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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面に複数の凹部を備えたベース絶縁膜と、前記凹部の一つの内に形成された第１
配線と、他の前記凹部の中に形成された反り制御パターンと、前記ベース絶縁膜に形成さ
れたビアホール内に設けられたビア導電体とを備え、前記反り制御パターンに由来する応
力の配向性に起因して前記第１の面側が谷となる反り形状を有する配線基板を準備する工
程と、
　前記配線基板を、その第１方向が搬送方向に沿うように、前記第１の面側を上にしてス
テージ上に載置する工程と、
　前記配線基板の前記第１の面上に半導体チップを搭載する工程と、
　前記半導体チップが搭載された配線基板を前記第１方向へ搬送する工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板は、前記ビア導電体を介して前記第１配線と接続されており、前記ベース
絶縁膜の前記第１の面と逆側である第２の面上に設けられた第２配線をさらに有する半導
体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板は、前記第１配線、前記ビア導電体、前記反り制御パターン、および前記
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第２配線を備えていて互いに区分された区分基板領域単位を複数有し、
　前記配線基板を、前記第１方向が搬送方向に沿うように前記第１の面側を上にして前記
ステージ上に載置した時に、
　当該配線基板の前記第１方向に垂直な第２方向に沿った各辺の両端が、当該辺の中央部
より上方に反る形状である半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板は、前記第１方向に沿った辺が前記第２方向に沿った辺より長い矩形形状
を有しており、
　前記配線基板のうち前記第１方向に沿った各辺が全体にわたって浮き上がる反り形状を
有する半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板は、前記配線基板の前記第１の面側を上にして水平板上に静置した時に、
前記第１方向に垂直な第２方向に沿った各辺の少なくとも中央部が接地する半導体装置の
製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ステージは、当該ステージ上に載置された配線基板の前記第１方向に沿った両辺を
押さえる押さえ部材を有し、
　前記押さえ部材により、ステージ上に載置された配線基板の前記第１方向に沿った両辺
を押さえる工程を有する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板は、前記ベース絶縁膜の前記第１の面と逆側である第２の面側にソルダー
レジスト層を有する半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記配線基板の前記第１の面側を上にして水平板上に静置した時の前記配線基板の各辺
の両端の浮き上がり量は、０．５ｍｍ以上かつ４ｍｍ以下である半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項３又は４に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンは、前記配線基板の前記第２方向に沿った各辺の両端が当該辺の
中央部より上方に反るようにライン状パターンを有し、
　前記反り制御パターンは、少なくとも、前記区分基板領域単位が複数形成された領域の
周辺部に設けられている半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンと前記第１配線は、前記第１方向に沿ったＸ成分の合計成分と、
前記第２方向に沿ったＹ成分の合計成分との成分比率（Ｘ／Ｙ）が１より大きい半導体装
置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンは、前記第１方向に沿ったラインアンドスペースパターンを有す
る半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項９～１１のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンは、区分された複数の区分パターン領域単位で構成されている半
導体装置の製造方法。
【請求項１３】
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　請求項１２に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンは、前記区分パターン領域単位がマトリクス状に配置されている
半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項９～１３のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記区分基板領域単位外部の反り制御パターン形成領域内における凹部内パターン面積
Ａと凹部外面積Ｂとの平面投射面積比Ｒ１（Ａ／Ｂ）と、前記区分基板領域単位内部にお
ける凹部内配線面積Ｐと凹部外面積Ｑとの平面投射面積比Ｒ２（Ｐ／Ｑ）との比率（Ｒ１
／Ｒ２）が０．８～１．２である半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項９～１４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記区分基板領域単位外部の反り制御パターン形成領域内における凹部内パターン面積
Ａと凹部外面積Ｂとの平面投射面積比（Ａ／Ｂ）が０．１～０．５である半導体装置の製
造方法。
【請求項１６】
　請求項９～１５のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンは、前記第１配線と同じ材料で形成され、同じ厚みを有している
半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項９～１６のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１配線の上面が、前記ベース絶縁膜の上面より下方に位置している半導体装置の
製造方法。
【請求項１８】
　請求項３、４、９～１７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記区分基板領域単位がマトリクス状に配置されており、
　前記区分基板領域単位は、前記第１方向に沿って配列された数が前記第２方向に沿って
配列された数より多くなるように配置されている半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記反り制御パターンはダミー配線パターンであ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、半導体チップの搭載に使用される配線基板、並びにこの配線基板を用いた半
導体装置およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の高性能化、多機能化および高密度化による端子の増加や狭ピッチ化
に伴い、半導体チップを搭載する実装用配線基板には、これまで以上に高密度・微細配線
化が求められている。
【０００３】
　従来、広く使用されている実装用配線基板としては、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。このビルトアッププリント基板は、ベースコア基板と
して、配線が形成されたガラスエポキシプリント基板の両面に、樹脂層が形成され、これ
らの樹脂層にフォトリソグラフィ法やレーザ法によりビアホールが形成され、次いでメッ
キ法とフォトリソグラフィ法により配線層とビア導体が形成されている。必要に応じて樹
脂層の形成工程と、配線およびビア導体の形成工程を繰り返すことにより、多層配線構造
を形成することができる。
【０００４】
　しかしながら、このビルトアッププリント基板は、ベースコア基板に耐熱性の低いガラ
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スエポキシプリント基板を用いているために、多層構造の形成時や半導体チップの搭載時
の加熱により、基板に反りやうねり等の変形が発生しやすい問題がある。
【０００５】
　一方、特開２０００－３９８０号公報（特許文献１）には、金属板からなるベース基板
上にビルトアップ積層構造を形成した実装用配線基板が開示されている。
【０００６】
　図１２に、この実装用配線基板の製造工程図を示す。まず、図１２（ａ）に示すように
、金属板５０１上に絶縁層５０２を形成し、この絶縁層５０２にビアホール５０３を形成
する。次に、図１２（ｂ）に示すように、ビアホール５０３が形成された絶縁層５０２上
に配線パターン５０４を形成する。次に、図１２（ｃ）に示すように、配線パターン５０
４上に絶縁層５０６を形成し、この絶縁層５０６に配線パターン５０４に達するフリップ
チップパッド部５０５を形成する。最後に、図１２（ｄ）に示すように、金属板５０１を
下面側からエッチングし、基板補強体５０７及び外部電極端子５０８を形成する。
【０００７】
　しかしながら、この実装用配線基板は、外部電極端子５０８を金属板５０１のエッチン
グにより形成するため、エッチング時のおけるサイドエッチング量制御の限界から、外部
電極端子５０８間を狭ピッチ化することが困難である。また、この実装用配線基板を外部
のボードや装置に実装したときに、構造上、外部電極端子５０８と絶縁層５０２との界面
に応力が集中し、オープン不良が発生しやすく、十分な信頼性が得られない問題があった
。
【０００８】
　上述の従来技術の問題を解決可能な実装用配線基板が特開２００２－１９８４６２号公
報（特許文献２）に開示されている。
【０００９】
　図１３を用いて、その基本構造およびその形成方法を説明する。まず、金属板等からな
る支持板６０１上に電極６０２を形成し、この電極を覆うように絶縁層６０３を形成する
。次に、この絶縁層６０３に、電極６０２に達するビアホール６０４を形成し、このビア
ホールを埋め込むように配線６０５を形成する。この配線６０５は、ビアホール内に埋め
込まれた導電体により電極６０２と接続される（図１３（ａ））。必要に応じて、絶縁層
、ビアホール及び配線の形成工程を繰り返すことにより多層配線構造を形成することがで
きる。次に、図１３（ｂ）に示すように、エッチングにより支持板６０１の一部を選択的
に除去して、電極６０２を露出させるとともに、支持体６０６を形成する。このようにし
て配線基板６０７を形成することができる。ここではパッド状の電極パターンを形成する
場合を説明したが、同様な方法でライン状の配線パターンを形成することができる。
【００１０】
　支持体６０６に、金属等の耐熱性材料を用いることにより配線基板の熱変形を抑えるこ
とができ、絶縁層に、所望の機械強度を持つ樹脂材料を用いることにより強度に優れた配
線基板を得ることができる。さらに、電極や配線などの導体層の周囲が絶縁層に埋め込ま
れた状態で下面が露出しているため、実装時において導体層にかかる応力集中が抑えられ
、実装信頼性を高めることができる。
【００１１】
　また、上記の配線基板に好適な絶縁層材料が、特開２００４－１７９６４７号公報（特
許文献３）に開示されている。この公報には、繰り返し加えられる熱応力によるクラック
の発生が抑えられ、信頼性に優れた配線基板および半導体パッケージを提供することを目
的として、膜厚３～１００μｍ、２３℃における破断強度８０ＭＰａ以上、－６５℃にお
ける破断強度をａ、１５０℃における破断強度をｂとするとき、比（ａ／ｂ）の値が４．
５以下である絶縁層が開示されている。そして、これに加えて１５０℃における弾性率が
２．３ＧＰａ以上が好ましいことが規定されている。また、－６５℃における弾性率をｃ
、１５０℃における弾性率をｄとするとき、比（ｃ／ｄ）の値を４．７以下に規定するこ
とが開示され、さらに、比（ａ／ｂ）の値を２．５以下、あるいは比（ａ／ｂ）の値を２
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．５より大きく４．５以下であり且つ比（ａ／ｂ）と比（ｃ／ｄ）の差の絶対値を０．８
以下に規定することが開示されている。
【００１２】
　一方、配線基板の剛性を高めたり、反りやうねり（ねじれ）を軽減するために、半導体
チップを搭載する製品部分以外の部分（捨て板部分）にダミーパターンを形成する技術が
提案されている。
【００１３】
　例えば特開平８－５１２５８号公報（特許文献４）には、配線基板の捨て板部分に、六
角形のパターンをハニカム状に配列したダミーパターンを形成し、これにより剛性を高め
ることができると記載されている。また、捨て板部分におけるダミーパターンの面積とダ
ミーパターンの存在しない面積との比を、製品部分における配線パターンの面積と配線パ
ターンの存在しない面積との比にほぼ等しくし、これにより反りやねじれが軽減されるこ
とが記載されている。
【００１４】
　また、特開平１１－１７７１９１号公報（特許文献５）には、部品実装時の搬送方向と
垂直な辺の捨て板部分にベタパターンが形成され、部品実装時の搬送方向と平行な辺の捨
て板部分に複数に分割されたダミーパターンが形成された配線基板が記載されている。捨
て板部分のダミーパターンとしては、矩形や円形のパターン単位が一定間隔で配列された
ものが記載されている。ベタパターンにより剛性が高められ、分割されたダミーパターン
により反りやねじれが緩和されることが記載されている。また、多層構造を有する基板に
おいて、各層ごとにパターン単位の形状や配列ピッチを変えることにより、剛性を高める
ことができると記載されている。
【００１５】
　上述のように、基板自体の構造（パターン構造）によって反りやうねりを軽減する技術
に対して、半導体チップの搭載装置や搭載方法により実装性の向上を図る技術も提案され
ている。例えば、特開２００１－６８５１０号公報（特許文献６）には、半導体チップを
フリップチップ方式で実装するためのボンディング装置を用いて、反りを有する基板上に
半導体チップを搭載する方法が記載されている。吸引孔を有するステージに基板を載置し
た後、減圧機構により吸引孔に吸引力を発生させ、基板の下面をステージ表面に吸着保持
する。その際、基板の反りが矯正されてステージ表面と平行となる。さらに、基板押さえ
機構により基板をステージに押圧する。これにより、基板とステージとが高精度に密着し
、隙間がなくなるため、エア漏れが発生しない。結果、エア漏れによる保持力低下を防止
でき、ステージ動作中やボンディング中における基板と半導体チップとの位置ズレを防止
することができると記載されている。
【特許文献１】特開２０００－３９８０号公報
【特許文献２】特開２００２－１９８４６２号公報
【特許文献３】特開２００４－１７９６４７号公報
【特許文献４】特開平８－５１２５８号公報
【特許文献５】特開平１１－１７７１９１号公報
【特許文献６】特開２００１－６８５１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、従来の反り抑制技術によっても、求められる基板が薄くなるに従って、
特に特許文献２に記載のような配線構造を有する基板に対しては十分な反り抑制効果は得
られなかった。半導体チップ搭載前の配線基板がステージ上で反っていると、配線基板の
ステージ上への載置・固定に際して位置ズレが発生したり、搬送が困難になり、製品の信
頼性や生産性が低下する問題が生じる。
【００１７】
　また、特許文献６に記載されているような方法を用いて配線基板をステージ上に載置し
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た場合であっても、半導体チップの搭載後に、搬送方向に沿って基板中央部が浮き上がる
反りが発生する問題があった。基板中央部が浮き上がる反りが起きると、チップ搭載基板
が、その搬送時に、基板押さえ用ガイドや加熱用カバー等の搬送ルート上の部材と接触す
る問題が発生する。
【００１８】
　そこで本発明の目的は、半導体チップの実装性に優れた配線基板、及びこの配線基板を
用いて作製された半導体装置、並びに半導体チップの実装性が改善された半導体装置の製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、以下の各項に記載した態様を含む。
【００２０】
　（１）ベース絶縁膜と、
　前記ベース絶縁膜の上面側に形成された第１配線と、
　前記ベース絶縁膜に形成されたビアホール内に設けられたビア導電体と、
　前記ビア導電体を介して第１配線と接続され前記ベース絶縁膜の下面側に設けられた第
２配線を有する配線基板であって、
　第１配線、前記ビア導体および第２配線を備え、互いに区分された区分基板領域単位を
複数有し、
　前記ベース絶縁膜に反り制御パターンが設けられ、
　当該配線基板を水平板上に静置したときに、基板平面内の第１方向に垂直な第２方向に
沿った各辺の少なくとも中央部が接地し且つ両端が浮き上がる反り形状を有する配線基板
。
【００２１】
　（２）ベース絶縁膜と、
　前記ベース絶縁膜の上面側に形成された凹部に設けられた第１配線と、
　前記ベース絶縁膜に形成されたビアホール内に設けられたビア導電体と、
　前記ビア導電体を介して第１配線と接続され前記ベース絶縁膜の下面側に設けられた第
２配線を有する配線基板であって、
　第１配線、前記ビア導体および第２配線を備え、互いに区分された区分基板領域単位を
複数有し、
　前記ベース絶縁膜に反り制御パターンが設けられ、
　前記反り制御パターンは、前記ベース絶縁膜の上面側に形成された凹部に設けられたパ
ターンであって、当該配線基板の基板平面内の第１方向に垂直な第２方向に沿った各辺の
両端が当該辺の中央部より上方に反るようにライン状パターンを有し、
　当該配線基板を第１配線形成面を上にして水平板上に静置したときに、第２方向に沿っ
た各辺の少なくとも中央部が接地し且つ両端が浮き上がる反り形状を有する配線基板。
【００２２】
　（３）前記反り制御パターンは、少なくとも、前記区分領域単位が複数形成された領域
の周辺部に設けられている上記２項に記載の配線基板。
【００２３】
　（４）前記反り制御パターンと第１配線は、第１方向に沿ったＸ成分の合計成分と、第
２方向に沿ったＹ成分の合計成分との成分比率（Ｘ／Ｙ）が１より大きい上記２項又は３
項に記載の配線基板。
【００２４】
　（５）前記反り制御パターンは、第１方向に沿ったラインアンドスペースパターンを有
する上記３～４項のいずれかに記載の配線基板。
【００２５】
　（６）前記反り制御パターンは、区分された複数の区分パターン領域単位で構成されて
いる上記３～５項のいずれかに記載の配線基板。
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【００２６】
　（７）前記反り制御パターンは、前記区分パターン領域単位がマトリクス状に配置され
ている上記６項に記載の配線基板。
【００２７】
　（８）前記区分基板領域単位外部の反り制御パターン形成領域内における凹部内パター
ン面積Ａと凹部外面積Ｂとの平面投射面積比Ｒ１（Ａ／Ｂ）と、前記区分基板領域単位内
部における凹部内配線面積Ｐと凹部外面積Ｑとの平面投射面積比Ｒ２（Ｐ／Ｑ）との比率
（Ｒ１／Ｒ２）が０．８～１．２である上記２～７項のいずれかに記載の配線基板。
【００２８】
　（９）前記区分基板領域単位外部の反り制御パターン形成領域内における凹部内パター
ン面積Ａと凹部外面積Ｂとの平面投射面積比（Ａ／Ｂ）が０．１～０．５である上記２～
８項のいずれかに記載の配線基板。
【００２９】
　（１０）前記反り制御パターンは、第１配線と同じ材料で形成され、同じ厚みを有して
いる上記２～９項のいずれかに記載の配線基板。
【００３０】
　（１１）前記第１配線の上面が、前記ベース絶縁膜の上面より下方に位置している上記
２～１０項のいずれかに記載の配線基板。
【００３１】
　（１２）前記第１配線の上面が、前記ベース絶縁膜の上面と同一平面内にある上記２～
１０項のいずれかに記載の配線基板。
【００３２】
　（１３）基板の下面側にソルダーレジスト層を有する上記１～１２項のいずれかに記載
の配線基板。
【００３３】
　（１４）前記区分基板領域単位がマトリクス状に配置されている上記１～１３項のいず
れかに記載の配線基板。
【００３４】
　（１５）前記区分基板領域単位は、第１方向に沿って配列された数が第２方向に沿って
配列された数より多くなるように配置されている上記１４項に記載の配線基板。
【００３５】
　（１６）当該配線基板の第１方向に沿った辺が第２方向に沿った辺より長い矩形形状を
有している上記１～１５項のいずれかに記載の配線基板。
【００３６】
　（１７）当該配線基板の第１方向に沿った各辺が全体にわたって浮き上がる反り形状を
有する上記１～１６項のいずれかに記載の配線基板。
【００３７】
　（１８）前記ベース絶縁膜の下面側に設けられた絶縁層と、この絶縁層に形成されたビ
アホール内に設けられたビア導電体と、このビア導電体を介して上方の配線と接続され当
該絶縁層の下面に設けられた配線とを含む配線構造層をさらに一つ又は複数有する上記１
～１７項のいずれかに記載の配線基板。
【００３８】
　（１９）前記ベース絶縁膜が、耐熱性樹脂または繊維強化耐熱性樹脂複合材料からなる
上記１～１８項のいずれかに記載の配線基板。
【００３９】
　（２０）上記１～１９項のいずれかに記載の配線基板と、この配線基板の第１配線が形
成された上面側に搭載され第１配線と接続されている半導体チップとを有する半導体装置
。
【００４０】
　（２１）上記１～１９項のいずれかに記載の配線基板を用意する工程と、
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　前記配線基板を、その第１方向が搬送方向に沿うように、第１配線が形成された上面側
を上にしてステージ上へ載置する工程と、
　前記配線基板の上面側へ半導体チップを搭載する工程と、
　半導体チップが搭載された配線基板を第１方向へ搬送する工程を有する半導体装置の製
造方法。
【００４１】
　（２２）前記ステージは、ステージ上に載置された配線基板の第１方向に沿った両辺を
押さえる押さえ部材を有し、この押さえ部材により、ステージ上に載置された配線基板の
第１方向に沿った両辺を押さえる工程を有する上記２１項に記載の半導体装置の製造方法
。
【００４２】
　（２３）前記ステージは、ステージ上に載置された配線基板を吸引固定するための吸引
手段を有し、ステージ上に載置された配線基板を吸引固定する工程を有する上記２１項又
は２２項に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、半導体チップの実装性に優れた配線基板を提供することができる。ま
た本発明によれば、半導体チップの安定した実装を行うことができるとともに、半導体チ
ップ搭載基板の搬送性が改善され、結果、生産性が改善された半導体装置の製造方法を提
供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００４５】
　［配線構造］
　まず、本発明の配線基板が有する基本配線構造について図１を用いて説明する。
【００４６】
　本実施形態の配線基板は、ベース絶縁膜１１１と、このベース絶縁膜の上面側に設けら
れた上層配線１１２（１１２ａ、１１２ｂ）と、ベース絶縁膜に形成されたビアホール１
１３内に設けられた導電体と、このビア導電体を介して上層配線と接続されベース絶縁膜
下面に形成された下層配線１１４を有している。上層配線１１２は、ベース絶縁膜１１１
の上面に形成された凹部１１１ａ内に設けられている。また、ベース絶縁膜１１１の下面
側には、下層配線１１４の一部を露出させ残部を覆うようにソルダーレジスト層１１５が
形成され、その露出部はパッド電極として利用することができる。
【００４７】
　上層配線１１２は、ベース絶縁膜１１１の上面に形成された凹部１１１ａを埋め込むよ
うに設けられているため、上層配線にかかる応力や歪みが緩和され応力の集中を低減する
ことができ、高い接続信頼性を得ることができる。
【００４８】
　上層配線１１２は、その露出上面が、ベース絶縁膜上面の水平面より下方に位置し、配
線基板の上面の一部を構成している。すなわち、配線基板の上面には上層配線の上面を底
面とする凹部が形成されている。上層配線上面を底面とする凹部の深さは、例えば０．５
～１０μｍ程度に設定することができる。このような凹部により、バンプの位置ズレや流
動を防止することができ、狭ピッチなパッドを有する半導体チップの接続における位置精
度および信頼性を高めることができる。凹部が浅すぎると十分な上記効果が得られなくな
り、深すぎると十分な接続が困難になり、アンダーフィルを設ける場合はその充填が困難
になる。
【００４９】
　上層配線１１２は、Ｃｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｌ、Ｐｄ、Ａｇ等の金属により形成すること
ができる。上層配線の厚みは、例えば２～２０μｍに設定できる。また、この上層配線の
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幅は、例えば１０～５００μｍの範囲で適宜設定することができ、好ましくは１５～５０
０μｍ、より好ましくは２０～１００μｍ、典型的には２０～４０μｍの範囲に設定する
ことができる。
【００５０】
　本発明の配線基板における上層配線は、積層構造を有することができ、図１においては
、上層配線１１２は上層側のエッチングバリア層１１２ａと下層側の配線本体層１１２ｂ
からなる２層構造を有している。このエッチングバリア層は、例えば、Ｎｉ、Ａｕ又はＰ
ｄからなり、後述する支持基板のエッチング除去工程において上層配線のエッチングを防
止することができる。
【００５１】
　ベース絶縁膜１１１の厚みは、配線基板に求められる特性、膜材料の強度や加工性、調
製等の観点から、例えば３～３００μｍ、好ましくは２０～２００μｍ、より好ましくは
２０～１００μｍに設定できる。ベース絶縁膜の厚みが薄すぎると十分な強度が確保でき
なくなり、厚すぎるとビアホールの微細加工性が低下する。ベース絶縁膜の材料は、耐熱
性や機械強度等の所望の特性に応じて、種々の樹脂、樹脂複合材料から選択することがで
きる。
【００５２】
　ベース絶縁膜１１１の凹部１１１ａの直下域内には、ビアホール１１３が形成されてい
る。半導体パッケージの種類に応じて、ビアホールの直径は例えば３０～８０μｍ程度に
設定される。ビアホール内には、上層配線と接続するように導電性材料が埋め込まれてい
る。
【００５３】
　ベース絶縁膜１１１の下面には、ビアホール内の導電性材料を介して上層配線１１２と
導通する下層配線１１４が形成されている。この下層配線は、ビアホール内の導電性材料
と一体に形成することができ、その厚みは例えば２～２０μｍに設定することができる。
また、ベース絶縁膜１１１の下面には、下層配線の一部を露出させ、残部を覆うように、
ソルダーレジスト層１１５が形成され、下層配線の露出部がパッド電極を形成している。
ソルダーレジスト層の厚みは例えば２～４０μｍに設定できる。
【００５４】
　本発明の配線基板は、図２に示すように、ベース絶縁膜１１１及び下層配線１１４の下
面側に、層間絶縁膜１１６、ビアホール１１７及び第２の下層配線１１８が形成された多
層構造とすることもできる。第２の下層配線１１８は、前述の下層配線１１４と同様に形
成することができ、ビアホール１１７内の導電性材料を介して下層配線１１４と導通して
いる。層間絶縁膜１１６の下面側には、第２の下層配線１１８の一部を露出させ、残部を
覆うように、ソルダーレジスト層１１５が形成され、第２の下層配線の露出部がパッド電
極を形成している。ソルダーレジスト層の厚みは例えば２～４０μｍに設定できる。
【００５５】
　本発明の配線基板は、上記の多層配線構造に加えてさらに、層間絶縁膜、ビアホール及
び下層配線を設けて複数層の層間絶縁膜を有する多層配線構造にすることもできる。多層
配線構造にすることにより、半導体チップに入力する信号数を増加することができる。
【００５６】
　本発明の配線基板の全体の厚みとしては、２０～３５０μｍの範囲に設定することがで
き、好ましくは８０～３００μｍの範囲に設定することができる。
【００５７】
　本発明の配線基板の平面サイズは、長辺が例えば１００～３５０ｍｍ（好ましくは１５
０～３００ｍｍ）、短辺が例えば５０～１５０ｍｍ（好ましくは５０～１００ｍｍ）に設
定することができる。基板平面の投射面積は、例えば５０００～５００００ｍｍ2の範囲
に設定することができ、好ましくは７０００～３００００ｍｍ2、より好ましくは１００
００～２５０００ｍｍ2の範囲に設定することができる。より具体的には、例えば、厚み
２６０ｍｍで、１９０ｍｍ×６５ｍｍまたは２３０ｍｍ×８０ｍｍの配線基板を作製する
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ことができる。
【００５８】
　本発明の配線基板は、図３に示すように、上層配線の上面がベース絶縁膜１１１の上面
と同一平面内にある構造を有することができる。この構造では、バンプを用いて狭ピッチ
なパッドを有する半導体チップを搭載する場合、位置ズレに対して十分マージンを得るこ
とができ、接続信頼性を向上することができる。また、本発明の配線基板は、上層配線の
上端がベース絶縁膜の上面の平面から突出している構造を有することもできる。
【００５９】
　次に、半導体チップを搭載するための配線基板の形態について図４を用いて説明する。
【００６０】
　上述の基本配線構造を有する配線基板は、生産性や取り扱い性の点から、図４に示すよ
うに、１つの基板内に、目的の製品の基板に対応する基板領域単位（製品部）２０１がマ
トリクス状（あるいはブロック状）に配列形成された基板（以下、適宜「ブロック基板」
という）の形態をとることができる。ここで、配線基板の基板領域単位とは、所定の半導
体チップの１つあるいは一組が搭載された目的の半導体パッケージに用いる配線基板に対
応する基板領域の単位をいう。この基板領域単位のマトリクス状配置の周囲を取り囲む周
辺領域２０２に後述の反り制御パターンを設けることができる。また、半導体チップの搭
載時の作業性の点から、これらの基板領域単位２０１は全て同一の向きに配置されている
ことが好ましい。また、本発明の配線基板は、半導体チップ搭載の生産性の点から、搬送
方向に沿った辺（図中ではＸ方向の辺）が、搬送方向と交差する辺（図中ではＹ方向の辺
）より長い矩形形状を有することが好ましい。配線基板の各基板領域単位に半導体チップ
が搭載された後、各基板領域単位が独立に分離するように配線基板が分割され、各基板領
域単位に対応する基板を有する製品（半導体パッケージ）が複数形成される。このように
１つの基板に目的の配線基板に対応する構成単位を複数設けることにより、配線基板の搬
送時の取り扱いが容易になるとともに、半導体パッケージの生産性を向上することができ
る。
【００６１】
　図１４に本発明の配線基板が有する基本構造の他の例を示す。
【００６２】
　この配線基板は、ベース絶縁膜（コア膜）１００１と、このベース絶縁膜の上面側に設
けられた上層配線１００２と、このベース絶縁膜に形成されたビアホール内に設けられた
ビア導電体１００３と、このビア導電体を介して上層配線と接続されベース絶縁膜下面側
に形成された下層配線１００４が設けられている。また、ベース絶縁膜１００１の上面側
には、上層配線１００２の一部を露出させ残部を覆うようにソルダーレジスト層１００５
が設けられている。さらに、ベース絶縁膜１００１の下面側には、下層配線１００４の一
部を露出させ残部を覆うようにソルダーレジスト層１００６が設けられている。
【００６３】
　上層配線および下層配線は、図１を用いて説明した配線構造の配線と同様な材料、サイ
ズで形成することができる。また、ベース絶縁膜、ビア導電体およびソルダーレジストに
ついても、図１を用いて説明した配線構造のベース絶縁膜、ビア導電体およびソルダーレ
ジストと同様に形成することができる。また、本例の配線構造を有する基板は、図４を用
いて説明したようにブロック基板の形態をとることができ、平面サイズも前述のサイズに
設定することができる。
【００６４】
　本例の配線構造を有する配線基板であっても、反り制御パターンを設けて後述の特定の
反り形状にすることにより、半導体チップの実装性を改善することができ、また、搬送性
が向上する結果、生産性を高めることができる。
【００６５】
　［反り制御パターン］
　本発明者らは、このようなブロック基板に、上層配線形成面側が谷となるように湾曲す
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る反りが発生しやすいことに着目した。特に、配線基板の上層配線形成面側に半導体チッ
プを搭載するために、上層配線形成面を上に向けて水平板上に静置した場合、この反りは
、Ｘ－Ｙ直交座標においてＸ方向の上層配線が多いとき、図５（ａ）に示すようにＹ方向
の各辺（短辺）の両端が浮き上がる（Ｘ方向の両辺が浮き上がる）ように反ることを見出
した。逆に、Ｙ方向の上層配線が多い場合、図５（ｂ）に示すようにＸ方向の各辺（長辺
）の両端が浮き上がる（Ｙ方向の両辺が浮き上がる）ように反ることを見出した。
【００６６】
　このような基板の反りは、ベース絶縁膜１１１の上面側の凹部１１１ａに設けられた上
層配線１１２の配置がベース絶縁膜の上面側に偏っていることに起因するものと考えられ
る。製造プロセス時に加えられる熱や圧力によって生じる応力が、ベース絶縁膜内の上面
側と下面側とで偏り、応力歪みが発生し、この応力歪みが基板に反りをもたらすものと思
われる。上層配線は、ベース絶縁膜の上面の凹部を埋め込むように設けられているため、
配線の下面に加えて側面周囲がベース絶縁膜に接し、絶縁膜との接触面積が大きく、ベー
ス絶縁膜全体にわたる応力歪みを大きくしているものと考えられる。
【００６７】
　本発明は、反り制御パターンとして、上層配線１１２と同様な構造、すなわちベース絶
縁膜の上面の凹部に設けられたパターン構造を有するダミー配線パターンを設けて、この
パターン構造に由来する応力の配向性を利用して配線基板の反りを制御するものである。
この反り制御パターンを設けることにより、特定の反り形状を有する配線基板を形成する
ことができる。以下、ベース絶縁膜の上面の凹部に設けられたパターンを適宜「凹部内パ
ターン」という。反り制御パターン及び上層配線１１２はいずれも凹部内パターンである
。
【００６８】
　本発明における反り制御パターンは、上層配線形成領域の周辺部、すなわち、複数の基
板領域単位を囲む周辺部に設けることができる。例えば図４（ａ）に示すように、ブロッ
ク基板の周縁領域２０２に形成でき、また、図４（ｂ）に示すように格子状領域２０２ａ
に形成することもできる。この反り制御パターンは、上層配線と同時にパターニング形成
ができるため、煩雑な工程を追加することなく、配線形成と同じ精度で容易に形成できる
。必要に応じて、反り制御パターンを基板領域単位内にダミー配線として設けてもよい。
【００６９】
　反り制御パターンは、発生させたい反り形状に応じた特定の方向に沿った複数のライン
状パターンを含むことが好ましく、このようなパターンとしては、ラインアンドスペース
パターンが好ましい。
【００７０】
　また、周辺部に設けられる反り制御パターンは、反り制御パターンに由来する基板のう
ねり等のゆがみを防止するために、区分された複数の区分パターン領域単位で構成されて
いることが好ましい。この複数のパターン領域単位は、例えば図６（ａ）に示すようにマ
トリクス状に配置することができる。このような区分された配置をとることにより、ゆが
みを発生させる応力を区分パターン領域単位間のパターンが設けられていない部分で適度
に分散することができると考えられる。
【００７１】
　配線形成領域の周辺部には、反り制御パターンに加えて、ベタパターンからなる複数の
支持領域単位を例えば図６（ｂ）に示すようにマトリクス状に配置することができる。こ
のような支持領域単位からなる支持パターンは、配線基板（ブロック基板）の形状を保持
する補強体の役割を有し、搬送時のつかみシロや封入時のはさみシロとして利用すること
もできる。ベタパターンの形状は円形の他、正方形や矩形等の多角形にすることができる
。このような支持パターンを設けることにより、配線基板のうねり等のゆがみの発生を効
果的に抑えながら、配線基板が補強され、その形状保持性を高めることができる。支持パ
ターンは、複数の支持領域単位からなる区分された配置をとるため、ゆがみを発生させる
応力をパターン単位間のパターンが設けられていない部分で適度に分散することができる
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。この支持パターンは、上層配線と同時にパターニング形成できるため、煩雑な工程を追
加することなく、配線形成と同じ精度で支持パターンを形成することができる。
【００７２】
　ブロック基板の具体例として、図４（ａ）に示すブロック基板について、ブロック基板
の外形サイズを例えば１９０ｍｍ×６５ｍｍ、基板領域単位２０１の外形サイズを例えば
１２ｍｍ×１３ｍｍに設定することができる。基板の周縁領域２０２には、マトリクス状
に配列された基板領域単位２０１を取り囲むように、図６（ａ）に示す反り制御パターン
、すなわち、ラインアンドスペースパターン（ライン幅３０μｍ、スペース幅３０μｍ）
からなるパターン単位３０１がマトリクス状に配列されたパターンを形成することができ
る。ラインアンドスペースパターンとしては、図６（ａ）に示すサイズの他、ライン幅３
０μｍ、スペース幅６０μｍとすることもできる。ラインアンドスペースパターンは、反
り制御機能を有し、一方、パターン単位３０１のマトリクス状の配列は、パターン自体に
由来する基板平面のゆがみを防止する機能を有する。本実施形態では、さらに図６（ｂ）
に示す支持パターンを、マトリクス状に配列された基板領域単位２０１を取り囲むように
、図６（ａ）に示す反り制御パターンの内側に配置することができる。所望の効果に応じ
て、これら２種類のパターンの占有比率やレイアウトを設定することができる。
【００７３】
　半導体チップの搭載前後における配線基板（ブロック基板）の反りは、半導体パッケー
ジの製造において大きな問題となる場合がある。
【００７４】
　配線基板がステージ上に静置された際、基板の中央部が浮き上がるように反ると、例え
ば配線基板のＸ方向の辺（図４では長辺）またはＹ方向の辺（図４では短辺）が山状に反
る（図５（ａ）及び（ｂ）に示す反りと反対に反る）と、既存の装置の基板固定手段では
配線基板のステージ上への載置・固定に際して位置ズレが発生したり、配線基板が薄いと
しわが発生しやすくなり、半導体チップの搭載を安定して行うことが困難になる。また、
半導体チップ搭載後に基板の中央部が浮き上がるように反ると、搬送時において、基板押
さえ用ガイドや加熱用カバー等の搬送ルート上方の部材と接触する問題が生じる。これら
の結果、製品の信頼性や生産性が低下する問題が生じる。
【００７５】
　本発明によれば、配線基板の上層配線形成面をチップ搭載面とし、上層配線形成面を上
に向けて搬送レールやステージ上へ載置するため、チップ搭載前において基板中央部が浮
き上がる反りを防止することができる。これは、前述の図５（ａ）及び（ｂ）を用いて説
明した通り、本発明の配線基板は上層配線形成面を上に向けて水平板上へ静置したとき、
上層配線形成面側が谷となるように湾曲する反りが発生しやすいことを利用したものであ
る。
【００７６】
　しかしながら、このように配線基板をその上層配線形成面を上に向けて搬送レールやス
テージ上へ載置した場合であっても、配線基板の搬送方向に沿った辺が谷状に反ると、例
えば図５（ｂ）に示すように搬送方向に沿ったＸ方向の辺（長辺）が谷状に反ると（すな
わち、Ｙ方向に沿った両辺（短辺の両方）が浮き上がるように反ると）、既存の装置では
、浮き上がり部分が搬送ルート上方の部材に接触したりつかえたりするため、基板の搬送
が困難となる。このような反りを生ずる場合、上層配線はＹ方向に多く形成されている、
すなわち上層配線パターンのＹ成分がＸ成分より大きい（Ｘ／Ｙ＜１）。このような配線
基板については、Ｙ成分よりＸ成分の大きい反り制御パターン（Ｘ／Ｙ＞１）を設けて、
上層配線に起因する応力を反り制御パターンによる応力で相さいし、配線基板の反りを抑
えることができる。
【００７７】
　以上のようにして、上層配線と反り制御パターンのＸ成分およびＹ成分のバランスをと
ることにより、配線基板の反りを抑えることができるが、このような反りを抑えた配線基
板であっても、半導体チップの搭載後に、搬送方向に沿った基板中央部が浮き上がる反り
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が発生する問題があった。基板中央部が浮き上がる反りが起きると、チップ搭載基板が、
搬送時に、基板押さえ用ガイドや加熱用カバー等の搬送ルート上方の部材と接触したりつ
かえたりする問題が発生する。この原因は、下層配線形成面に設けられたソルダーレジス
ト層の熱収縮に起因するものと考えられる。半導体チップの搭載工程あるいはさらにその
後の工程における熱処理によって、ソルダーレジストが熱収縮し、配線基板の上面側より
ソルダーレジストが設けられた下面側に大きな収縮力が作用し、基板中央部が浮き上がる
反りが発生するものと考えられる。本発明の配線基板は、上層配線形成面（上面）をチッ
プ搭載面とするため、上面に形成される樹脂層（マウント材等）の量より下層配線形成面
（下面）上の樹脂（ソルダーレジスト）の量が多く、したがって熱収縮量も下面側が大き
くなる。
【００７８】
　本発明は、このようなチップ搭載後の配線基板の反りが抑えられるように、チップ搭載
前の配線基板に特定形状の反りを形成するものであり、そのために、反り制御パターンと
して、上層配線形成面（上面）に凹部内パターンを設ける。この反り制御パターンは、搬
送方向（Ｘ方向）に垂直方向（Ｙ方向）の各辺の両端が浮き上がる反りが形成されるよう
に設ける。例えば、図５（ａ）に示すように、Ｙ方向の各辺（短辺）が谷状に反る（Ｘ方
向の各辺（長辺）が浮き上がる反りを有する）配線基板を形成することができる。このよ
うに、配線基板に予め特定形状の反りを形成しておくことにより、半導体チップ搭載後の
反りの発生を抑えることができる。特定形状の反りをもたらしている応力が、半導体チッ
プ搭載後に生じる応力を相殺し、半導体チップ搭載後の反りが抑えられると考えられる。
【００７９】
　このような配線基板の特定形状の反りは、上層配線と反り制御パターンのＸ成分の合計
成分とＹ成分の合計成分との成分比率（Ｘ／Ｙ）を１より大きくすることにより形成する
ことができる。より十分な反りを発生させる点から、この成分比率（Ｘ／Ｙ）は５５／４
５以上が好ましく、６０／４０以上がより好ましい。この成分比率（Ｘ／Ｙ）が大きくな
り、反りが大きくなりすぎると、既存装置による配線基板の固定および搬送が困難になる
ため、装置の固定・搬送機構に応じて適度な範囲内に設定することが好ましく、例えば９
０／１０以下に設定することができる。
【００８０】
　半導体チップの搭載において、上記のような特定形状の反りを有する配線基板を用いて
も、例えば次の方法をとれば良好に搭載を行うことができる。図７（ａ）及び（ｂ）に、
ステージ上の配線基板の押さえ機構を示す。図７（ａ）には、図５（ａ）に示す配線基板
、すなわちＹ方向に沿った辺（短辺）が谷状に湾曲し、Ｘ方向に沿った辺（長辺）の両方
が浮き上がった反りを有する配線基板７００を、Ｘ方向を搬送方向としてステージ７０１
上に静置した状態が示されている。このような反り形状を有する配線基板は、減圧された
吸引ライン７０２につながるステージ表面の吸引口の吸引力により、配線基板下面がステ
ージ表面に吸着保持されて反りが矯正される。そして、図７（ｂ）に示すように、配線基
板のＹ方向の両端、すなわちＸ方向の辺（長辺）の両方が押さえ部材７０３によって固定
され、その後、半導体チップが搭載される。一方、このような配線基板の保持・固定操作
において、配線基板の中央部が浮き上がるように反っていると、基板中央部が浮き上がっ
たまま基板周縁部が吸引口の吸引力によって保持されるため、良好な固定を行うことは困
難になり、位置ズレが発生したり、基板が薄いとしわが発生しやすくなる。
【００８１】
　上記のように、本発明によれば、半導体チップ搭載前の配線基板のステージ上への固定
を良好に行うことができ位置ズレを防止できるため半導体チップの実装性を高めることが
でき、また、半導体チップ搭載後の反りを防止することができるため、半導体チップ搭載
基板の搬送を良好に行うことができる。その結果、半導体パッケージの生産性を向上でき
、また製品の信頼性を高めることができる。
【００８２】
　本発明の配線基板の反り形状は、前述したように、上層配線形成面（上面）を上にして
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水平板上に静置したときに、基板搬送方向（Ｘ方向）に垂直方向（Ｙ方向）に沿った各辺
の少なくとも中央部が接地し且つ両端が浮き上がる反り形状である。例えば、図５（ａ）
に示すように、Ｙ方向の各辺（短辺）が谷状に湾曲し、Ｘ方向の辺（長辺）の両方が浮き
上がる反り形状である。
【００８３】
　このような反り形状におけるＹ方向の辺（Ｙ辺）の反りは、Ｙ辺の中央部が接地し、そ
の接地領域がＹ辺の中点を含み、且つその接地領域の長さがＹ辺の長さの３分の１以下で
あることが好ましく、４分の１以下であることがより好ましい。一方、Ｘ方向の辺（Ｘ辺
）の反りは、Ｘ辺の中央部が接地していてもよいが、より十分な反り抑制効果を得る点か
らはＸ辺の全体が浮き上がっていることが好ましい。Ｘ辺の中央部が接地している場合は
、その接地領域はＸ辺の中点を含み、その接地領域の長さがＸ辺の長さの３分の１以下が
好ましく、４分の１以下が好ましい。Ｘ辺の接地領域が中央部にあり且つその領域が小さ
いほど、既存の搬送機構において半導体チップ搭載後の反りを容易に抑えることができる
。
【００８４】
　本発明の反り形状において、各辺の両端の浮き上がり量は、ブロック基板のサイズや半
導体チップ搭載後の反りの程度に応じて適宜設定すればよいが、十分な反り制御効果を得
る点から、０．２ｍｍ以上が好ましく、０．５ｍｍ以上がより好ましく、１ｍｍ以上がさ
らに好ましい。一方、必要以上の反りによる不具合を防止する点から、５ｍｍ以下が好ま
しく、４ｍｍ以下がより好ましく、３ｍｍ以下がさらに好ましい。
【００８５】
　本発明により制御しようとする配線基板の反り形状（半導体チップ搭載前の反り形状）
は、前述のようにベース絶縁膜上面側に設けられた凹部内パターン（上層配線および反り
制御パターン）の影響を受ける。配線基板の反りは、凹部内パターンが、Ｘ－Ｙ直交座標
系における一方の座標成分に偏ったパターンを形成している場合に発生しやすい。本発明
における特定の反り形状を得るためには、凹部内パターンのＸ成分とＹ成分の比率（Ｘ／
Ｙ）（以下、パターン成分比率（Ｘ／Ｙ））が１より大きいことが好ましい。
【００８６】
　ここで本発明におけるパターンのＸ成分およびＹ成分とは、それぞれ、Ｘ－Ｙ直交座標
におけるパターン輪郭線のＸ成分およびＹ成分示す。このパターン輪郭線は、凹部内のパ
ターン部材（上層配線部材、反り制御パターン部材）とベース絶縁膜との接線に相当する
。例えば、図８（ａ）に示すパターンにおいてはＬ１～Ｌ４、図８（ｂ）に示すパターン
においてはＬ１～Ｌ８が輪郭線を示す。そして、上記のパターン成分比率（Ｘ／Ｙ）とは
、所定パターンの輪郭線のＹ成分（絶対値）の総和に対するＸ成分（絶対値）の総和の比
率を示す。
【００８７】
　本発明は、上層配線パターンにおいて、Ｘ方向に沿ったライン状パターンとＹ方向に沿
ったライン状パターンのトータル部分が上層配線パターン全体の６０％以上、さらには７
０％以上、特に８０％以上のエリア比率を占める配線基板に対して効果的である。ここで
エリア比率とは、基板平面におけるパターン自体が占有する面積（平面投射面積）に基づ
く比率である。すなわち、上層配線のライン状パターンのエリア比率とは、基板平面にお
いて、上層配線パターンの全体の占有面積に対する、Ｘ方向に沿ったライン状パターン及
びＹ方向に沿ったライン状パターンの合計の占有面積の割合を意味する。Ｘ方向またはＹ
方向に沿ったライン状パターンとその他のパターンが連続している場合、両者のパターン
の境界は、Ｘ方向またはＹ方向に沿った分割線のうち当該ライン状パターンの幅方向の分
割線とする。図９（ａ）及び（ｂ）に、Ｘ方向またはＹ方向に沿ったライン状パターンと
斜めパターンが連続する場合の分割線を示す。
【００８８】
　本発明は、上層配線のパターン成分比率の偏りに応じて、凹部内パターンのパターン成
分比率（Ｘ／Ｙ）が少なくとも１より大きくなるように反り制御パターンを設ける。本発
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明における反り制御パターンは、所望の反り形状が得られるように、そのパターン成分比
率（Ｘ／Ｙ）が１より大きいものを用いる。このパターン成分比率（Ｘ／Ｙ）は、反りを
より効果的に抑える点から、１．５以上が好ましく、３以上がより好ましく、１２以上が
さらに好ましい。特に、反り制御性に優れ且つパターン形成の容易さから、搬送方向（Ｘ
方向）に沿ったライン状パターンからなることが好ましく、典型的にはラインアンドスペ
ースパターンが挙げられる。
【００８９】
　本発明の配線基板における、上層配線のエリア占有率は、５％～７０％の範囲にあるこ
とが好ましく、１０％～６０％の範囲にあることがより好ましく、１５％～４５％の範囲
にあることがさらに好ましい。このエリア占有率が低すぎると、所望の高密度配線ができ
なくなり、エリア占有率が高すぎると、加工精度の点から配線間の絶縁を確保することが
困難になる。
【００９０】
　ここで、上層配線のエリア占有率とは、配線基板の基板平面における一構成単位におい
て、上層配線形成領域の面積に対する上層配線の占める面積の割合をいう。上層配線形成
領域とは、一構成単位内の上層配線の全部を取り囲む最小面積の四辺形内の領域をいう。
また、構成単位とは、所定の半導体チップの１つあるいは一組が搭載された目的の半導体
パッケージに用いる配線基板あるいはこれに対応する基板領域の単位（基板領域単位２０
１に相当）をいう。
【００９１】
　反り制御パターン形成領域における凹部内パターン面積Ａと凹部外面積Ｂとの平面投射
面積比（Ａ／Ｂ）は、加工精度や反り制御効果の点から０．１～０．５の範囲にあること
が好ましく、０．２～０．４の範囲にあることがより好ましい。ここで、反り制御パター
ンの形成領域とは、基板領域単位の外周部に形成された反り制御パターンをＸ方向および
Ｙ方向に沿った直線で取り囲む最小面積の領域をいう。
【００９２】
　また、反り制御パターン形成領域における凹部内パターン面積Ａと凹部外面積Ｂとの平
面投射面積比（Ａ／Ｂ）と、上層配線形成領域（各基板領域単位）における凹部内配線面
積Ｐと凹部外面積Ｑとの平面投射面積比（Ｐ／Ｑ）との比率は、基板のうねりを防止する
点から、０．８～１．２の範囲にあることが好ましく、０．９～１．１の範囲にあること
がより好ましい。上層配線形成領域における凹部内配線は、上層配線に相当し、基板領域
単位内に反り制御パターン（凹部内パターン）としてダミー配線が設けられているときは
、このダミー配線も含まれる。
【００９３】
　反り制御パターンは、上層配線と同時にパターン形成することができ、その材質および
厚みは、それぞれ上層配線の材質および厚みと同様に設定することができる。反り制御パ
ターンの幅や長さ、形状は、上層配線のパターンに応じて設定することができる。また、
反り制御パターンは、そのパターン密度を、基板の構成単位（製品部）内の上層配線パタ
ーンのパターン密度に応じて適宜設定することができ、上層配線パターンの配線密度と少
なくとも同程度のパターン密度をもつパターン領域を有することにより、効果的な反り制
御を行うことができる。
【００９４】
　［ベース絶縁膜］
　以下に本発明におけるベース絶縁膜として、好適な樹脂材料について説明する。
【００９５】
　本発明におけるベース絶縁膜の材料は、耐熱性や機械強度等の所望の特性に応じて、種
々の樹脂材料から選択することができるが、例えば、機械強度および耐熱性の点から、補
強材を耐熱性樹脂に含有させた複合樹脂材料、好適には繊維強化樹脂複合材料を用いるこ
とができる。補強材としては、ガラス又はアラミドからなる補強繊維を好適に用いること
ができ、耐熱性樹脂としては、ガラス転位温度が所定の温度以上、好ましくは１５０℃以
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上のものを用いることができる。ガラス転位温度は、ＪＩＳ　Ｃ６４８１に準拠し、ＤＭ
Ａ（Dynamic Mechanical Analysis）法で測定することができる。この耐熱性樹脂として
は、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、シアネート樹脂、液晶ポリマーが挙げられる。複合
樹脂の製造上の点から、補強繊維への含浸性を考慮すると、エポキシ樹脂を好適に用いる
ことができる。レーザ等による方法で微細なビアホールを良好に形成する点から、補強繊
維の直径は１０μｍ以下であることが好ましい。
【００９６】
　上述のような樹脂材料からなるベース絶縁膜の厚み方向の熱膨張率、弾性率および破断
強度、並びにこれらの温度依存性を考慮して、物性を制御することにより、熱負荷の繰り
返しによるクラック発生や、接続部でのオープン不良等の熱劣化を防止し、信頼性を向上
することができる。例えば、膜厚を２０～１００μｍとし、以下の条件に設定することに
より、優れた機械特性および耐熱性を有する配線基板を提供することができる。なお、絶
縁膜の弾性率および破断強度は、幅１ｃｍの短冊状試験片について「ＪＰＣＡ規格　ビル
トアップ配線板　ＪＰＣＡ－ＢＵ０１　４．２節」に準拠して引張り試験を行い測定する
ことができる。
【００９７】
　（１）厚み方向の熱膨張率が９０ｐｐｍ／Ｋ以下、
温度がｔ℃のときの弾性率をＤｔ、温度がｔ℃のときの破断強度をＨｔとしたとき、
　（２）Ｄ23　≧　５ＧＰａ、
　（３）Ｄ150  ≧　２．５ＧＰａ
　（４）Ｄ-65／Ｄ150  ≦　３．０
　（５）Ｈ23　≧　１４０ＭＰａ
　（６）Ｈ-65／Ｈ150  ≦　２．３。
【００９８】
　条件（１）を満たすことにより、熱負荷の繰り返しによる厚み方向における歪み応力を
低減でき、接続部のオープン不良を防止することができる。条件（２）を満たすことによ
り、半導体パッケージの組み立て時における配線基板の搬送性を十分に確保できる。条件
（３）を満たすことにより、十分なワイヤーボンディング性が確保でき、ＧＰａＤ150≧
２．５ＧＰａを満たし、且つ耐熱性樹脂のガラス転位温度が１５０℃以上であることによ
り、良好なワイヤーボンディング性が得られる。条件（４）を満たすことにより、温度差
による弾性率の変化が小さいため、加熱、冷却工程の繰り返しに起因する歪み応力を低減
し、半導体パッケージの反りを抑えることができる。条件（５）を満たすことにより、ベ
ース絶縁膜の破損が抑えられ、半導体パッケージの組み立て時における配線基板の取り扱
い性や搬送性を十分に確保することができる。条件（６）を満たすことにより、温度差に
よる破断強度の変化が小さいため、ワイヤーボンディングなど高温処理工程に対するベー
ス絶縁膜の耐久性を十分に確保することができる。
【００９９】
　上記の樹脂材料の他、特開２００４－１７９６４７号公報に開示されているような樹脂
材料を用いることができる。すなわち、繰り返し加えられる熱応力によるクラックの発生
を抑え、信頼性に優れた半導体パッケージを得る点から、膜厚３～１００μｍ、２３℃に
おける破断強度８０ＭＰａ以上、－６５℃における破断強度をａ、１５０℃における破断
強度をｂとするとき、比（ａ／ｂ）の値が４．５以下である樹脂材料を用いることができ
る。また、これらの条件に加えて１５０℃における弾性率が２．３ＧＰａ以上である樹脂
材料を好適に用いることができる。また、これらの条件に加えて、－６５℃における弾性
率をｃ、１５０℃における弾性率をｄとするとき、比（ｃ／ｄ）の値が４．７以下である
樹脂材料、さらに、比（ａ／ｂ）の値が２．５以下、あるいは比（ａ／ｂ）の値が２．５
より大きく４．５以下であり且つ比（ａ／ｂ）と比（ｃ／ｄ）の差の絶対値が０．８以下
である樹脂材料を好適に用いることができる。このような樹脂材料としては、上述の繊維
強化樹脂複合材料や耐熱性樹脂自体を用いることができる。
【０１００】
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　［半導体装置の構造］
　次に半導体装置の構造について説明する。
【０１０１】
　図１０に、半導体装置の一例を示す。本実施形態では、配線基板１１０の上層配線１１
２にバンプ１２１が接続され、配線基板の上面側にこのバンプと電気的に接続された半導
体チップ１２０が設置されている。半導体チップは、ＬＳＩ等の集積回路が形成されたシ
リコンチップが挙げられる。半導体チップと配線基板との間にはアンダーフィル１２２が
設けられている。一方、配線基板１１０の下層配線１１４の露出部、すなわちパッド電極
の一部には半田ボール１３１が設置されている。この半田ボールは、下層配線１１４、ビ
アホール内の導電体、上層配線１１２、バンプ１２１を介して、半導体チップ１２０の電
極に電気的に接続されている。このような構成を有する半導体パッケージは、半田ボール
１３１を介してボード（図示せず）に実装される。
【０１０２】
　上記の構成において、モールディングは必要により設けるものであり、省略してもよい
。また、半導体チップの保護や強度が求められる場合は、半導体チップを覆うようにモー
ルド樹脂で被覆することができる。本実施形態では、半導体チップをバンプを介して配線
基板に搭載し、半田ボールを介してボードに実装したが、これらの接続をワイヤーボンデ
ィング法やテープボンディング法により行うこともできる。
【０１０３】
　図２を用いて説明した多層配線構造を有する配線基板についても、以上に説明した実施
形態と同様にして、半導体チップを搭載し、ボードに実装することができる。また、半導
体チップを配線基板へ搭載するときの接続、半導体チップが搭載された配線基板をボード
へ実装するときの接続は、ワイヤーボンディング法やテープボンディング法により行うこ
ともできる。
【０１０４】
　［配線基板の製造方法］
　以下に、配線基板の製造方法について説明する。図１１に、図１に示す配線基板の製造
工程断面図を示す。
【０１０５】
　まず、図１１（ａ）に示すように、ステンレス鋼やＣｕ、Ｃｕ合金等の金属からなる支
持基板１４１を用意し、この支持基板上に、上層配線パターン、反り制御パターン及び支
持パターンに対応する開口パターンを有するレジスト層１４２を形成する。この開口パタ
ーン内に、例えばメッキ法により、高エッチングレート層１１２ｃ、エッチングバリア層
１１２ａ及びパターン本体層１１２ｂをこの順で形成する。高エッチングレート層１１２
ｃは、例えばＣｕ単層、Ｎｉ単層、Ｃｕ層とＮｉ層からなる２層メッキ層が挙げられ、そ
の厚みは例えば０．５～１０μｍに設定することができる。エッチングバリア層１１２ａ
は、例えばＮｉ、Ａｕ、Ｐｄ等からなるメッキ層が挙げられ、その厚みを例えば０．１～
７μｍに設定することができる。パターン本体層１１２ｂは、例えばＣｕ、Ｎｉ、Ａｕ、
Ａｌ、Ｐｄ等からなるメッキ層が挙げられ、その厚みを例えば２～２０μｍに設定するこ
とができる。高エッチングレート層およびエッチングバリア層の材料は、支持基板の材料
に対するエッチングレートを考慮して適宜選択することができる。材料の組み合わせの好
適な例として、ステンレス鋼からなる支持基板に対するエッチングバリア層としてＡｕメ
ッキ層が挙げられ、銅または銅合金からなる支持基板に対するエッチングバリア層として
Ｎｉメッキ層を挙げることができる。Ｎｉメッキ層は、高温下での半田の拡散を防止する
機能を有する。そのため、半導体チップの搭載工程や半導体パッケージの実装工程におけ
る半田の拡散防止を目的として、Ｎｉ層をパターン本体層１１２ｂとエッチングバリア層
１１２ａの間に設けることができる。
【０１０６】
　次に、図１１（ｂ）に示すようにレジスト層１４２を除去した後、図１１（ｃ）に示す
ように、上層配線１１２、反り制御パターン（図示せず）及び支持パターン（図示せず）
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を覆うように支持基板１４１上にベース絶縁膜１１１を形成する。このベース絶縁膜１１
１は、例えば、絶縁性樹脂フィルムを支持基板上に貼り付けてプレスし、例えば１００～
４００℃で１０分～２時間保持して硬化することにより形成できる。そして、上層配線１
１２の直上域のベース絶縁膜１１１に、例えばレーザ加工法によりビアホール１１３を形
成する。
【０１０７】
　次に、図１１（ｄ）に示すように、ビアホール１１３内に導電性材料を埋め込むととも
にベース絶縁膜１１１上に下層配線１１４を形成する。ビアホール１１３内の導電性材料
および下層配線１１４は、例えばＣｕ、Ｎｉ、Ａｕ、Ａｌ、Ｐｄ等からなるメッキ層を形
成し、これをパターニングして形成することができ、その厚みを例えば２～２０μｍに設
定することができる。次に、下層配線１１４の一部を覆い、残部を露出させるように厚み
５～４０μｍ程度のソルダーレジスト層１１５を形成する。このソルダーレジスト層は省
略することができる。また、このソルダーレジスト層を形成しないで、下層配線の１１４
の全体を覆うようにベース絶縁膜上に層間絶縁膜を形成し、これにビアホールを形成し、
このビアホールを導電性材料で埋め込むとともに第２の下層配線を形成することにより、
支持基板上に前述の多層配線構造を形成することができる。
【０１０８】
　次に、図１１（ｅ）に示すように、化学的エッチングあるいは研磨により、上層配線１
１２の表面が露出するように支持基板１４１の全部を除去する。次に、高エッチングレー
ト層１１２ｃをエッチング除去する。これにより、図１に示す実施形態の配線基板が得ら
れる。このとき、支持基板と高エッチングレート層が同じ材料で形成されている場合は、
一度のエッチング処理でよい。
【０１０９】
　なお、高エッチングレート層１１２ｃを設けずに最表層にエッチングバリア層１１２ａ
を設けている場合は、支持基板をエッチング除去した後に、図３に示す実施形態の配線基
板を得ることができる。
【０１１０】
　支持基板１４１は、電解めっき法により支持基板上に配線用導電体層を形成する点、配
線基板形成後の支持基板の除去のし易さの点から、導電性材料、特に金属材料から形成す
ることが好ましい。その厚みは、配線基板の形成時や形成後において十分な強度を確保す
る点から０．１～１ｍｍ程度に設定することができる。薄すぎると十分な強度が確保でき
ず、厚すぎると重量が増大して取り扱い性が低下するとともに、基板に反りやうねりが生
じやすくなり、微細な配線の形成が困難となる。支持基板の材料は、導電性材料や金属材
料に限られず、シリコンウェハ、ガラス、セラミック、樹脂等の絶縁性材料からなる基板
を用いることができる。絶縁性材料からなる支持基板を用いる場合は、レジスト層１４２
を形成した後に無電解メッキ法により配線用導電体層を形成するか、または、レジスト層
１４２を形成した後に無電解メッキ法、スパッタリング法もしくは蒸着法等の成膜方法に
より下地導電体層を形成し、その後に電解メッキ法により配線用導電体層を形成すること
ができる。
【０１１１】
　［半導体装置の製造方法］
　以上のようにして形成された配線基板を用いて、周知の方法により、例えば前述の図１
０に示すようにバンプを介して半導体チップを搭載し、必要によりアンダーフィルを充填
し、さらに必要によりモールド樹脂により封止して半導体パッケージを形成することがで
きる。得られた半導体パッケージは、周知の方法でボードに実装することができる。
【０１１２】
　上記製造方法において、配線基板は、上層配線形成面を上にして搬送用ガイドレール上
へ置かれる。図５（ａ）に示す反り形状を有する配線基板の場合は、Ｘ方向を搬送方向と
することができる。ステージへ搬送され、ステージ上へ載置された配線基板は前述の図７
を用いて説明したようにステージ上で固定される。次に、固定された配線基板上へ半導体
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チップを搭載する。その後、半導体チップが搭載された配線基板は、搬送方向の両辺を支
持する二本のガイドレールに従って次の工程へ搬送される。従来の配線基板では、半導体
チップ搭載後に、搬送方向に沿った基板中央部が浮き上がるように反るため、ガイドレー
ル上の基板の両辺を押さえる基板押さえ用ガイドや加熱用カバー等の搬送ルート上方の部
材と配線基板の上部とが接触していた。本発明によればこの反りが抑えられるため、この
接触を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の配線基板の配線構造の例を示す断面図。
【図２】本発明の配線基板の配線構造の他の例を示す断面図。
【図３】本発明の配線基板の配線構造の他の例を示す断面図。
【図４】本発明の配線基板の配線構造の例を示す平面図。
【図５】配線基板の反り形状を説明するための図。
【図６】本発明の配線基板のパターンの一部を示す図。
【図７】ステージ上の配線基板の押さえ機構を示す図。
【図８】本発明におけるパターンのＸ成分およびＹ成分を説明するための平面図。
【図９】本発明におけるパターンの境界を説明するための平面図。
【図１０】本発明の半導体装置の一例を示す断面図。
【図１１】本発明の配線基板の製造工程断面図。
【図１２】従来の配線基板を説明するための製造工程断面図。
【図１３】本発明に関連する配線基板を説明するための断面図。
【図１４】本発明の配線基板の配線構造の他の例を示す断面図。
【符号の説明】
【０１１４】
　１１０　配線基板
　１１１　ベース絶縁膜
　１１１ａ　凹部
　１１２　上層配線
　１１２ａ　エッチングバリア層
　１１２ｂ　配線本体層
　１１２ｃ　高エッチングレート層
　１１３　ビアホール
　１１４　下層配線
　１１５　ソルダーレジスト層
　１１６　層間絶縁膜
　１１７　ビアホール
　１１８　第２の下層配線
　１２０　半導体チップ
　１２１　バンプ
　１２２　アンダーフィル
　１３１　半田ボール
　１４１　支持基板
　１４２　レジスト層
　２０１　配線基板の構成単位（製品部）
　２０２　配線基板の周縁領域
　２０２ａ　配線基板の格子状領域
　３０１　ラインアンドスペースパターンからなるパターン領域単位
　３０２　円形ベタパターンからなるパターン領域単位
　５０１　金属板
　５０２　絶縁層
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　５０３　ビアホール
　５０４　配線パターン
　５０５　フリップチップパッド部
　５０６　絶縁層
　５０７　基板補強体
　５０８　外部電極端子
　６０１　支持板
　６０２　電極
　６０３　絶縁層
　６０４　ビアホール
　６０５　配線
　６０６　支持体
　６０７　配線基板
　７００　配線基板
　７０１　ステージ
　７０２　吸引ライン
　７０３　基板押さえ部材
　１００１　ベース絶縁膜（コア膜）
　１００２　上層配線
　１００３　ビア導電体
　１００４　下層配線
　１００５、１００６　ソルダーレジスト層

【図１】 【図２】
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