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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下型と、
　前記下型の上に配置されて、下面側に凹部が設けられ、前記凹部の底面周縁部に該凹部
の開口部側に突出して部分的に底上げする突起部が設けられた上型と、
　前記上型の下面側に設けられ、吸引吸着によって前記凹部の凹面に沿って密着する保護
フィルムとを
含む樹脂封止装置と、
　接続バンプを介して複数の配線基板が積層された積層配線基板とを用意する工程と、
　前記下型と前記上型の凹部との間に前記積層配線基板を配置して挟んだ状態で、樹脂供
給部から前記複数の配線基板の間を含むキャビティに溶融した樹脂を流入させて樹脂封止
する工程とを有し、
　前記樹脂封止する工程で、前記凹部の底面と前記突起部とにより前記保護フィルムが最
上の前記配線基板の上面に押圧され、前記保護フィルムが前記最上の配線基板の上面全体
に接触することを特徴とする積層配線基板の樹脂封止方法。
【請求項２】
　前記突起部の高さは、前記保護フィルムが前記上型の下面に吸引吸着される際に、前記
上型の前記凹部の底面中央部と底面周縁部において、前記保護フィルムの下面が同一の高
さになるように設定されることを特徴とする請求項１に記載の積層配線基板の樹脂封止方
法。
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【請求項３】
　前記上型の凹部の底面周縁部に設けられた突起部は、リング状に繋がって形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の積層配線基板の樹脂封止方法。
【請求項４】
　前記保護フィルムはテフロン（登録商標）からなることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか一項に記載の積層配線基板の樹脂封止方法。
【請求項５】
　前記積層配線基板の下側の配線基板の上に半導体チップが実装され、前記半導体チップ
と上側の前記配線基板との間に前記樹脂が充填されることを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の積層配線基板の樹脂封止方法。
【請求項６】
　下型と、
　前記下型の上に配置されて、下面側に凹部が設けられ、前記凹部の底面周縁部に該凹部
の開口部側に突出して部分的に底上げする突起部が設けられた上型と、
　前記上型の下面側に設けられ、吸引吸着によって前記凹部の凹面に沿って密着する保護
フィルムとを有し、
　接続バンプを介して複数の配線基板が積層された積層配線基板を、前記下型と前記上型
の凹部との間に配置して挟んだ状態で、樹脂供給部から前記複数の配線基板の間を含むキ
ャビティに溶融した樹脂を流入させて樹脂封止することを含み、
　前記樹脂封止する際に、前記凹部の底面と前記突起部とにより前記保護フィルムが最上
の前記配線基板の上面に押圧され、前記保護フィルムが前記最上の配線基板の上面全体に
接触することを特徴とする樹脂封止装置。
【請求項７】
　前記突起部の高さは、前記保護フィルムが前記上型の下面に吸引吸着される際に、前記
上型の前記凹部の底面中央部と底面周縁部において、前記保護フィルムの下面が同一の高
さになるように設定されることを特徴とする請求項６に記載の樹脂封止装置。
【請求項８】
　前記上型の凹部の底面周縁部に設けられた突起部は、リング状に繋がって形成されてい
ることを特徴とする請求項６又は７に記載の樹脂封止装置。
【請求項９】
　前記保護フィルムはテフロン（登録商標）からなることを特徴とする請求項６又は７に
記載の樹脂封止装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接続バンプを介して積層された配線基板の間に樹脂を封止する積層配線基板
の樹脂封止方法及び樹脂封止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、樹脂封止型の各種の半導体装置がある。特許文献１には、基板上に搭載した半導
体チップを片面樹脂モールドする装置において、上型あるいは下型の一方に基板をエア吸
引して吸着支持する吸着手段を設け、上型あるいは下型の他方に樹脂の剥離を容易にする
ためのリリースフィルムを吸着支持する吸着支持手段を設けることが記載されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、半導体チップが搭載された第１配線基板の上にはんだボールを
介して第２配線基板を積層して接続し、それを金型に設置し、金型の開口部から第１、第
２配線基板の間にモールド樹脂を充填することが記載されている。
【特許文献１】特開平８－１４２１０６号公報
【特許文献２】ＷＯ　２００７／０６９６０６　Ａ１
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　後述する関連技術の欄で説明するように、接続バンプを介して積層された配線基板の間
に、モールド型を使用するトランスファーモールド工法によって樹脂を充填する場合、樹
脂の流入によって上側の配線基板が押し上げられることにより配線基板間の接続不良を引
き起こすことがある。
【０００５】
　本発明は以上の課題を鑑みて創作されたものであり、接続バンプを介して積層された配
線基板の間に、不具合が発生することなく樹脂を信頼性よく充填できる積層配線基板の樹
脂封止方法及び樹脂封止装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明は積層配線基板の樹脂封止方法に係り、下型と、前記
下型の上に配置されて、下面側に凹部が設けられ、前記凹部の底面周縁部に該凹部の開口
部側に突出して部分的に底上げする突起部が設けられた上型と、前記上型の下面側に設け
られ、吸引吸着によって前記凹部の凹面に沿って密着する保護フィルムとを含む樹脂封止
装置と、接続バンプを介して複数の配線基板が積層された積層配線基板とを用意する工程
と、前記下型と前記上型の凹部との間に前記積層配線基板を配置して挟んだ状態で、樹脂
供給部から前記複数の配線基板の間を含むキャビティに溶融した樹脂を流入させて樹脂封
止する工程とを有し、前記樹脂封止する工程で、前記凹部の底面と前記突起部とにより前
記保護フィルムが最上の前記配線基板の上面に押圧され、前記保護フィルムが前記最上の
配線基板の上面全体に接触することを特徴とする。
【０００７】
　本発明の樹脂封止方法では、下型と上型の凹部との間に積層配線基板が挟まれて配置さ
れ、積層配線基板の間を含むキャビティに溶融した樹脂が充填される。上型の凹部の底面
周縁部には、凹部の開口部側に突出して部分的に底上げする突起部が設けられている。そ
して、上型の下面側には凹部の凹面に沿って保護フィルムが吸引吸着されている。
【０００８】
　吸引吸着される保護フィルムは凹部の底面周縁部で強く吸引される傾向があり、その部
分で厚みが薄くなりやすい。このため、積層配線基板の最上の配線基板の周縁部上に隙間
が生じることから、樹脂を流入させる際にその押し上げ力によって配線基板が上側に反る
ので、積層配線基板の間で接続不良が発生しやすい。
【０００９】
　本発明では、吸引吸着される保護フィルムが薄くなりやすい上型の凹部の底面周縁部に
突起部を設けて底上げしているので、上型の凹部の底面周縁部での保護フィルムの沈み込
みを防止することができる。従って、積層配線基板の最上の配線基板は、その上面全体が
保護フィルムに当接して下型及び上型によって保持されるので、流入される樹脂による押
し上げ力に耐えることができる。
【００１０】
　これにより、積層配線基板の間に樹脂を充填する際に、積層配線基板間の接続不良の発
生が防止される。
【００１１】
　本発明の好適な態様では、上型の凹部の底面周縁部に設けられる突起部の高さは、保護
フィルムが上型の下面に吸引吸着される際に、上型の凹部の底面中央部と底面周縁部にお
いて、保護フィルムの下面が同一の高さになるように設定される。
【００１２】
　また、積層配線基板の下側の配線基板の上に半導体チップが実装され、半導体チップと
上側の前記配線基板との間に樹脂が充填されるようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
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　以上説明したように、本発明では、接続バンプを介して積層された配線基板の間に、不
具合が発生することなく樹脂を信頼性よく充填することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　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説明する。
【００１５】
　本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を説明する前に、本発明に関連する関
連技術の問題点について説明する。図１及び図２は関連技術の積層配線基板の樹脂封止方
法を示す断面図である。
【００１６】
　関連技術の樹脂封止方法では、図１に示すように、まず、下型１２０及び上型１４０か
ら構成されるモールド型１００を用意する。上型１４０の下面側には、樹脂が充填される
キャビティを構成するための凹部１４０ａが設けられている。さらに、上型１４０の下面
には凹部１４０ａの凹面に沿って保護フィルム２００が設けられている。保護フィルム２
００は、樹脂を流入する際に上型１４０への樹脂の付着を防止するために設けられる。
【００１７】
　そして、下型１２０と上型１４０の凹部１４０ａとの間に、第１配線基板３２０の上に
はんだバンプ３６０を介して第２配線基板３４０が積層された積層配線基板３００が配置
される。積層配線基板３００では、第１配線基板３２０の上面側の接続パッドＰ１がはん
だバンプ３６０を介して第２配線基板３４０の下面側の接続パッドＰ２に電気接続されて
いる。
【００１８】
　積層配線基板３００が下型１２０と上型１４０によって挟まれることにより、上型１４
０（保護フィルム２００）と第２配線基板３４０と第１配線基板３２０とにより樹脂が流
入されるキャビティＣが構成される。キャビティＣの横近傍の保護フィルム２００の下面
と第１配線基板３２０と上面とには隙間が設けられており、そこがキャビティＣに繋がる
樹脂供給部Ｂ（モールドゲート）となっている。
【００１９】
　上型１４０には保護フィルム２００を吸引吸着するための多数の吸引口１４０ｘが設け
られている。吸引口１４０ｘから真空ポンプでエアを吸引することにより、保護フィルム
２００が上型１４０の凹部１４０ａの凹面に沿って吸着される。保護フィルム２００は弱
い弾性を有するテフロン（登録商標）などから形成される。
【００２０】
　このとき、上型１４０の凹部１４０ａの底面周縁部Ａは凹部１４０ａの底面と側面が交
差する部分であるため、保護フィルム２００が吸引口１４０ｘ側に局所的に吸い込まれや
すい。このため、上型１４０の凹部１４０ａの底面周縁部Ａに配置された保護フィルム２
００はその部分だけ局所的に薄くなってしまう。従って、積層配線基板３００の上側の第
２配線基板３４０の周縁部上では、保護フィルム２００が第２配線基板３４０に密着せず
に、そこに隙間Ｈが生じた状態となる。
【００２１】
　次いで、図２に示すように、溶融した樹脂を樹脂供給部ＢからキャビティＣ側に流入さ
せて、キャビティＣ内に樹脂２２０を充填する。
【００２２】
　このとき、図３の部分拡大図を加えて参照すると、積層配線基板３００の上側の第２配
線基板３４０の周縁部上には隙間Ｈが生じているので、その部分はモールド型１００での
保持力が緩くなっている。つまり、第２配線基板３４０の周縁部上には、第２配線基板３
４０が上側に押し上げられるスペースが生じてしまう。
【００２３】
　従って、特に積層配線基板３００が薄型基板からなる場合、溶融した樹脂２２０がキャ
ビティＣに流入する際に、第２配線基板３４０は樹脂２２０の流入による上側に押し上げ
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る力に耐えることができず、第２配線基板３４０の端部が上側に反ってしまう。
【００２４】
　このため、第２配線基板３４０の樹脂流入部Ｂ側の端部では、はんだバンプ３６０の接
合不良が発生しやすく、第１配線基板３２０と第２配線基板３４０との間で接続不良を引
き起こすことがある。四角状の第２配線基板３４０の樹脂流入部Ｂ側の一辺の縁部につい
て説明したが、他の辺の縁部においても同様な接続不良が発生するおそれがある。
【００２５】
　以下に説明する本実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法は、前述した不具合を解消す
ることができる。
【００２６】
　（実施の形態）
　最初に、本実施形態で使用される積層配線基板について説明する。図４及び図５は本発
明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法で使用される積層配線基板を示す断面図であ
る。
【００２７】
　図４に示すように、本実施形態で使用される積層配線基板３０は、第１配線基板３２の
上にはんだバンプ３６を介して第２配線基板３４が積層されて構成される。
【００２８】
　第１配線基板３２では、厚み方向の中央部にガラスエポキシ樹脂などの絶縁性のコア基
板４０が配置され、コア基板４０にはスルーホールＴＨが設けられている。コア基板４０
の両面側にはスルーホールＴＨ内に充填された貫通電極４２を介して相互接続された第１
配線層５０がそれぞれ形成されている。
【００２９】
　あるいは、コア基板４０のスルーホールＴＨの内壁に設けられたスルーホールめっき層
（貫通電極）を介して両面側の第１配線層５０が相互接続され、スルーホールＴＨの孔が
樹脂で充填されていてもよい。
【００３０】
　コア基板４０の両面側には第１配線層５０を被覆する層間絶縁層６０がそれぞれ形成さ
れている。層間絶縁層６０は、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂などの絶縁樹脂からなり、
樹脂フィルムを貼着するなどして形成される。また、コア基板４０の両面側の層間絶縁層
６０には第１配線層５０に到達するビアホールＶＨがそれぞれ設けられている。
【００３１】
　コア基板４０の両面側の層間絶縁層６０の上には、ビアホールＶＨ（ビア導体）を介し
て第１配線層５０に接続される第２配線層５２がそれぞれ形成されている。コア基板４０
の両面側において、第２配線層５２として各接続パッドＰ１，Ｐ２がそれぞれ示されてい
る。
【００３２】
　さらに、コア基板４０の両面側には、各接続パッドＰ１，Ｐ２上に開口部６２ａが設け
られたソルダレジスト６２がそれぞれ形成されている。コア基板４０の両面側の各接続パ
ッドＰ１，Ｐ２の表面には、下から順に、ニッケル層／金めっき層が形成されてコンタク
ト部（不図示）がそれぞれ設けられている。
【００３３】
　また、第２配線基板３４では、コア基板４０にスルーホールＴＨが設けられており、コ
ア基板４０の両面側にはスルーホールＴＨ内に充填された貫通電極４２を介して相互接続
された配線層５０がそれぞれ設けられている。コア基板４０の両面側において、配線層５
０として各接続パッドＰ１，Ｐ２がそれぞれ示されている。
【００３４】
　コア基板４０の両面側には、各接続パッドＰ１，Ｐ２上に開口部６２ａが設けられたソ
ルダレジスト６２がそれぞれ形成されている。コア基板４０の両面側の各接続パッドＰ１
，Ｐ２の表面には、下から順に、ニッケル層／金めっき層が形成されてコンタクト部（不



(6) JP 5172590 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

図示）がそれぞれ設けられている。
【００３５】
　そして、第１配線基板３２の上面側の接続パッドＰ２と第２配線基板３４の下面側の接
続パッドＰ１との間にはんだバンプ３６が配置され、はんだバンプ３６によって第１配線
基板３２と第２配線基板３４とが相互接続されている。
【００３６】
　第１配線基板３２の上にはんだボールを介して第２配線基板３４を配置し、リフロー加
熱することにより、第１配線基板３２と第２配線基板３４とがはんだバンプ３６によって
電気接続される。積層配線基板３０を接続する接続バンプ（接続端子）としてはんだバン
プ３６を例示するが、金バンプなどの各種の導電性バンプを使用することができる。
【００３７】
　第１配線基板３２と第２配線基板３４との間にははんだバンプ３６の高さに相当するギ
ャップｄが設けられており、後述する本実施形態の樹脂封止装置によってそのギャップｄ
に樹脂が充填される。第１、第２配線基板３２，３４は薄型化されており、各厚みは例え
ば１００～３００μｍである。また、はんだバンプ３６の高さ（第１、第２配線基板３２
，３４間のギャップｄ）は例えば１５０μｍである。
【００３８】
　なお、第１、第２配線基板３２，３４において、コア基板４０の両面側に形成される配
線層の積層数は任意に設定することができる。また、コア基板４０をもたないコアレス配
線基板を使用してもよい。
【００３９】
　また、図４では２つの配線基板３２，３４が積層された例を示すが、配線基板の積層数
は任意（２以上の整数）に設定することができる。そして、複数の配線基板の間の各ギャ
ップに本実施形態の樹脂封止装置によって樹脂が一括して充填される。
【００４０】
　図５には、半導体チップが内蔵された積層配線基板３０ａが示されている。上記した図
４の第１配線基板３２の上面中央部の接続パッドＰ２に半導体チップ７０の接続バンプ７
２がフリップチップ接続されている。さらに、半導体チップ７０と第１配線基板３２の間
にアンダーフィル樹脂７４が充填されている。
【００４１】
　そして、図４と同様に、第１配線基板３２の上面周縁側の接続パッドＰ２と第２配線基
板３４の下面周縁側の接続パッドＰ１とがはんだバンプ３６を介して相互接続されている
。はんだバンプ３６の高さは半導体チップ７０の厚みより高く設定され、半導体チップ７
０が第２配線基板３４の下の収容部に配置される。そして、第１配線基板３２及び半導体
チップ７０と第２配線基板３４との間のギャップｄ１，ｄ２に本実施形態の樹脂封止装置
によって樹脂が充填される。
【００４２】
　図５においても、配線基板の積層数は任意（２以上の整数）に設定することができ、任
意の配線基板に半導体チップを実装することができる。半導体チップの他に、キャパシタ
などの受動素子を実装してもよい。図５の他の要素は図４と同一であるので、同一符号を
付してその説明を省略する。
【００４３】
　次に、本実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法について説明する。図６～図８は本発
明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図である。
【００４４】
　まず、本実施形態で使用される樹脂封止装置１について説明する。図６に示すように、
本実施形態の樹脂封止装置１は、下型１２及び上型１４により基本構成されるモールド型
１０を備える。モールド型１０はトランスファーモールド工法で使用される金型である。
【００４５】
　下型１２の一端側には、開口部１２ａが設けられており、その中には上下移動するプラ
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ンジャ（加圧棒）１６が挿入されている。また、下型１２のワークが配置される部分は、
支持台１３の上に取り外し可能なステージ部材１５が配置されて構成される。厚みの異な
るステージ部材１５に変更することにより、ワークの厚みに対応して下型１２と上型１４
との間のギャップを調整することができる。
【００４６】
　上型１４の下面側の中央主要部には、樹脂が流入されるキャビティＣを構成するための
凹部１４ａが設けられている。さらに、上型１４の凹部１４ａの近傍には凹状のポット１
４ｂが設けられている。
【００４７】
　また、上型１４の下面側には、凹部１４ａ及びポット１４ｂの凹面に沿って保護フィル
ム２０が設けられている。ポット１４ｂ内には樹脂タブレット２２が挿入されている。樹
脂タブレット２２の材料としては、エポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂が使用される。
【００４８】
　そして、ワークとして前述した積層配線基板３０が下型１２と上型１４の凹部１４ａ（
保護フィルム２０）との間に挟まれて配置される。図６では図４の積層配線基板３０が簡
略化されて描かれている。上型１４の凹部１４ａは積層配線基板３０の上側の第２配線基
板３４の大きさに概ね対応しており、上型１４の凹部１４ａ内に第２配線基板３４が収容
される。
【００４９】
　上型１４の凹部１４ａ（保護フィルム２０）と積層配線基板３０とによって樹脂が充填
されるキャビティＣが構成される。保護フィルム２０はキャビティＣに樹脂を充填する際
に上型１４への樹脂付着を防止するために設けられる。保護フィルム２０としては、弱い
弾性を有するテフロン（登録商標）などが使用される。
【００５０】
　上型１４の凹部１４ａとポット１４ｂの間において、下型１２の上面と保護フィルム２
０の下面とには隙間が設けられており、そこがキャビティＣに繋がる樹脂供給部Ｂ（モー
ルドゲート）となっている。ポッド１４ｂ内で溶融され樹脂が樹脂供給部Ｂを通ってキャ
ビティＣに流入する。
【００５１】
　上型１４には多数の吸引口１４ｘが設けられており、吸引口１４ｘから真空ポンプでエ
アを吸引することにより、保護フィルム２０が上型１４の凹部１４ａ及びポット１４ｂの
凹面に沿って吸着される。
【００５２】
　上型１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａには、凹部１４ａの開口部側（図６では下側）に
突き出るリング状の突起部５が部分的に設けられている。つまり、上型１４の凹部１４ａ
の底面において、周縁部の面を中央部の面より凹部１４ａの開口部側に突出させて底上げ
している。
【００５３】
　図６の部分平面図を加えて参照すると、上型１４の凹部１４ａの底面において、その周
縁部にリング状に突出部５（斜線部）が繋がって形成されている。
【００５４】
　図６では、説明を容易にするため、上型１４の吸引口１４ｘからエアを吸引する前の状
態を仮想的に示しており、保護フィルム２０は上型１４の突起部５を備えた凹部１４ａの
面に沿ってその厚みが変化することなく配置される。つまり、保護フィルム２０が吸引吸
着される前は、凹部１４ａの周縁部に配置された保護フィルム２０の面は、凹部１４ａの
中央部に配置された保護フィルム２０面より突出部５の高さ分だけ突出して配置される。
【００５５】
　前述した関連技術（図３）において、上型１４０の凹部１４０ａに保護フィルム２００
を吸着させる際に、上型１４０の凹部１４０ａの底面周縁部の保護フィルム２００が中央
部の保護フィルム２００より薄くなることを説明した。
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【００５６】
　本実施形態では、それを鑑み、突出部５の高さ（底上げ量）は、凹部１４ａの底面中央
部の保護フィルムの厚みと底面周縁部の保護フィルムとの差分に相当するように設定され
る。これにより、上型１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａに配置された保護フィルム２０が
吸引される際の膜減り分を突起部５によって補充することができる。
【００５７】
　次いで、図７に示すように、積層配線基板３０を下型１２と上型１４とで挟んだ状態で
上型１４の吸引口１４ｘから真空ポンプによってエアを吸引する。本実施形態では、上型
１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａに保護フィルム２０が薄くなる分に対応する高さの突起
部５を設けて底上げしている。
【００５８】
　このため、上型１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａの保護フィルム２０が薄くなるとして
も、凹部１４ａの周縁部及び中央部において保護フィルム２０の面は全体にわたって略同
一の高さとなり、第２配線基板３４の上面全体に保護フィルム２０が当接するようになる
。
【００５９】
　例えば、上側の第２配線基板３４の面積が６４×６４ｍｍの場合、上型１４の凹部１４
ａの周縁部に設ける突起部５の幅（図６の部分平面図のＷ）は５ｍｍ程度に設定される。
また、突起部５の高さ（底上げ量）は、上型１４の凹部１４ａの底面内で保護フィルム２
０の下面全体が同一の高さになるように、その材料や厚みによって調整される。例えば、
保護フィルム２０として、厚みが５０～１００μｍのテフロン（登録商標）シートを使用
する場合は、突起部５の高さ（底上げ量）は５～１０μｍの間で調整される。
【００６０】
　このようにして、積層配線基板３０を下型１２と上型１４とで挟むことにより、積層配
線基板３０の間の領域と第２配線基板３４の側方領域に樹脂が流入するキャビティＣが構
成される。
【００６１】
　この状態で、プランジャ１６を上側に移動させて樹脂タブレット２２を加圧すると共に
、加熱手段を有する上型１４によって樹脂タブレット２２を１７０～１８０℃の温度で加
熱して溶融させる。樹脂タブレット２２をプランジャ１６で加圧しながら溶融させること
により、樹脂内のボイドを無くすことができる。
【００６２】
　ポット１４ｂで溶融された樹脂２４は樹脂供給部Ｂを通ってキャビティＣ側に流入して
いく。モールド型１０の樹脂供給部Ｂと反対側から真空ポンプによってキャビティＣ内が
減圧されており、これにより溶融した樹脂２４がスムーズにキャビティＣ側に流入してい
く。
【００６３】
　このようにして、図８に示すように、キャビティＣの全体に樹脂２４が充填されて樹脂
封止される。さらに、キャビティＣ内の樹脂２４がゲル化するまで下型１２と上型１４を
保持した状態とする。その後に、積層配線基板３０から上型１４及び下型１２を取り外し
、樹脂供給部Ｂに形成されたゲート樹脂部を折り取ることにより充填された樹脂２４から
分離する。
【００６４】
　図９の部分拡大図を加えて参照すると、本実施形態では、上型１４の凹部１４ａの底面
周縁部Ａに突起部５を設けて底上げすることにより、保護フィルム２０を上型１４の凹部
１４ａに吸引吸着させる際に、保護フィルム２０の膜減り分を補充することができる。
【００６５】
　これにより、第２配線基板３４の上面全体に保護フィルム２０が当接して下型１２及び
上型１４によって第２配線基板３４の全体を保持することができる。従って、前述した関
連技術と違って、第２配線基板３４の周縁部上に隙間が生じなくなるので、流入する樹脂
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によって第２配線基板を上側に押し上げる力がかかるとしても、第２配線基板３４はそれ
に耐えることができ、反りが発生するおそれがなくなる。
【００６６】
　これにより、第１配線基板３２及び第２配線基板３４とはんだバンプ３６との接合が破
壊されることが防止される。従って、特に積層配線基板３０の第１、第２配線基板３２，
３４の厚みが１００～３００μｍ程度に薄型化されて剛性が弱い場合であっても、第１、
第２配線基板３２，３４の間に樹脂２４を充填する際に、それらの間に接続不良が発生す
ることが防止され、製造歩留りを向上させることができる。
【００６７】
　なお、前述した図６の部分平面図の例では、上型１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａにリ
ング状に突起部５を繋げて設けているが、上型１４の凹部１４ａの底面周縁部Ａのうち積
層配線基板３０のはんだバンプ３６に対応する部分などに分割して突起部５を設けてもよ
い。
【００６８】
　図１０には、前述した図４の積層配線基板３０の第１、第２配線基板３２，３４の間に
樹脂２４が充填された様子が示されている。図１０の積層配線基板３０では、第２配線基
板３４の上面側の接続パッドＰ２に半導体チップがフリップチップ接続され、第１配線基
板３２の下面側の接続パッドＰ１に接続端子が設けられて半導体装置が構成される。
【００６９】
　また、図１１には、前述した図５の半導体チップ７０が内蔵された積層配線基板３０ａ
の間に樹脂２４が充填されて構成される半導体装置３１が示されている。
【００７０】
　図１１の半導体装置３１では、第１配線基板３２の上に実装された半導体チップ７０が
第２配線基板３４の下の収容部に配置され、第１、第２配線基板３２，３４の間に充填さ
れた樹脂２４内に埋設されている。そして、第１配線基板３２の下面側の接続パッドＰ１
に接続端子が設けられる。第２配線基板３４の上面側の接続パッドＰ２に半導体チップを
さらに実装してもよい。
【００７１】
　以上のように、本実施形態の樹脂封止方法では、積層された配線基板の間に信頼性よく
樹脂封止できるので、電気接続の十分な信頼性を有する積層配線基板及び半導体装置が製
造される。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は本発明に関連する関連技術の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（
その１）である。
【図２】図２は本発明に関連する関連技術の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（
その２）である。
【図３】図３は本発明に関連する関連技術の積層配線基板の樹脂封止方法の問題点を説明
する断面図である。
【図４】図４は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法で使用される積層配線基
板を示す断面図（その１）である。
【図５】図５は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法で使用される積層配線基
板を示す断面図（その２）である。
【図６】図６は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（その１）
である。
【図７】図７は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（その２）
である。
【図８】図８は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（その３）
である。
【図９】図９は本発明の実施形態の積層配線基板の樹脂封止方法を示す断面図（その４）
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である。
【図１０】図１０は本発明の実施形態に係る積層配線基板の間に樹脂を充填した様子を示
す断面図である。
【図１１】図１１は本発明の実施形態に係る半導体チップが内蔵された積層配線基板の間
に樹脂を充填した様子を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７３】
１…樹脂封止装置、５…突起部、１０…モールド型、１２…下型、１２ａ，６２ａ…開口
部、１３…支持台、１４…上型、１４ａ…凹部、１４ｘ…吸引口、１５…ステージ部材、
１６…プランジャ、２０…保護フィルム、２２…樹脂タブレット、２４…樹脂、３０，３
０ａ…積層配線基板、３１…半導体装置、３２…第１配線基板、３４…第２配線基板、３
６…はんだバンプ、４０…コア基板、４２…貫通電極、５０，５２…配線層、６０…層間
絶縁層、６２…ソルダレジスト、Ａ…底面周縁部、Ｂ…樹脂供給部、Ｃ…キャビティ、Ｔ
Ｈ…スルーホール、ＶＨ…ビアホール、ｄ，ｄ１，ｄ２…ギャップ、Ｐ１，Ｐ２…接続パ
ッド。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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