の前記導電膜を部分的に除去し、前記柱状導体に対
応する部分を含む導電パターンを形成する工程と、
　前記基板の前記導電パターンが形成された第１面上に、前記電子部品及び前記導電パタ
ーンに電気的に接続された第１導電部を有する第１配線層を形成する工程と
　を含むことを特徴とする電子部品装置の製造方法。
【請求項２】
　前記柱状導体を立てる工程は、前記導電膜上に導電材料を用いて前記柱状導体を固定す
る工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１配線層を形成する工程前、又は、前記第１配線層を形成する工程後に、前記基
板の前記第１面と反対側の第２面を研削する工程を更に含むことを特徴とする請求項１又
は２に記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１配線層を形成する工程後に、前記電子部品、前記柱状導体、前記導電パターン
及び前記第１導電部を含む領域の周囲で、前記樹脂組成物の層及び前記第１配線層を切断
する工程を更に含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の電子部品装置の
製造方法。
【請求項５】
　前記第１配線層を形成する工程後に、前記基板の前記第１面と反対側の第２面上に、前
記柱状導体に電気的に接続された第２導電部を有する第２配線層を形成する工程を更に含
むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の電子部品装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第２配線層を形成する工程後に、前記電子部品、前記柱状導体、前記導電パターン
、前記第１導電部及び前記第２導電部を含む領域の周囲で、前記樹脂組成物の層、前記第
１配線層及び前記第２配線層を切断する工程を更に含むことを特徴とする請求項５に記載
の電子部品装置の製造方法。
【請求項７】
　樹脂組成物層と、
　前記樹脂組成物層内に設けられ、前記樹脂組成物層の第１面に電極が露出する電子部品
と、
　前記樹脂組成物層内に設けられた柱状導体と、
　前記柱状導体上に設けられ、前記第１面から上面及び側面が露出する導電パターンと、
　前記第１面上に設けられ、前記電極及び前記導電パターンに電気的に接続された第１導
電部を有する第１配線層と
　を含むことを特徴とする電子部品装置。
【請求項８】
　第１電子部品装置と、
　前記第１電子部品装置に実装された第２電子部品装置と
　を有し、
　前記第１電子部品装置は、
　樹脂組成物層と、
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　前記樹脂組成物層内に設けられ、前記樹脂組成物層の第１面に電極が露出する電子部品
と、
　前記樹脂組成物層内に設けられた柱状導体と、
　前記柱状導体上に設けられ、前記第１面から上面及び側面が露出する導電パターンと、
　前記第１面上に設けられ、前記電極及び前記導電パターンに電気的に接続された第１導
電部を有する第１配線層と
　を含み、
　前記第２電子部品装置は、前記樹脂組成物層の前記第１面と反対の第２面側に実装され
、前記柱状導体を用いて前記第１電子部品装置と電気的に接続されていることを特徴とす
る電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品装置の製造方法、電子部品装置及び電子装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体チップ（半導体素子）等の電子部品を含む電子部品装置（パッケージ）の１つと
して、ＷＬＰ（Wafer Level Package）（ＷＬ－ＣＳＰ（Wafer Level-Chip Size Package
）、Ｗ－ＣＳＰ（Wafer-Chip Size Package）とも称される）が知られている。ＷＬＰは
、電子部品の端子をその部品エリア内に再配置（ファンイン（Fan-in））することを可能
にする。また、電子部品の多端子化に伴い、その部品エリアだけでは端子の再配置が困難
になることに鑑み、部品エリア外に端子を再配置（ファンアウト（Fan-out））するＷＬ
Ｐも開発されている。
【０００３】
　このようなパッケージの製造に関し、例えば、支持体上に半導体チップを配置し、その
半導体チップを樹脂組成物で封止して所謂擬似ウェハとし、その擬似ウェハを支持体から
剥離する方法を用いる技術が知られている。その擬似ウェハの、支持体から剥離した面上
に配線層が設けられ、ダイシングにより個片化されて、個々の電子部品装置が得られる。
【０００４】
　また、支持体上に形成した導電パターンに、半田等を用いて半導体チップ及び柱状導体
をそれぞれ配置し、それらを、予め切断等で板形状にした樹脂組成物に埋設した後、支持
体を取り去り、電子部品装置を得る技術も知られている。更に、得られた電子部品装置を
積層する技術、樹脂組成物の層にレーザー加工等を利用して貫通ビアを形成する技術、樹
脂組成物の層の表裏面に導電パターンを設ける技術等も知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０１８３２６９号明細書
【特許文献２】特開２００１－３０８１１６号公報
【特許文献３】特開２００２－１３４６５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　電子部品装置において、半導体チップ等の電子部品を封止する樹脂組成物の層に貫通ビ
アを設けると、複数の電子部品装置を積層したり、樹脂組成物の層の両面に導電パターン
、配線層を形成したりすることが可能になる。それにより、実装密度の向上を図ることが
可能になる。
【０００７】
　しかし、このような貫通ビアを設けるために、樹脂組成物の層にレーザー加工で貫通孔
を形成して導電材料を埋め込む方法を用いると、レーザー加工、埋め込みに時間がかかる
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場合がある。
【０００８】
　また、半導体チップ等の電子部品と共に柱状導体を樹脂組成物で封止する方法では、封
止の際、柱状導体が配置された導電パターンと支持体との接続が弱いと、封止時の圧力で
導電パターンが支持体から剥がれ、柱状導体が倒れてしまう場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一観点によれば、支持体上に粘着層を設ける工程と、前記粘着層上に、開口部
を有する導電膜を設ける工程と、前記開口部の前記粘着層上に電子部品を設ける工程と、
前記導電膜上に柱状導体を立てる工程と、前記粘着層上に、前記導電膜、前記電子部品及
び前記柱状導体を樹脂組成物で被覆した基板を形成する工程と、前記基板を前記粘着層か
ら分離する工程と、前記粘着層から分離された前記基板の前記導電膜を部分的に除去し、
前記柱状導体に対応する部分を含む導電パターンを形成する工程と、前記基板の前記導電
パターンが形成された第１面上に、前記電子部品及び前記導電パターンに電気的に接続さ
れた第１導電部を有する第１配線層を形成する工程とを含む電子部品装置の製造方法が提
供される。
【００１０】
　また、本発明の一観点によれば、上記のような方法を用いて製造される電子部品装置、
及びそのような電子部品装置を含む電子装置が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の技術によれば、樹脂組成物の層内に電子部品及び柱状導体を含み、高密度実装が
可能な電子部品装置を、柱状導体の倒れを抑えて安定的に製造することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】電子部品装置の製造方法の一例を示す図（その１）である。
【図２】電子部品装置の製造方法の一例を示す図（その２）である。
【図３】電子部品装置の製造方法の別例を示す図（その１）である。
【図４】電子部品装置の製造方法の別例を示す図（その２）である。
【図５】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その１）である。
【図６】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その２）である。
【図７】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その３）である。
【図８】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その４）である。
【図９】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その５）である。
【図１０】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その６）である。
【図１１】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その７）である。
【図１２】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その８）である。
【図１３】第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その９）である。
【図１４】第２の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その１）である。
【図１５】第２の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図（その２）である。
【図１６】電子装置の第１構成例を示す図である。
【図１７】電子装置の第２構成例を示す図である。
【図１８】電子装置の第３構成例を示す図である。
【図１９】電子装置の第４構成例を示す図である。
【図２０】電子装置の別例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１及び図２は電子部品装置の製造方法の一例を示す図である。尚、図１（Ａ）～図１
（Ｅ）はそれぞれ、電子部品装置の各製造工程の要部断面模式図である。図２は、図１（
Ｂ）に示す製造工程の平面模式図である。
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【００１４】
　この方法では、まず図１（Ａ）に示すように、支持体１０上に粘着層２０を設ける。支
持体１０には、金属基板、ガラス基板、プリント基板、半導体基板、セラミックス基板等
が用いられる。粘着層２０には、所定の基材上に粘着剤を設けた粘着フィルムのほか、支
持体１０上に粘着剤をスピンコート法、スプレーコート法、印刷法等で塗布したものが用
いられる。粘着層２０には、後述のように擬似ウェハ５０Ａを形成した後、その擬似ウェ
ハ５０Ａを剥離することができるもの、例えば、剥離時に加熱や紫外線照射でその粘着力
を低下させることができるものが用いられる。このような粘着層２０として、加熱により
発泡して粘着力が低下する熱発泡型粘着層、紫外線照射により発泡して粘着力が低下する
紫外線発泡型粘着層が用いられる。また、加熱や紫外線照射といった処理を行わずに擬似
ウェハ５０Ａを剥離することができるものを用いてもよい。
【００１５】
　支持体１０上に粘着層２０を設けた後、図１（Ｂ）に示すように、粘着層２０上に、半
導体素子等の電子部品３０を、その電極３１が設けられている面（電極面）３０ａを粘着
層２０側に向けて設ける。図１（Ｂ）には１つの電子部品３０を図示しているが、粘着層
２０上には、図２に示すように、複数（ここでは一例として４つ）の電子部品３０が、そ
れぞれ所定の箇所に、図１（Ｂ）と同様に各電極面３０ａを粘着層２０側に向けて、設け
られる。尚、ここでは便宜上、１つの電子部品３０に着目し、以降の工程について説明す
る。
【００１６】
　粘着層２０上に電子部品３０を設けた後、粘着層２０上に樹脂組成物を供給し、それを
成型して、図１（Ｃ）に示すような樹脂組成物層４０を形成する。樹脂組成物層４０に用
いる樹脂組成物には、絶縁性の樹脂及びフィラーが含まれる。樹脂組成物の樹脂には、熱
硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、紫外線照射によって硬化する樹脂等が用いられる。樹脂組成
物のフィラーには、非導電性フィラー、例えば、酸化アルミニウム、酸化シリコン、水酸
化アルミニウム、窒化アルミニウム等の無機フィラーが用いられる。粘着層２０上に供給
した樹脂組成物を、形成する樹脂組成物層４０の形状に合わせて設けられた凹部（内面）
を備える金型（モールド）を用いて加圧成型（モールド成型）することで、粘着層２０上
に樹脂組成物層４０を形成する。
【００１７】
　形成された樹脂組成物層４０は、その樹脂の種類に応じた手法で硬化される。これによ
り、粘着層２０上に、電子部品３０が樹脂組成物層４０で被覆（封止）された擬似ウェハ
（基板）５０Ａが形成される。尚、樹脂組成物層４０は、この段階では必ずしも完全に硬
化されていることを要せず、後述のように粘着層２０から剥離した擬似ウェハ５０Ａをそ
のウェハ状態を保持して取り扱うことができる程度に硬化されていれば足りる。また、こ
の段階での樹脂組成物層４０の硬化条件は、樹脂組成物層４０及び粘着層２０の材料に基
づき、粘着層２０の粘着力が保持されるような条件に設定される。或いはまた、樹脂組成
物層４０の材料及び硬化条件に基づき、粘着層２０の材料が設定される。
【００１８】
　擬似ウェハ５０Ａの形成後は、図１（Ｄ）に示すように、擬似ウェハ５０Ａを、粘着層
２０から剥離し、粘着層２０及び支持体１０から分離する。擬似ウェハ５０Ａを粘着層２
０から剥離する際には、例えば、その粘着層２０に対し、その粘着力を低下させる処理（
加熱、紫外線照射等）を行う。このような処理によって粘着層２０の粘着力を低下させ、
擬似ウェハ５０Ａを粘着層２０から剥離する。剥離後、擬似ウェハ５０Ａの樹脂組成物層
４０は、その樹脂の種類に応じた所定の手法で更に硬化（完全硬化）される。剥離された
擬似ウェハ５０Ａを、粘着層２０から剥離された面と反対側の面側から研削（バックグラ
インド）するようにしてもよい。
【００１９】
　擬似ウェハ５０Ａの、粘着層２０から剥離された面には、図１（Ｅ）に示すように、配
線層（再配線層）６０Ａを形成する。再配線層６０Ａは、電子部品３０の電極３１に電気
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的に接続されたビア及び配線等の導電部６１、並びに、導電部６１の周りに設けられた絶
縁部６２を含む。導電部６１には、銅、銅合金、アルミニウム等の導電材料が用いられる
。絶縁部６２には、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂等の絶縁材料が用いられる。この例に
示す擬似ウェハ５０Ａでは、電子部品３０の電極３１が、再配線層６０Ａによってその電
子部品３０のエリア外の端子６３に再配置（Fan-out）されている。
【００２０】
　擬似ウェハ５０Ａには、複数の電子部品３０が含まれており、図１（Ｅ）に示すような
構造部が複数含まれる。再配線層６０Ａが形成された擬似ウェハ５０Ａは、この図１（Ｅ
）に示すような構造部の周囲の位置でダイシングが行われ、それにより、個々の電子部品
装置１Ａに個片化される。電子部品装置１Ａは、再配線層６０Ａを用いて、他の電子部品
装置や回路基板に実装することができる。
【００２１】
　上記のような電子部品装置１Ａに対し、その樹脂組成物層４０を貫通し、再配線層６０
Ａに電気的に接続されるような導体、例えば貫通ビアを設けることもできる。このような
貫通ビアを設けると、樹脂組成物層４０の、再配線層６０Ａと反対側の面に露出する貫通
ビアを端子に用いることが可能になる。また、貫通ビアを設けると、樹脂組成物層４０の
、再配線層６０Ａと反対側の面に、貫通ビアでその再配線層６０Ａと電気的に接続される
別の再配線層を形成し、その再配線層に端子を設けることも可能になる。貫通ビアを設け
ることで得られる端子を利用することで、その電子部品装置１Ａの上にも他の電子部品装
置を実装することができるようになるため、高密度実装を実現することが可能になる。
【００２２】
　貫通ビアを樹脂組成物層４０に形成する方法として、樹脂組成物層４０にレーザー加工
で貫通孔を形成し、その貫通孔を導電材料で埋め込む方法が考えられる。しかし、この方
法では、レーザー加工を行う樹脂組成物層４０の厚みによっては、そのレーザー加工に要
する時間が長くなったり、貫通孔への導電材料の埋め込みに要する時間が長くなったりす
る場合がある。
【００２３】
　また、別の方法として、樹脂組成物層４０内に電子部品３０と共に柱状導体を設け、こ
れを貫通ビアとして用いる方法も考えられる。以下に、このような柱状導体を用いる方法
について説明する。
【００２４】
　図３及び図４は電子部品装置の製造方法の別例を示す図である。尚、図３（Ａ）～図３
（Ｃ）はそれぞれ、電子部品装置の各製造工程の要部断面模式図である。図４は、図３（
Ａ）に示す製造工程の平面模式図である。
【００２５】
　この方法では、図３（Ａ）及び図４に示すように、支持体１０上に設けられた粘着層２
０の上に、電極パッド（導電パターン）７０Ａを設ける。粘着層２０上には、例えば、複
数の導電パターン７０Ａが、後述のように柱状導体８０を設ける位置にそれぞれ設けられ
る。導電パターン７０Ａには、銅等の金属材料が用いられる。
【００２６】
　導電パターン７０Ａを設けた後、図３（Ｂ）に示すように、粘着層２０上に半導体チッ
プ等の電子部品３０を設け、粘着層２０上の導電パターン７０Ａの上に柱状導体８０を設
ける。電子部品３０は、その電極面３０ａが粘着層２０に貼付され、柱状導体８０は、導
電材料９０を用いて、導電パターン７０Ａ上に立てて接合される。柱状導体８０には、導
電性のピン、例えば、銅等の金属ピンが用いられる。導電材料９０には、例えば、半田等
の金属材料、金属材料を用いた導電性ペーストが用いられる。
【００２７】
　上記のようにして粘着層２０上に電子部品３０並びに、導電パターン７０、導電材料９
０及び柱状導体８０が設けられた後、その粘着層２０上に、図３（Ｃ）に示すように、樹
脂組成物層４０を設ける。しかし、この樹脂組成物層４０を上記同様モールド成型によっ
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て設けようとすると、図３（Ｃ）に示すように、柱状導体８０が、導電材料９０で接合さ
れた導電パターン７０Ａと共に、モールド成型時に加圧される樹脂組成物に押されて倒れ
てしまう場合がある。
【００２８】
　この原因として、樹脂組成物が樹脂にフィラーを含有しているため比較的その粘度が高
いこと、及び、柱状導体８０の断面サイズに合わせたサイズの導電パターン７０Ａを設け
ると導電パターン７０Ａと粘着層２０の接着面積が小さいこと等を挙げることができる。
一方、半田等の導電材料９０で接合される柱状導体８０と導電パターン７０Ａとの接合強
度は、導電パターン７０Ａと粘着層２０との接着強度に比べると高い。そのため、柱状導
体８０が、モールド成型時に加圧される比較的粘度の高い樹脂組成物に押され、柱状導体
８０を導電材料９０で接合した導電パターン７０Ａが粘着層２０から剥がれ、柱状導体８
０が倒れてしまう。
【００２９】
　１枚の擬似ウェハ５０Ａについて、このようなモールド成型時の導電パターン７０Ａの
剥離によって全ての柱状導体８０が倒れてしまう場合や、倒れたり倒れなかったりした柱
状導体８０が混在する場合が起こり得る。また、擬似ウェハ５０Ａ内の１つの電子部品装
置に相当する構造部内に、倒れた柱状導体８０と倒れなかった柱状導体８０が混在する場
合等が起こり得る。図３及び図４に示すような方法では、柱状導体８０を上記のように貫
通ビアとして用いる電子部品装置を、安定的に製造することができない場合がある。
【００３０】
　そこで、このようなモールド成型時の柱状導体８０の倒れに鑑み、以下に実施の形態と
して示すような方法を用いる。
　図５～図１３は第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図である。以下
、図５～図１３を参照して、第１の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の一例につ
いて説明する。
【００３１】
　図５（Ａ）は第１の実施の形態に係る粘着層配設工程の要部断面模式図、図５（Ｂ）は
第１の実施の形態に係る導電膜配設工程の要部断面模式図、図５（Ｃ）は第１の実施の形
態に係る電子部品及び柱状導体配設工程の要部断面模式図である。図６（Ａ）～図６（Ｃ
）はそれぞれ、図５（Ａ）～図５（Ｃ）に示す各製造工程の平面模式図である。
【００３２】
　この方法では、上記同様、図５（Ａ）及び図６（Ａ）に示すように、支持体１０上に粘
着層２０を設けた後、図５（Ｂ）及び図６（Ｂ）に示すように、粘着層２０上に、開口部
７１を有する導電膜７０ａを設ける。導電膜７０ａには、金属膜を用いることができる。
導電膜７０ａとして用いる金属膜には、銅のほか、アルミニウム、ニッケル等の金属材料
が用いられる。導電膜７０ａの開口部７１は、半導体チップ等の電子部品３０を配置する
領域に設けられる。
【００３３】
　金属膜を導電膜７０ａとして形成する場合、導電膜７０ａは、粘着層２０上に金属箔や
金属板を貼付したり、スパッタ法や蒸着法により堆積したりすることで、形成することが
できる。このような方法を用いて導電膜７０ａを粘着層２０上に形成した後、その導電膜
７０ａに開口部７１を形成する。開口部７１は、粘着層２０上の導電膜７０ａに対するエ
ッチング加工により、形成することができる。導電膜７０ａの材料には、良好な導電性を
有すると共に、このようなエッチング加工が比較的容易に行える上記のような銅、アルミ
ニウム、ニッケル等の材料が好適である。
【００３４】
　尚、開口部７１を有する導電膜７０ａを粘着層２０上に設ける方法としては、このほか
、予め開口部７１を設けた金属箔等の導電膜７０ａを準備し、それを粘着層２０上に貼付
する方法を用いることもできる。
【００３５】
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　上記のようにして粘着層２０上に導電膜７０ａを設けた後、図５（Ｃ）及び図６（Ｃ）
に示すように、その導電膜７０ａの開口部７１に露出する粘着層２０上に、電子部品３０
をその電極面３０ａを粘着層２０側に向けて設ける。電子部品３０は、フリップチップボ
ンダーやマウンターを用いて粘着層２０上に設けることができる。
【００３６】
　導電膜７０ａ上には、図５（Ｃ）及び図６（Ｃ）に示すように、柱状導体８０を、導電
材料９０を用いて接合する。柱状導体８０は、例えば、開口部７１の粘着層２０上に設け
られる電子部品３０の周囲に、導電膜７０ａ上の所定の位置に立てて、設ける。柱状導体
８０を設ける位置は、導電膜７０ａの開口部７１の位置（例えば開口部７１の角）を基準
にして、設定することができる。
【００３７】
　柱状導体８０は、例えば、次の図７又は図８に示すような方法を用いて導電膜７０ａ上
に設けることができる。
　図７は柱状導体配置方法の第１の例を示す図である。
【００３８】
　この方法では、まず図７（Ａ）に示すような、ステンレス等の金属板１１０ａに貫通孔
１１０ｂを形成した金型１１０を準備する。このような金型１１０を、支持体１０上の粘
着層２０の上に設けられた導電膜７０ａに対向させて配置する。柱状導体８０の片側の先
端部には、図７（Ｂ）に示すように、予め半田等の導電材料９０を設ける。このように先
端部に導電材料９０を設けた柱状導体８０を、金型１１０の貫通孔１１０ｂに挿通し、導
電材料９０の溶融、凝固により、導電膜７０ａ上に接合する。
【００３９】
　尚、ここでは柱状導体８０の先端部に予め導電材料９０を設け、それを金型１１０の貫
通孔１１０ｂに挿通する場合を例示した。このほか、導電材料９０は、予め導電膜７０ａ
上に設けておき、金型１１０の貫通孔１１０ｂには単体の柱状導体８０を挿通し、導電材
料９０の溶融と凝固により、柱状導体８０を導電膜７０ａ上に接合するようにしてもよい
。貫通孔１１０ｂは、先端部に導電材料９０が設けられた柱状導体８０或いは単体の柱状
導体８０が挿通可能な内径とされる。
【００４０】
　図８は柱状導体配置方法の第２の例を示す図である。
　この方法では、図８（Ａ）に示すような柱状導体８０を用いる。図８（Ａ）に示す柱状
導体８０は、軸部８１と、それよりも大径の頭部８２を有する。頭部８２には、予め半田
等の導電材料９０を設ける。このような柱状導体８０の軸部８１を、ステンレス等の金属
板１２０ａに貫通孔１２０ｂを形成した金型１２０の、その貫通孔１２０ｂに挿入する。
貫通孔１２０ｂは、柱状導体８０の頭部８２よりも小径とされ、貫通孔１２０ｂに上方か
ら軸部８１が挿入された柱状導体８０は、その頭部８２で金型１２０の上面に引っ掛かり
、支持される。
【００４１】
　図８（Ａ）に示すように、粘着層２０及び導電膜７０ａが設けられた支持体１０は、柱
状導体８０及び導電材料９０を設けた金型１２０の上方（柱状導体８０の頭部８２側）に
、導電膜７０ａと金型１２０が対向するように配置される。そして、例えば、柱状導体８
０及び導電材料９０を設けた金型１２０を導電膜７０ａ側に押圧し、導電材料９０の溶融
、凝固により、図８（Ｂ）に示すように、柱状導体８０を導電材料９０で導電膜７０ａ上
に接合する。
【００４２】
　図５（Ｃ）及び図６（Ｃ）に示す工程では、この図７又は図８のような方法を用いて、
柱状導体８０を導電材料９０で導電膜７０ａ上に接合することができる。
　導電材料９０には、半田等、比較的低融点の金属材料が用いられる。導電材料９０に用
いる金属材料としては、例えば、錫、鉛、銀、銅、ビスマス、アンチモン、インジウムの
うち少なくとも１種を含む材料を用いることが好ましい。更に、導電材料９０には、柱状
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導体８０と導電膜７０ａとの接合時に、溶融によって融点がその溶融前の融点よりも高温
側にシフトするような金属材料を用いることが好ましい。例えば、予め導電材料９０に、
接合時の溶融、凝固によって、その融点が高温側にシフトするような成分を所定濃度含め
ておく。
【００４３】
　柱状導体８０は、開口部７１の粘着層２０上に電子部品３０を設けた後、導電膜７０ａ
上に導電材料９０で接合することができる。或いは、導電膜７０ａ上に導電材料９０で柱
状導体８０を接合した後、開口部７１の粘着層２０上に電子部品３０を設けることもでき
る。
【００４４】
　尚、図５（Ｃ）には１つの電子部品３０を図示するが、粘着層２０上には、図６（Ｃ）
に示すように、複数（ここでは一例として４つ）の電子部品３０が、それぞれ所定の箇所
に、図５（Ｃ）と同様に各電極面３０ａを粘着層２０側に向けて設けられる。各電子部品
３０の周囲に複数の柱状導体８０が設けられる。柱状導体８０の個数、配置は、図６（Ｃ
）の例に限定されるものではない。尚、ここでは便宜上、１つの電子部品３０とその周囲
の柱状導体８０に着目し、続く図９及び図１０の工程について説明する。
【００４５】
　図９（Ａ）は第１の実施の形態に係る樹脂組成物層形成工程の要部断面模式図、図９（
Ｂ）は第１の実施の形態に係る擬似ウェハ分離工程の要部断面模式図、図９（Ｃ）は第１
の実施の形態に係るレジストパターン形成工程の要部断面模式図、図９（Ｄ）は第１の実
施の形態に係る導電パターン形成工程の要部断面模式図である。図１０（Ａ）は第１の実
施の形態に係るバックグラインド工程の要部断面模式図、図１０（Ｂ）は第１の実施の形
態に係る第１再配線層形成工程の要部断面模式図、図１０（Ｃ）は第１の実施の形態に係
る第２再配線層形成工程の要部断面模式図である。
【００４６】
　上記図５（Ｃ）及び図６（Ｃ）のように、導電膜７０ａの開口部７１の粘着層２０上に
電子部品３０を設け、導電膜７０ａ上に導電材料９０で柱状導体８０を設けた後、図９（
Ａ）に示すように、それらを被覆する樹脂組成物層４０を形成する。樹脂組成物層４０は
、上記同様、絶縁性の樹脂及びフィラーを含む樹脂組成物をモールド成型することで形成
する。樹脂組成物層４０は、その樹脂の種類に応じた手法で硬化又は半硬化される。これ
により、粘着層２０上の導電膜７０ａ、その開口部７１に設けられた電子部品３０、及び
導電膜７０ａ上に導電材料９０で接合された柱状導体８０が、樹脂組成物層４０で被覆さ
れた擬似ウェハ５０が、粘着層２０上に形成される。
【００４７】
　ここで、柱状導体８０は、導電材料９０で導電膜７０ａ上に接合されており、この導電
膜７０ａは、上記の図３及び図４に示したような導電パターン７０Ａに比べ、より大きな
面積で粘着層２０に接着されている。そのため、導電膜７０ａ上に導電材料９０で接合さ
れた柱状導体８０が、モールド成型時に比較的粘度の高い樹脂組成物で押されても、導電
膜７０ａの粘着層２０からの剥離が抑えられ、柱状導体８０の倒れが抑えられる。これに
より、擬似ウェハ５０内、或いは擬似ウェハ５０内の１つの電子部品装置に相当する構造
部内に、倒れた柱状導体８０が含まれるような事態を効果的に抑制することができる。
【００４８】
　樹脂組成物層４０の形成後、図９（Ｂ）に示すように、擬似ウェハ５０を粘着層２０か
ら分離する。例えば、粘着層２０に対し、その粘着力を低下させる処理（加熱、紫外線照
射等）を行い、擬似ウェハ５０を粘着層２０から剥離する。粘着層２０から剥離された擬
似ウェハ５０の一面（表面５０ａ）には、導電膜７０ａ、及び電子部品３０の電極面３０
ａが露出する。
【００４９】
　擬似ウェハ５０の剥離後、図９（Ｃ）に示すように、擬似ウェハ５０の、導電膜７０ａ
が露出する表面５０ａ上に、レジストパターン１３０を形成する。レジストパターン１３
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０は、導電膜７０ａ上で、擬似ウェハ５０内の柱状導体８０に対応する部分を含む領域に
、形成される。レジストパターン１３０は、導電膜７０ａの開口部７１の位置を基準にし
て、柱状導体８０に対応する部分を含む領域に形成される。また、レジストパターン１３
０は、導電膜７０ａと共に露出する電子部品３０の上にも形成される。
【００５０】
　レジストパターン１３０の形成後、そのレジストパターン１３０をマスクにして導電膜
７０ａのエッチングを行い、図９（Ｄ）に示すように、柱状導体８０に対応する部分を含
む領域に、導電パターン７０を形成する。導電パターン７０の形成は、ウェットエッチン
グで行うことができる。ウェットエッチングの際、図９（Ｃ）に示したように、導電パタ
ーン７０の形成領域のほか、電子部品３０の上にもレジストパターン１３０を設けておく
ことで、電子部品３０の電極面３０ａがエッチング液から保護される。
【００５１】
　図９（Ｄ）の工程で形成する導電パターン７０としては、柱状導体８０に対応する部分
に設けられる電極パッドを形成することができる。また、導電パターン７０として、柱状
導体８０に対応する部分に設けられる電極パッドと、その電極パッドから延在された配線
とを形成することもできる。更にまた、このような電極パッド、或いは電極パッドから延
在された配線のほか、柱状導体８０に対応する部分からは独立した配線を導電パターン７
０として形成することもできる。図９（Ｃ）の工程では、この図９（Ｄ）の工程で所定の
導電パターン７０が形成されるように、レジストパターン１３０が形成される。導電パタ
ーン７０の形成後、レジストパターン１３０は除去される。
【００５２】
　導電パターン７０の形成後、図１０（Ａ）に示すように、擬似ウェハ５０の、導電パタ
ーン７０の形成面（表面５０ａ）と反対側の面（裏面５０ｂ）を研削し、柱状導体８０を
露出させる。その際は、柱状導体８０の端面が、電子部品３０の電極面３０ａと反対側の
面（背面）３０ｂよりも高く残るようにすることが好ましい。これは、金属材料を用いた
柱状導体８０と、半導体チップ等の電子部品３０とを同時に研削すると、柱状導体８０の
研削屑が、電子部品３０の背面３０ｂに付着する可能性があるためである。電子部品３０
の背面３０ｂに付着した柱状導体８０の研削屑は、例えば、その後加熱が行われた時に、
その成分が電子部品３０の内部等に拡散する可能性があり、その場合、電子部品３０の性
能劣化が生じる恐れがある。このようなことから、擬似ウェハ５０の研削は、柱状導体８
０の端面が、電子部品３０の背面３０ｂよりも高い位置となるように、即ち、電子部品３
０の背面３０ｂが樹脂組成物層４０で被覆されている状態の位置まで、行うことが好まし
い。
【００５３】
　このように、導電パターン７０に導電材料９０で接合された柱状導体８０の端面を、擬
似ウェハ５０の研削により、その表面５０ａと反対側の裏面５０ｂに露出させる。これに
より、導電パターン７０、導電材料９０及び柱状導体８０を、擬似ウェハ５０を貫通する
貫通ビアとして用いることが可能になる。
【００５４】
　尚、この図１０（Ａ）に示す、柱状導体８０を露出させる研削は、次の図１０（Ｂ）に
示す再配線層６０の形成後に行うこともできる。
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ、即ち電子部品３０の電極面３０ａ及び導電パターン７０
の形成面の側には、図１０（Ｂ）に示すように、再配線層６０を形成する。再配線層６０
は、電子部品３０の電極３１及び導電パターン７０に電気的に接続されたビア及び配線等
の導電部６１、並びに、導電部６１の周りに設けられた絶縁部６２を含む。導電部６１に
は、銅、銅合金、アルミニウム等の導電材料が用いられる。絶縁部６２には、エポキシ樹
脂、ポリイミド樹脂等の絶縁材料が用いられる。擬似ウェハ５０では、電子部品３０の電
極３１が、再配線層６０によってその電子部品３０のエリア外の端子６３に再配置（Fan-
out）される。再配線層６０の導電部６１は、導電パターン７０、導電材料９０及び柱状
導体８０によって、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂに引き出される。
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【００５５】
　擬似ウェハ５０上の再配線層６０は、例えば、次の図１１に示すような方法を用いて形
成することができる。
　図１１は再配線層の形成方法の一例を示す図である。ここでは、電子部品３０の電極３
１及び導電パターン７０に電気的に接続される導電部６１を例に、再配線層６０の形成方
法を説明する。図１１（Ａ）～図１１（Ｅ）は再配線層の各形成工程の要部断面模式図で
ある。
【００５６】
　まず図１１（Ａ）に示すように、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側、即ち電子部品３０の
電極面３０ａ及び導電パターン７０の側に、感光性エポキシ、感光性ポリベンゾオキサゾ
ール、感光性ポリイミド等の感光性樹脂６２ａを塗布する。そして、塗布した感光性樹脂
６２ａの露光、現像、キュアを行い、電子部品３０の電極３１に通じる開口部６２ｂ、及
び導電パターン７０に通じる開口部６２ｃを形成する。尚、感光性樹脂６２ａのキュア後
にはプラズマ処理を行ってもよい。
【００５７】
　次いで、チタン、クロム等の金属密着層と、銅をスパッタ法で形成し、シード層を形成
する。その後、ビア及び配線が形成される部分を開口したレジストパターン（図示せず）
を形成し、先に形成したシード層を用いた銅の電気めっきを行う。そして、レジストパタ
ーンの剥離後、そのレジストパターンが形成されていた領域に残存するシード層をエッチ
ングにより除去する。エッチングには、ウェットエッチングを用いてもよいし、ドライエ
ッチングを用いてもよい。このようにして、図１１（Ｂ）に示すような、電子部品３０の
電極３１に繋がるビア６１ａ及び配線６１ｂを形成する。配線６１ｂには、密着性向上等
の目的で、更に表面処理を行ってもよい。図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示すような方
法により、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側に、第１層目の配線層が形成される。
【００５８】
　第２層目の配線層を形成する場合は、第１層目の配線層上に、上記同様、図１１（Ｃ）
に示すように、感光性樹脂６２ｄの塗布、露光、現像、キュアを行い、配線６１ｂに通じ
る開口部６２ｅを形成する。次いで、上記同様、シード層の形成、レジストパターンの形
成、銅の電気めっき、レジストパターンの剥離、シード層のエッチングを行い、図１１（
Ｄ）に示すようなビア６１ｃ及び配線６１ｄを形成する。図１１（Ｃ）及び図１１（Ｄ）
に示すような方法により、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側に、第２層目の配線層が形成さ
れる。
【００５９】
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側に３層目以降の配線層を形成する場合には、上記の図１
１（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示した工程（或いは上記の図１１（Ｃ）及び図１１（Ｄ）に
示した工程）と同様の工程を繰り返せばよい。
【００６０】
　再配線層６０の最表面の配線層、この例では第２層目の配線６１ｄ上には、図１１（Ｅ
）に示すように、配線６１ｄの一部（外部接続端子）が露出するように保護膜（ソルダー
レジスト）６２ｆを形成する。保護膜６２ｆから露出する配線６１ｄの領域には、例えば
、図１１（Ｅ）に示すように、ニッケル６１ｅと金６１ｆの表面処理を行ってもよい。外
部接続端子として機能する配線６１ｄの領域（ニッケル６１ｅと金６１ｆの表面処理を行
った場合はその処理後の表面）には、例えば、半田ボール等のバンプ（図示せず）が搭載
される。
【００６１】
　図１０（Ｂ）に示すように、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側に再配線層６０を形成する
場合には、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側に露出する柱状導体８０の端面は、外部接続端
子として利用することができる。
【００６２】
　擬似ウェハ５０には、このように表面５０ａ側に再配線層６０を形成することができる
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ほか、更に図１０（Ｃ）に示すように、裏面５０ｂ側にも同様にして再配線層６０を形成
することができる。
【００６３】
　この場合は、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側に対し、上記の図１１（Ａ）と同様に、感
光性樹脂の塗布、露光、現像、キュアを行い、柱状導体８０に通じる開口部を形成する。
そして、上記の図１１（Ｂ）と同様に、シード層の形成、レジストパターンの形成、銅の
電気めっき、レジストパターンの剥離、シード層のエッチングを行い、ビア及び配線を形
成する。これにより、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側に、第１層目の配線層が形成される
。擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側に２層目以降の配線層を形成する場合も、上記の図１１
（Ａ）及び図１１（Ｂ）に示した工程（或いは上記の図１１（Ｃ）及び図１１（Ｄ）に示
した工程）と同様の工程を繰り返せばよい。
【００６４】
　導電パターン７０、導電材料９０及び柱状導体８０は、このように擬似ウェハ５０の表
面５０ａ側と裏面５０ｂ側に形成される再配線層６０の導電部６１同士を電気的に接続す
る貫通ビアとして機能する。
【００６５】
　尚、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側と裏面５０ｂ側の双方に再配線層６０を形成する場
合には、例えば、次のような手順で各配線層（ビア及び配線）を形成することができる。
即ち、表面５０ａ側に１層目の配線層を形成した後、裏面５０ｂ側に１層目の配線層を形
成し、次いで表面５０ａ側に２層目の配線層を形成するというように、各配線層を表面５
０ａ側、裏面５０ｂ側に交互に形成していく。このような手順を用いると、再配線層６０
を形成する際の擬似ウェハ５０の反りを抑制することができる。
【００６６】
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側、又は表面５０ａ側と裏面５０ｂ側の双方に再配線層６
０を形成した後は、擬似ウェハ５０及び再配線層６０を所定の位置で切断（ダイシング）
し、個々の電子部品装置に分割する。
【００６７】
　図１２及び図１３は第１の実施の形態に係るダイシング工程の要部断面模式図である。
尚、図１２（Ａ）は擬似ウェハの表面側に再配線層を形成した構造体を示す図、図１２（
Ｂ）はダイシング後の電子部品装置を示す図である。図１３（Ａ）は擬似ウェハの表面側
と裏面側の双方に再配線層を形成した構造体を示す図、図１３（Ｂ）はダイシング後の電
子部品装置を示す図である。
【００６８】
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側に再配線層６０を形成し、裏面５０ｂ側に再配線層６０
を形成しない構造体には、図１２（Ａ）に示すように、図１０（Ｂ）のような構造部１ａ
が複数（ここでは一例として２つ）含まれる。図１２（Ａ）の例では、各構造部１ａの周
囲の位置（図１２（Ａ）に鎖線で示す位置）でダイシングが行われ、図１２（Ｂ）に示す
ような、個々の電子部品装置１に個片化される。
【００６９】
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側と裏面５０ｂ側の双方に再配線層６０を形成した構造体
には、図１３（Ａ）に示すように、図１０（Ｃ）のような構造部１ｂが複数（ここでは一
例として２つ）含まれる。図１３（Ａ）の例では、各構造部１ｂの周囲の位置（図１３（
Ａ）に鎖線で示す位置）でダイシングが行われ、図１３（Ｂ）に示すような、個々の電子
部品装置１に個片化される。
【００７０】
　以上説明したように、この第１の実施の形態に係る電子部品装置１の製造方法では、粘
着層２０上に、電子部品３０を配置する開口部７１を設けた導電膜７０ａを形成し、その
導電膜７０ａ上に導電材料９０で柱状導体８０を接合する。柱状導体８０が接合される導
電膜７０ａと粘着層２０との接着面積を増大させることで、モールド成型時の導電膜７０
ａの剥離、それによる柱状導体８０の倒れを効果的に抑制することが可能になる。それに
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より、貫通ビアとして利用可能な柱状導体８０とそれに導電材料９０で接合される導電パ
ターン７０を、擬似ウェハ５０内に安定的に設けることが可能になり、貫通ビアを有する
電子部品装置１を安定的に製造することが可能になる。
【００７１】
　尚、以上述べた柱状導体８０には、円柱状のもののほか、角柱状のものを用いることも
できる。また、柱状導体８０には、ピン状のもののほか、板状のものを用いることもでき
る。
【００７２】
　また、以上の説明では、各電子部品装置１に半導体チップ等の電子部品３０が１つ含ま
れるものを例にして述べたが、各電子部品装置には複数の電子部品３０が含まれていても
よい。また、各電子部品装置には、半導体チップ等の電子部品３０のほか、受動部品、例
えばチップコンデンサ等のチップ部品が含まれていてもよい。
【００７３】
　以下に、半導体チップ等の電子部品やチップコンデンサ等の受動部品といった各種部品
を複数含む電子部品装置の製造方法の一例を、第２の実施の形態として述べる。
　図１４及び図１５は第２の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の説明図である。
以下、図１４及び図１５を参照して、第２の実施の形態に係る電子部品装置の製造方法の
一例について説明する。
【００７４】
　図１４（Ａ）は第２の実施の形態に係る部品及び柱状導体配設工程の要部断面模式図、
図１４（Ｂ）は第２の実施の形態に係る樹脂組成物層形成工程の要部断面模式図、図１４
（Ｃ）は第２の実施の形態に係る擬似ウェハ分離工程の要部断面模式図、図１４（Ｄ）は
第２の実施の形態に係るレジストパターン形成工程の要部断面模式図、図１４（Ｅ）は第
２の実施の形態に係る導電パターン形成工程の要部断面模式図である。図１５（Ａ）は第
２の実施の形態に係るバックグラインド工程の要部断面模式図、図１５（Ｂ）は第２の実
施の形態に係る第１再配線層形成工程の要部断面模式図、図１５（Ｃ）は第２の実施の形
態に係る第２再配線層形成工程の要部断面模式図である。
【００７５】
　まず、図１４（Ａ）に示すように、支持体１０上に設けられた粘着層２０の上に、開口
部７１を有する導電膜７０ａを設ける。開口部７１は、半導体チップ等の電子部品３０が
配置される領域、及びチップコンデンサ等の受動部品１４０が配置される領域を包含する
領域に設けられる。このような開口部７１を有する導電膜７０ａは、所定の箔、板又は膜
を粘着層２０上に形成した後、所定の領域に開口部７１をエッチング加工で形成すること
で、設けることができる。或いは、導電膜７０ａは、予め開口部７１を設けた箔等を粘着
層２０上に貼付することで、設けることができる。
【００７６】
　上記のようにして粘着層２０上に導電膜７０ａを設けた後、その導電膜７０ａの開口部
７１に露出する粘着層２０上に、電子部品３０及び受動部品１４０を設ける。
　導電膜７０ａ上には、柱状導体８０を、導電材料９０を用いて接合する。柱状導体８０
は、例えば、開口部７１の粘着層２０上に設けられる電子部品３０及び受動部品１４０の
周囲に、導電膜７０ａ上の所定の位置に立てて、設ける。柱状導体８０を設ける位置は、
導電膜７０ａの開口部７１の位置を基準にして、設定することができる。尚、柱状導体８
０は、例えば、上記の図７又は図８のような方法を用いて設けることができる。
【００７７】
　次いで、図１４（Ｂ）に示すように、粘着層２０上の導電膜７０ａ、電子部品３０、受
動部品１４０、並びに、導電膜７０ａ上の導電材料９０及び柱状導体８０を被覆する樹脂
組成物層４０を形成し、粘着層２０上に擬似ウェハ５０を形成する。樹脂組成物層４０は
、所定の樹脂組成物を用いたモールド成型によって形成される。
【００７８】
　ここで、柱状導体８０が導電材料９０で接合される導電膜７０ａは、比較的大面積で粘
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着層２０に接着されているため、モールド成型時に柱状導体８０が樹脂組成物で押されて
も、導電膜７０ａの粘着層２０からの剥離、それによる柱状導体８０の倒れが抑えられる
。これにより、擬似ウェハ５０内、或いは擬似ウェハ５０内の１つの電子部品装置に相当
する構造部内に、倒れた柱状導体８０が含まれるような事態が効果的に抑えられる。
【００７９】
　擬似ウェハ５０の形成後は、図１４（Ｃ）に示すように、擬似ウェハ５０を粘着層２０
から剥離する。
　そして、図１４（Ｄ）に示すように、擬似ウェハ５０の、粘着層２０から剥離された表
面５０ａ上に、レジストパターン１３０を形成する。レジストパターン１３０は、導電膜
７０ａ上で、擬似ウェハ５０内の柱状導体８０に対応する部分を含む領域に、形成される
。また、レジストパターン１３０は、導電膜７０ａと共に露出する電子部品３０及び受動
部品１４０の上にも形成される。
【００８０】
　このようなレジストパターン１３０の形成後、それをマスクにして導電膜７０ａのエッ
チングを行い、図１４（Ｅ）に示すように、柱状導体８０に対応する部分を含む領域に、
導電パターン７０を形成する。導電パターン７０の形成後、レジストパターン１３０は除
去される。
【００８１】
　導電パターン７０の形成後、図１５（Ａ）に示すように、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ
を研削し、柱状導体８０を露出させる。その際は、柱状導体８０の研削屑が電子部品３０
及び受動部品１４０に付着するとそれらに悪影響を及ぼす可能性があることに鑑み、柱状
導体８０の端面が、電子部品３０及び受動部品１４０よりも高く残るようにすることが好
ましい。柱状導体８０の端面を擬似ウェハ５０の裏面５０ｂに露出させことで、導電パタ
ーン７０、導電材料９０及び柱状導体８０を、擬似ウェハ５０を貫通する貫通ビアとして
用いることが可能になる。
【００８２】
　尚、この図１５（Ａ）に示す、柱状導体８０を露出させる研削は、次の図１５（Ｂ）に
示す再配線層６０の形成後に行うこともできる。
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側には、図１５（Ｂ）に示すように、再配線層６０を形成
する。再配線層６０は、電子部品３０の電極３１、受動部品１４０の電極１４１及び導電
パターン７０に電気的に接続されたビア及び配線等の導電部６１、並びに、導電部６１の
周りに設けられた絶縁部６２を含む。再配線層６０の導電部６１は、導電パターン７０、
導電材料９０及び柱状導体８０によって、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂに引き出される。
擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側に露出する柱状導体８０の端面は、外部接続端子として利
用することができる。
【００８３】
　擬似ウェハ５０には、図１５（Ｃ）に示すように、擬似ウェハ５０の裏面５０ｂ側にも
同様に、裏面５０ｂ側に露出する柱状導体８０に電気的に接続された導電部６１を有する
再配線層６０を形成することができる。導電パターン７０、導電材料９０及び柱状導体８
０は、擬似ウェハ５０の表面５０ａ側と裏面５０ｂ側に形成される再配線層６０の導電部
６１同士を電気的に接続する貫通ビアとして機能する。
【００８４】
　尚、擬似ウェハ５０上の再配線層６０は、例えば、上記の図１１に示すような方法を用
いて形成することができる。また、その際は、表面５０ａ側及び裏面５０ｂ側の再配線層
６０に含まれる各配線層を、表面５０ａ側、裏面５０ｂ側に交互に形成していくと、再配
線層６０を形成する際の擬似ウェハ５０の反りを抑制することができる。
【００８５】
　擬似ウェハ５０の表面５０ａ側、又は表面５０ａ側と裏面５０ｂ側の双方に再配線層６
０を形成した後は、上記の図１２及び図１３の例に従い、擬似ウェハ５０及び再配線層６
０を所定の位置で切断し、個々の電子部品装置に分割する。



(15) JP 2014-110337 A 2014.6.12

10

20

30

40

50

【００８６】
　このように、電子部品３０及び受動部品１４０を含む電子部品装置を製造する場合にも
、粘着層２０上に、電子部品３０及び受動部品１４０を配置する開口部７１を設けた導電
膜７０ａを形成し、その上に導電材料９０で柱状導体８０を接合する。これにより、モー
ルド成型時の導電膜７０ａの剥離、それによる柱状導体８０の倒れを効果的に抑制するこ
とが可能になり、擬似ウェハ５０内に貫通ビアを安定的に設け、貫通ビアを有する電子部
品装置を安定的に製造することが可能になる。
【００８７】
　尚、ここでは、導電膜７０ａに１つの開口部を設け、そこに電子部品３０と受動部品１
４０を共に配置する場合を例示したが、導電膜７０ａには、電子部品３０を配置する開口
部と、受動部品１４０を配置する開口部とを、それぞれ設けるようにしてもよい。
【００８８】
　また、擬似ウェハ５０内の個々の電子部品装置に相当する構造部内、擬似ウェハ５０と
その上の再配線層６０を分割して得られる個々の電子部品装置内には、複数の電子部品３
０が含まれていてもよく、複数の受動部品１４０が含まれていてもよい。このような場合
も、上記同様の方法を用いることで、貫通ビアを設けた電子部品装置を安定的に製造する
ことが可能である。
【００８９】
　上記のようにして得られる電子部品装置は、他の電子部品装置や回路基板に実装するこ
とができる。また、上記のようにして得られる電子部品装置に、他の電子部品装置を積層
し、実装することができる。
【００９０】
　ここで、電子部品装置を積層したデバイス（電子装置）の構成例を図１６～図１９に示
す。
　図１６は電子装置の第１構成例を示す図である。尚、図１６には、第１構成例の電子装
置の要部断面を模式的に図示している。
【００９１】
　図１６に示す電子装置２００Ａは、下側の電子部品装置２１０と、その上に積層、実装
された上側の電子部品装置２２０を備えている。
　下側の電子部品装置２１０は、上記第１及び第２の実施の形態で述べたような方法を用
いて形成される。電子部品装置２１０は、樹脂組成物層４０内に複数の半導体チップ等の
電子部品３０（ここでは一例として２つを図示）、及び複数のチップコンデンサ等の受動
部品１４０（ここでは一例として３つを図示）を含み、樹脂組成物層４０を貫通する貫通
ビア１５０を含む。貫通ビア１５０には、上記のような柱状導体８０が含まれる。このよ
うな樹脂組成物層４０の一面に電子部品３０、受動部品１４０及び貫通ビア１５０に電気
的に接続された導電部を有する再配線層６０が形成されている。尚、図１６において、電
子部品装置２１０の貫通ビア１５０及び再配線層６０は、便宜上、簡略化して図示してい
る。
【００９２】
　このような下側の電子部品装置２１０の再配線層６０に設けられる端子上に、半田ボー
ル等のバンプ１５１が搭載される。再配線層６０と反対の側で樹脂組成物層４０から露出
する貫通ビア１５０は、上側の電子部品装置２２０と電気的に接続される端子１５２とな
る。
【００９３】
　上側の電子部品装置２２０は、基板（パッケージ基板）２２１と、その上に搭載されて
ワイヤ２２２で接続された半導体チップ２２３とを含む。パッケージ基板２２１上のワイ
ヤ２２２及び半導体チップ２２３は、樹脂組成物層２２４で被覆されている。例えば、こ
の上側の電子部品装置２２０は、その半導体チップ２２３として半導体メモリを用いたメ
モリパッケージである。
【００９４】
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　このような上側の電子部品装置２２０のパッケージ基板２２１に設けられる端子上に、
半田ボール等のバンプ２２５が搭載される。上側の電子部品装置２２０のバンプ２２５は
、下側の電子部品装置２１０の端子１５２（貫通ビア１５０）に接合され、これにより、
下側の電子部品装置２１０と上側の電子部品装置２２０とが電気的に接続される。
【００９５】
　図１７は電子装置の第２構成例を示す図である。尚、図１７には、第２構成例の電子装
置の要部断面を模式的に図示している。
　図１７に示す電子装置２００Ｂは、下側と上側に同種の電子部品装置２１０を備えてい
る。下側と上側の電子部品装置２１０は、いずれも上記図１６に示したものと同様の構造
を有している。下側と上側の電子部品装置２１０は、いずれも上記第１及び第２の実施の
形態で述べたような方法を用いて形成される。
【００９６】
　下側の電子部品装置２１０の再配線層６０に設けられる端子上、上側の電子部品装置２
１０の再配線層６０に設けられる端子上には、それぞれ所定数のバンプ１５１が搭載され
る。上側の電子部品装置２１０のバンプ１５１は、下側の電子部品装置２１０の端子１５
２（貫通ビア１５０）に接合され、これにより、下側の電子部品装置２１０と上側の電子
部品装置２１０とが電気的に接続される。
【００９７】
　図１８は電子装置の第３構成例を示す図である。尚、図１８には、第３構成例の電子装
置の要部断面を模式的に図示している。
　図１８に示す電子装置２００Ｃは、下側の電子部品装置２１０ａと、その上に積層、実
装された上側の電子部品装置２２０を備えている。下側の電子部品装置２１０ａは、樹脂
組成物層４０の、上側の電子部品装置２２０が積層される側に、端子１５２（貫通ビア１
５０）に電気的に接続される導電部を有する再配線層６０が設けられている点で、上記図
１６に示した電子部品装置２１０と相違する。下側の電子部品装置２１０ａは、上記第１
及び第２の実施の形態で述べたような方法を用いて形成される。
【００９８】
　上側の電子部品装置２２０のバンプ２２５は、下側の電子部品装置２１０ａの再配線層
６０に設けられる端子に接合され、これにより、下側の電子部品装置２１０ａと上側の電
子部品装置２２０とが電気的に接続される。
【００９９】
　図１９は電子装置の第４構成例を示す図である。尚、図１９には、第４構成例の電子装
置の要部断面を模式的に図示している。
　図１９に示す電子装置２００Ｄは、下側の電子部品装置２１０ａと、その上に積層、実
装された上側の電子部品装置２１０を備えている。下側の電子部品装置２１０ａは、上記
図１８に示したものと同様の構造を有している。上側の電子部品装置２１０は、上記図１
７に示したものと同様の構造を有している。下側の電子部品装置２１０ａ及び上側の電子
部品装置２１０は、いずれも上記第１及び第２の実施の形態で述べたような方法を用いて
形成される。
【０１００】
　上側の電子部品装置２１０のバンプ１５１は、下側の電子部品装置２１０ａの再配線層
６０に設けられる端子に接合され、これにより、下側の電子部品装置２１０ａと上側の電
子部品装置２１０とが電気的に接続される。
【０１０１】
　尚、図１６～図１９に示した電子装置２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃ，２００Ｄの、上
側の電子部品装置２２０，２１０の更に上には、他の電子部品装置を積層、実装すること
が可能である。
【０１０２】
　また、図１６～図１９に示した電子装置２００Ａ，２００Ｂ，２００Ｃ，２００Ｄはい
ずれも、下側の電子部品装置２１０，２１０ａのバンプ１５１を用いて、回路基板に実装
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することが可能である。
【０１０３】
　図２０は電子装置の別例を示す図である。
　図２０には、第１構成例の電子装置２００Ａを、下側の電子部品装置２１０のバンプ１
５１を用いて、回路基板２３０に実装した場合の電子装置の要部断面を模式的に図示して
いる。ここでは電子装置２００Ａを回路基板２３０に実装した場合を例示したが、他の電
子装置２００Ｂ，２００Ｃ，２００Ｄも同様に、回路基板２３０に実装することが可能で
ある。
【０１０４】
　上記第１及び第２の実施の形態で述べた方法を用いることで、電子部品装置内に貫通ビ
アを安定的に設けることができ、貫通ビアを利用して複数の電子部品装置を積層し、実装
密度の高い電子装置を実現することができる。
【０１０５】
　以下、電子部品装置及び電子装置の実施例について述べる。
〔実施例１〕
　支持体として縦１７０ｍｍ×横１７０ｍｍ×厚さ０．３ｍｍのステンレス基板を用い、
そのステンレス基板上に熱発泡型の粘着層を貼付し、その粘着層上に、厚さ３μｍの銅箔
を貼付した。その銅箔上にドライフィルムレジストを形成し、ドライフィルムレジストに
縦６ｍｍ×横６ｍｍの開口パターンを１２ｍｍピッチで１０行×１０列形成し、これをマ
スクにして銅箔をエッチングし、銅箔に縦６ｍｍ×横６ｍｍの開口部を形成した。
【０１０６】
　このようにして形成した銅箔の開口部から露出する粘着層上にそれぞれ、フリップチッ
プボンダーを用いて、縦５ｍｍ×横５ｍｍ×厚さ０．４ｍｍのベアチップ（半導体チップ
）をその電極面が粘着層の表面に接するように配置した。また、直径０．２ｍｍ、長さ０
．５ｍｍの銅ピンを準備し、その片側の先端部に、銅と錫とビスマスを含む半田（低融点
金属）を設け、これを、ステンレス板に貫通孔を形成した金型を用いて、ベアチップ周囲
の銅箔上の所定位置に接合した。
【０１０７】
　その後、モールド成型用の金型を用いて樹脂組成物層を形成し、その樹脂組成物層を硬
化して、粘着層上に、厚さ０．６ｍｍ、直径１５０ｍｍの擬似ウェハを形成した。このモ
ールド成型時には、粘着層とその上の銅箔との接着面積が比較的大きく、このような銅箔
に接合された銅ピンは、樹脂組成物層に押されても倒れることがなかった。
【０１０８】
　モールド成型後、１８０℃で加熱し、熱発泡型の粘着層の粘着力を低下させ、粘着層か
ら擬似ウェハを剥離した。その後、２００℃、１時間で加熱処理を行い、擬似ウェハを完
全硬化した。この擬似ウェハの銅箔の、銅ピンを立てた部分に対応する領域に、その銅箔
の開口部の角で位置合わせを行って直径０．３ｍｍのレジストパターンを形成し、これを
マスクにして銅箔をエッチングし、銅ピンを立てた部分に対応する領域に電極パッドを形
成した。このエッチングの際には、銅箔の開口部に設けられているベアチップの電極面に
もレジストパターンを形成しておき、電極面をエッチングから保護するようにした。
【０１０９】
　次いで、擬似ウェハの、ベアチップの電極面が露出する表面側に、感光性エポキシワニ
スをスピンコート法で塗布し、プリベーク、露光、現像、キュアを行い、更に酸素プラズ
マ処理を行った。これにより、膜厚８μｍで、ベアチップの電極に通じる直径３０μｍの
開口部を設けた絶縁層を形成した。次いで、スパッタ法でチタンと銅をそれぞれ０．１μ
ｍ、０．３μｍの厚さで形成し、シード層を形成した。その後、ビア及び配線を形成する
領域を開口したレジストパターンを形成し、先に形成したシード層を用いて銅の電気めっ
きを行い、ビア及び配線を形成した。電気めっき後、レジストパターンを剥離し、そのレ
ジストパターンで覆われていた部分のシード層を、ウェットエッチングとドライエッチン
グで除去した。その後、配線を部分的に露出させてソルダーレジストを形成し、露出する
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配線表面にニッケルと金の表面処理を行った。
【０１１０】
　その後、このようにして配線層を設けた擬似ウェハの裏面側から樹脂組成物層を厚さ０
．１１ｍｍ研削し、銅ピンの端面を露出させた。そして、このようにして擬似ウェハに配
線層を設け、銅ピンを露出させた基板を、所定の位置で切断し、個片化された電子部品装
置（パッケージ）を得た。
〔実施例２〕
　支持体として縦１７０ｍｍ×横１７０ｍｍ×厚さ０．３ｍｍのガラス基板を用い、その
ガラス基板上に紫外線発泡型の粘着層を貼付した。その粘着層上に、厚さ７μｍの銅箔で
あって、予めドライフィルムレジストを用いたエッチングによって縦６ｍｍ×横６ｍｍの
開口部を１２ｍｍピッチで１０行×１０列形成した銅箔を貼付した。
【０１１１】
　この銅箔の開口部から露出する粘着層上にそれぞれ、マウンターを用いて、縦４ｍｍ×
横４ｍｍ×厚さ０．５ｍｍのベアチップ（半導体チップ）と、０６０３型（縦０．６ｍｍ
×横０．３ｍｍ×厚さ０．３ｍｍ）のチップコンデンサをそれらの電極面が粘着層の表面
に接するように配置した。また、直径０．１５ｍｍ、長さ０．６ｍｍの銅ピンを準備し、
その片側の先端部に、銅と錫と銀とビスマスを含む低融点金属を設け、これを、ステンレ
ス板に貫通孔を形成した金型を用いて、ベアチップ及びチップコンデンサ周囲の銅箔上の
所定位置に接合した。
【０１１２】
　その後、モールド成型用の金型を用いて樹脂組成物層を形成し、その樹脂組成物層を硬
化して、粘着層上に、厚さ０．７ｍｍ、直径１５０ｍｍの擬似ウェハを形成した。このモ
ールド成型時には、粘着層とその上の銅箔との接着面積が比較的大きく、このような銅箔
に接合された銅ピンは、樹脂組成物層に押されても倒れることがなかった。
【０１１３】
　モールド成型後、ガラス基板側から紫外線を照射し、紫外線発泡型の粘着層の粘着力を
低下させ、粘着層から擬似ウェハを剥離した。その後、２００℃、１時間で加熱処理を行
い、擬似ウェハを完全硬化した。この擬似ウェハの銅箔の、銅ピンを立てた部分に対応す
る領域に、その銅箔の開口部の角で位置合わせを行って直径０．３ｍｍのレジストパター
ンを形成し、これをマスクにして銅箔をエッチングし、銅ピンを立てた部分に対応する領
域に電極パッドを形成した。このエッチングの際には、銅箔の開口部に設けられているベ
アチップ及びチップコンデンサの電極面にもレジストパターンを形成しておき、電極面を
エッチングから保護するようにした。
【０１１４】
　次いで、擬似ウェハの、ベアチップ及びチップコンデンサの電極面が露出する表面側と
反対の裏面側から樹脂組成物層を厚さ０．１１ｍｍ研削し、銅ピンの端面を露出させた。
その後、擬似ウェハの表面側に、感光性エポキシワニスをスピンコート法で塗布し、プリ
ベーク、露光、現像、キュアを行い、更に酸素プラズマ処理を行った。これにより、膜厚
８μｍで、ベアチップ及びチップコンデンサの電極に通じる直径５０μｍの開口部を設け
た絶縁層を形成した。次いで、スパッタ法でチタンと銅をそれぞれ０．１μｍ、０．３μ
ｍの厚さで形成し、シード層を形成した。その後、ビア及び配線を形成する領域を開口し
たレジストパターンを形成し、先に形成したシード層を用いて銅の電気めっきを行い、ビ
ア及び配線を形成した。電気めっき後、レジストパターンを剥離し、そのレジストパター
ンで覆われていた部分のシード層を、ウェットエッチングとドライエッチングで除去した
。擬似ウェハの裏面側にも同様にして、銅ピンに接続されるビア及び配線を形成した。そ
の後、表裏面の配線をそれぞれ部分的に露出させてソルダーレジストを形成し、露出する
配線表面にニッケルと金の表面処理を行った。
【０１１５】
　擬似ウェハにこのようにして配線層を設けた基板を、所定の位置で切断し、個片化され
た電子部品装置（パッケージ）を得た。更に、このパッケージ上に、ＦＢＧＡ（Fine pit
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ch Ball Grid Array）のパッケージを、半田バンプを用いて積層接合し、積層パッケージ
型の電子装置を得た。
〔実施例３〕
　支持体として縦１７０ｍｍ×横１７０ｍｍ×厚さ０．３ｍｍのガラス基板を用い、その
ガラス基板上に紫外線発泡型の粘着層を貼付し、その粘着層上に、真空蒸着によって厚さ
０．２μｍのニッケル膜を形成した。そのニッケル膜上にドライフィルムレジストを形成
し、ドライフィルムレジストに縦７ｍｍ×横７ｍｍの開口パターンを１２ｍｍピッチで１
０行×１０列形成し、これをマスクにしてニッケル膜をエッチングし、銅箔に縦７ｍｍ×
横７ｍｍの開口部を形成した。
【０１１６】
　このニッケル膜の開口部から露出する粘着層上にそれぞれ、マウンターを用いて、縦５
ｍｍ×横５ｍｍ×厚さ０．５ｍｍのベアチップ（半導体チップ）と、１００５型（縦１．
０ｍｍ×横０．５ｍｍ×厚さ０．５ｍｍ）のチップコンデンサをそれらの電極面が粘着層
の表面に接するように配置した。また、直径０．２ｍｍ、長さ０．６ｍｍの銅ピンを準備
し、その片側の先端部に銀ペーストを設け、これを、ステンレス板に貫通孔を形成した金
型を用いて、ベアチップ及びチップコンデンサ周囲のニッケル膜上の所定位置に接合した
。
【０１１７】
　その後、モールド成型用の金型を用いて樹脂組成物層を形成し、その樹脂組成物層を硬
化して、粘着層上に、厚さ０．６ｍｍ、直径１５０ｍｍの擬似ウェハを形成した。このモ
ールド成型時には、粘着層とその上のニッケル膜との接着面積が比較的大きく、このよう
なニッケル膜に接合された銅ピンは、樹脂組成物層に押されても倒れることがなかった。
【０１１８】
　モールド成型後、ガラス基板側から紫外線を照射し、紫外線発泡型の粘着層の粘着力を
低下させ、粘着層から擬似ウェハを剥離した。その後、２００℃、１時間で加熱処理を行
い、擬似ウェハを完全硬化した。この擬似ウェハのニッケル膜の、銅ピンを立てた部分に
対応する領域に、そのニッケル膜の開口部の角で位置合わせを行って直径０．３ｍｍのレ
ジストパターンを形成し、これをマスクにしてニッケル膜をエッチングし、銅ピンを立て
た部分に対応する領域に電極パッドを形成した。このエッチングの際には、ニッケル膜の
開口部に設けられているベアチップ及びチップコンデンサの電極面にもレジストパターン
を形成しておき、電極面をエッチングから保護するようにした。
【０１１９】
　次いで、擬似ウェハの、ベアチップ及びチップコンデンサの電極面が露出する表面側と
反対の裏面側から樹脂組成物層を厚さ０．１５ｍｍ研削し、銅ピンの端面を露出させた。
その後、擬似ウェハの表面側に、感光性エポキシワニスをスピンコート法で塗布し、プリ
ベーク、露光、現像、キュアを行い、更に酸素プラズマ処理を行った。これにより、膜厚
８μｍで、ベアチップ及びチップコンデンサの電極に通じる直径５０μｍの開口部を設け
た絶縁層を形成した。次いで、スパッタ法でチタンと銅をそれぞれ０．１μｍ、０．３μ
ｍの厚さで形成し、シード層を形成した。その後、ビア及び配線を形成する領域を開口し
たレジストパターンを形成し、先に形成したシード層を用いて銅の電気めっきを行い、ビ
ア及び配線を形成した。電気めっき後、レジストパターンを剥離し、そのレジストパター
ンで覆われていた部分のシード層を、ウェットエッチングとドライエッチングで除去した
。擬似ウェハの裏面側にも同様にして、銅ピンに接続されるビア及び配線を形成した。そ
の後、表裏面の配線をそれぞれ部分的に露出させてソルダーレジストを形成し、露出する
配線表面にニッケルと金の表面処理を行った。
【０１２０】
　擬似ウェハにこのようにして配線層を設けた基板を、所定の位置で切断し、個片化され
た電子部品装置（パッケージ）を得た。更に、このようにして得られたパッケージ同士を
、半田バンプを用いて積層接合し、積層パッケージ型の電子装置を得た。
【０１２１】
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　以上説明した実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。
　（付記１）　支持体上に粘着層を設ける工程と、
　前記粘着層上に、開口部を有する導電膜を設ける工程と、
　前記開口部の前記粘着層上に電子部品を設ける工程と、
　前記導電膜上に柱状導体を立てる工程と、
　前記粘着層上に、前記導電膜、前記電子部品及び前記柱状導体を樹脂組成物で被覆した
基板を形成する工程と、
　前記基板を前記粘着層から分離する工程と、
　前記粘着層から分離された前記基板の前記導電膜を部分的に除去し、前記柱状導体に対
応する部分を含む導電パターンを形成する工程と、
　前記基板の前記導電パターンが形成された第１面上に、前記電子部品及び前記導電パタ
ーンに電気的に接続された第１導電部を有する第１配線層を形成する工程と
　を含むことを特徴とする電子部品装置の製造方法。
【０１２２】
　（付記２）　前記柱状導体を立てる工程は、前記導電膜上に導電材料を用いて前記柱状
導体を固定する工程を含むことを特徴とする付記１に記載の電子部品装置の製造方法。
　（付記３）　前記導電膜上に前記導電材料を用いて前記柱状導体を固定する工程は、
　流動性の前記導電材料を介して前記柱状導体を前記導電膜上に配置する工程と、
　前記導電材料を凝固させて前記柱状導体を前記導電膜上に固定する工程と
　を含むことを特徴とする付記２に記載の電子部品装置の製造方法。
【０１２３】
　（付記４）　前記導電材料は、溶融する材料であって、溶融し凝固することによって溶
融前よりも融点が高温側に変化する材料であることを特徴とする付記２又は３に記載の電
子部品装置の製造方法。
【０１２４】
　（付記５）　前記第１配線層を形成する工程前、又は、前記第１配線層を形成する工程
後に、前記基板の前記第１面と反対側の第２面を研削する工程を更に含むことを特徴とす
る付記１乃至４のいずれかに記載の電子部品装置の製造方法。
【０１２５】
　（付記６）　前記第１配線層を形成する工程後に、前記電子部品、前記柱状導体、前記
導電パターン及び前記第１導電部を含む領域の周囲で、前記樹脂組成物の層及び前記第１
配線層を切断する工程を更に含むことを特徴とする付記１乃至５のいずれかに記載の電子
部品装置の製造方法。
【０１２６】
　（付記７）　前記第１配線層を形成する工程後に、前記基板の前記第１面と反対側の第
２面上に、前記柱状導体に電気的に接続された第２導電部を有する第２配線層を形成する
工程を更に含むことを特徴とする付記１乃至５のいずれかに記載の電子部品装置の製造方
法。
【０１２７】
　（付記８）　前記第２配線層を形成する工程後に、前記電子部品、前記柱状導体、前記
導電パターン、前記第１導電部及び前記第２導電部を含む領域の周囲で、前記樹脂組成物
の層、前記第１配線層及び前記第２配線層を切断する工程を更に含むことを特徴とする付
記７に記載の電子部品装置の製造方法。
【０１２８】
　（付記９）　樹脂組成物層と、
　前記樹脂組成物層内に設けられ、前記樹脂組成物層の第１面に電極が露出する電子部品
と、
　前記樹脂組成物層内に設けられた柱状導体と、
　前記柱状導体上に設けられ、前記第１面から上面及び側面が露出する導電パターンと、
　前記第１面上に設けられ、前記電極及び前記導電パターンに電気的に接続された第１導
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電部を有する第１配線層と
　を含むことを特徴とする電子部品装置。
【０１２９】
　（付記１０）　前記樹脂組成物層の前記第１面と反対側の第２面上に設けられ、前記柱
状導体に電気的に接続された第２導電部を有する第２配線層を更に含むことを特徴とする
付記９に記載の電子部品装置。
【０１３０】
　（付記１１）　第１電子部品装置と、
　前記第１電子部品装置に実装された第２電子部品装置と
　を有し、
　前記第１電子部品装置は、
　樹脂組成物層と、
　前記樹脂組成物層内に設けられ、前記樹脂組成物層の第１面に電極が露出する電子部品
と、
　前記樹脂組成物層内に設けられた柱状導体と、
　前記柱状導体上に設けられ、前記第１面から上面及び側面が露出する導電パターンと、
　前記第１面上に設けられ、前記電極及び前記導電パターンに電気的に接続された第１導
電部を有する第１配線層と
　を含み、
　前記第２電子部品装置は、前記樹脂組成物層の前記第１面と反対の第２面側に実装され
、前記柱状導体を用いて前記第１電子部品装置と電気的に接続されていることを特徴とす
る電子装置。
【０１３１】
　（付記１２）　前記柱状導体の端面が前記第２面に露出し、
　前記第２電子部品装置は、前記第２面に露出する前記端面に電気的に接続されているこ
とを特徴とする付記１１に記載の電子装置。
【０１３２】
　（付記１３）　前記第１電子部品装置は、前記第２面上に設けられ、前記柱状導体に電
気的に接続された第２導電部を有する第２配線層を更に含み、
　前記第２電子部品装置は、前記第２配線層に電気的に接続されていることを特徴とする
付記１１に記載の電子装置。
【０１３３】
　（付記１４）　前記第１電子部品装置の前記第１配線層側に配置され、前記第１配線層
に電気的に接続された回路基板を更に含むことを特徴とする付記１１乃至１３のいずれか
に記載の電子装置。
【符号の説明】
【０１３４】
　１，１Ａ，２１０，２１０ａ，２２０　電子部品装置
　１ａ，１ｂ　構造部
　１０　支持体
　２０　粘着層
　３０　電子部品
　３０ａ　電極面
　３０ｂ　背面
　３１，１４１　電極
　４０，２２４　樹脂組成物層
　５０，５０Ａ　擬似ウェハ
　５０ａ　表面
　５０ｂ　裏面
　６０，６０Ａ　再配線層
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　６１　導電部
　６１ａ，６１ｃ　ビア
　６１ｂ，６１ｄ　配線
　６１ｅ　ニッケル
　６１ｆ　金
　６２　絶縁部
　６２ａ，６２ｄ　感光性樹脂
　６２ｂ，６２ｃ，６２ｅ，７１　開口部
　６２ｆ　保護膜
　６３，１５２　端子
　７０，７０Ａ　導電パターン
　７０ａ　導電膜
　８０　柱状導体
　８１　軸部
　８２　頭部
　９０　導電材料
　１１０，１２０　金型
　１１０ａ，１２０ａ　金属板
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