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(57)【要約】
　
【課題】反りが低減された半導体パッケージを製造でき
る半導体パッケージの製造方法を提供すること。
【解決手段】半導体パッケージ１の製造方法は、板状の
第１補強部材５Ａと、第１導体パターン配線基板用積層
体２Ａと、第２導体パターン２２４上に配置された板状
の第２補強部材４Ａとを有する積層体２０を用意する工
程と、積層体２０を加熱して前記絶縁層を熱硬化する工
程と、第１補強部材５Ａの一部を選択的に除去して、第
１導体パターン２２４を露出させるための開口部を形成
する工程と、第２補強部材４Ａの一部を選択的に除去し
て第２導体パターン２２１を露出させるための開口部４
１を形成する工程と第２補強部材４Ａの開口部から露出
する第２導体パターン２２１に、半導体素子３を接続す
る工程とを含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも
　板状の第１補強部材と、
　この板状の第１補強部材上に設けられた第１導体パターンと、
　この第１導体パターン上に設けられた熱硬化性の絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた第２導体パターンと、
　前記第２導体パターン上に配置された板状の第２補強部材とを有する積層体を用意する
工程と、
　前記積層体を加熱して、前記絶縁層を熱硬化する工程と、
　熱硬化した前記積層体の前記第１補強部材の一部を選択的に除去して、前記第１導体パ
ターンを露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記第２補強部材の一部を選択的に除去して前記第２導体パターンを露出させるための
開口部を形成する工程と、
　前記第１補強部材の前記開口部を介して露出する前記第１導体パターン、あるいは、前
記第２補強部材の前記開口部から露出する第２導体パターンに、半導体素子を接続する工
程とを含む半導体パッケージの製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　積層体を用意する前記工程は、
　前記板状の第１補強部材を用意する工程と、
　この板状の第１補強部材上で、前記第１導体パターンおよびＢステージの前記絶縁層を
この順で積層する工程と、
　前記絶縁層上に、他の導体パターンおよびＢステージの他の絶縁層を介して、前記第２
導体パターンおよび前記第２補強部材を配置する工程とを含み、
　前記積層体を加熱する前記工程では、前記絶縁層および前記他の絶縁層の硬化を進行さ
せてＣステージとする半導体パッケージの製造方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記積層体は、前記第１導体パターンと、前記絶縁層と、前記第２導体パターンとを含
んで構成されたコアレス基板用積層体と、このコアレス基板用積層体を挟んで配置される
前記第１補強部材および前記第２補強部材を含む半導体パッケージの製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法において、
　積層体を用意する前記工程では、
　前記第１補強部材および前記第２補強部材のうちいずれか一方の補強部材と、前記第１
導体パターンおよび前記第２導体パターンのうち、前記一方の補強部材側に配置された一
方の導体パターンとの間にソルダーレジストとなる絶縁性樹脂層が配置された積層体を用
意し、
　前記一方の補強部材に前記開口部を形成する前記工程を実施した後、
　前記絶縁性樹脂層の一部を選択的に除去して、前記一方の補強部材の前記開口部に連通
するとともに前記一方の導体パターンが露出する貫通孔を形成する工程と、
　前記一方の補強部材の前記開口部および前記貫通孔を介して、前記一方の導体パターン
に接するように金属バンプを配置する工程とを実施する半導体パッケージの製造方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記一方の補強部材に前記開口部を形成する前記工程では、
　前記一方の補強部材の一部をウェットエッチングで選択的に除去して前記開口部を形成
し、
　前記絶縁性樹脂層に貫通孔を形成する前記工程では、前記絶縁性樹脂層の一部をレーザ
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により、選択的に除去して前記貫通孔を形成し、
　径が、前記一方の補強部材の前記開口部の径よりも小さく、周縁部が、前記一方の補強
部材の前記開口部の周縁部の内側に位置する前記貫通孔を形成する半導体パッケージの製
造方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記金属バンプを配置する前記工程では、
　前記貫通孔内部に、前記一方の導体パターンを被覆するように、フラックス活性化合物
および熱硬化性樹脂を含む絶縁性材料を充填する工程と、
　前記絶縁性材料に前記金属バンプを押し込むことで、前記金属バンプと前記一方の補強
部材の前記開口部の周縁部との間の隙間に前記絶縁性材料を配置する工程と、
　前記金属バンプおよび前記絶縁性材料を加熱して、前記金属バンプと一方の導体パター
ンとを接合するとともに、前記絶縁性材料を硬化させる工程とを実施する半導体パッケー
ジの製造方法。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法において、
　積層体を用意する前記工程では、
　前記第１補強部材上に、前記第１導体パターンを形成し、
　前記第１導体パターン上に前記絶縁層を積層し、
　この絶縁層上に前記第２導体パターンを形成した後、
　前記第２導体パターン上に前記第２補強部材を設ける半導体パッケージの製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記第１補強部材に前記開口部を形成する前記工程では、
　前記第１補強部材を薄肉化するとともに、前記開口部を形成する半導体パッケージの製
造方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記第１補強部材は、前記第１導体パターンが設けられる本体部と、この本体部を支持
する補強材とを備え、
　前記第１補強部材に前記開口部を形成する前記工程では、
　前記本体部から前記補強材を剥離することで、前記第１補強部材を薄肉化する半導体パ
ッケージの製造方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の半導体パッケージの製造方法において、
　前記第１補強部材に前記開口部を形成する前記工程では、
　前記第１補強部材をエッチングすることで薄肉化する半導体パッケージの製造方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法において、
　積層体を用意する前記工程では、
　一対の第１補強部材を用意して、前記一対の第１補強部材間を接着する工程と、
　各第１補強部材上に、前記第１導体パターンを形成し、
　前記各第１導体パターン上に前記絶縁層を積層する工程と、
　この絶縁層上に前記第２導体パターンを設ける工程と、
　前記第２導体パターン上に前記第２補強部材を設ける工程と、
　前記一対の第１補強部材のうちの一方の第１補強部材から、他方の第１補強部材を剥離
する工程と
を実施して、２対の前記積層体を用意する半導体パッケージの製造方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至６のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法において、
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　積層体を用意する前記工程は、
　前記第１補強部材上に、前記第１導体パターンを形成し、前記第１導体パターン上に前
記絶縁層を積層する工程と、
　前記第２補強部材上に、前記第２導体パターンを形成し、前記第２導体パターン上に他
の熱硬化性の絶縁層を積層する工程と、
　前記第１補強部材と前記第２補強部材とを、前記絶縁層、前記他の絶縁層およびこれら
の絶縁層間に配置された他の導体パターンを介して接合する工程とを含む半導体パッケー
ジの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、半導体パッケージの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年の電子機器の高機能化並びに軽薄短小化の要求に伴い、電子部品の高密度集積化、さ
らには高密度実装化が進んできており、これらの電子機器に使用される半導体パッケージ
は、従来にも増して益々小型化かつ多ピン化が進んできている。
【０００３】
半導体パッケージはその小型化に伴って、従来のようなリードフレームを使用した形態の
パッケージでは、小型化に限界がきているため、最近では回路基板上にチップを実装した
ものとして、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ）や、ＣＳＰ（Ｃｈｉｐ Ｓｃａｌ
ｅ Ｐａｃｋａｇｅ）と言った、エリア実装型の新しいパッケージ方式が提案されている
。
【０００４】
ＢＧＡやＣＳＰ等の新しいパッケージに用いられるインターポーザは、一般に、繊維基材
に樹脂組成物を含浸してなる基板に導体パターンや導体ポストが形成されてなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１４２６１７号公報
【特許文献２】特開２００４－３１１５９８号公報
【特許文献３】特開平９－２６６２３１号公報
【特許文献４】米国特許第５３９７９２１Ａ号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このようなインターポーザは、チップとの熱膨張係数差が大きい。また、インターポー
ザは、通常、チップよりも大面積となるため、チップと接触していない部分の面積が大き
い。このようなチップと接触していない部分は、剛性が極めて低く、前述したようなチッ
プとインターポーザの熱膨張差に起因して、チップ側に反りやすく、電気的接続の信頼を
低下させるという問題があった。
　そこで、特許文献１，２においては、基板の表面側、裏面側にそれぞれ補強材を設けて
いる。
　しかしながら、このような特許文献１，２に開示された技術においても、基板の反りを
低減させるには限界があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、
　少なくとも、
　板状の第１補強部材と、
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　この板状の第１補強部材上に設けられた第１導体パターンと、
　この第１導体パターン上に設けられた熱硬化性の絶縁層と、
　前記絶縁層上に設けられた第２導体パターンと、
　前記第２導体パターン上に配置された板状の第２補強部材とを有する積層体を用意する
工程と、
　前記積層体を加熱して、前記絶縁層を熱硬化する工程と、
　熱硬化した前記積層体の前記第１補強部材の一部を選択的に除去して、前記第１導体パ
ターンを露出させるための開口部を形成する工程と、
　前記第２補強部材の一部を選択的に除去して前記第２導体パターンを露出させるための
開口部を形成する工程と、
　前記第１補強部材の前記開口部を介して露出する前記第１導体パターン、あるいは、前
記第２補強部材の前記開口部から露出する第２導体パターンに、半導体素子を接続する工
程とを含む半導体パッケージの製造方法が提供される。
【０００８】
　この構成の発明によれば、絶縁層を熱硬化する際、この絶縁層を板状の第１補強部材お
よび第２補強部材で挟んだ状態となる。そのため、熱硬化の際に絶縁層に反りが生じにく
くなり、積層体の反りの発生を抑制できる。
　特に、板状の第１補強部材や、第２補強部材に開口部を形成する前に、積層体を熱硬化
しているので、開口部が形成された補強部材に比べ、剛性の高い補強部材で絶縁層を挟む
ことができる。そして、剛性の高い補強部材で挟まれた絶縁層を熱硬化させることとなる
。そのため、確実に積層体の反りの発生を抑制できる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、反りが低減された半導体パッケージを製造できる半導体パッケージの
製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体パッケージの製造方法によって製造された半
導体パッケージを模式的に示す断面図である。
【図２】図１に示す半導体パッケージの上面図である。
【図３】図１に示す半導体パッケージの下面図である。
【図４】図１に示す半導体パッケージの製造方法（本発明の半導体パッケージの製造方法
）の一例を示す図である。
【図５】図１に示す半導体パッケージの製造方法（本発明の半導体パッケージの製造方法
）の一例を示す図である。
【図６】図１に示す半導体パッケージの製造方法（本発明の半導体パッケージの製造方法
）の一例を示す図である。
【図７】図１に示す半導体パッケージの製造方法（本発明の半導体パッケージの製造方法
）の一例を示す図である。
【図８】図１に示す半導体パッケージを備える半導体装置を模式的に示す断面図である。
【図９】本発明の第２実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
【図１１】本発明の第４実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
【図１２】本発明の第５実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
【図１３】本発明の第５実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
【図１４】半導体パッケージの製造工程を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。以下、添付図面に基づき、本発明
の半導体パッケージの製造方法の好適な実施形態について説明する。なお、すべての図面
において、同様な構成要素には同一符号を付し、その詳細な説明は重複しないように適宜
省略される。
【００１３】
<第１実施形態>
（半導体パッケージ）
　まず、本発明の半導体パッケージの製造方法によって製造された半導体パッケージにつ
いて説明する。
【００１４】
　図１は、本発明の第１実施形態に係る半導体パッケージの製造方法によって製造された
半導体パッケージを模式的に示す断面図、図２は、図１に示す半導体パッケージの上面図
、図３は、図１に示す半導体パッケージの下面図、図４～図７は、それぞれ、図１に示す
半導体パッケージの製造方法（本発明の半導体パッケージの製造方法）の一例を示す図で
ある。なお、以下では、説明の便宜上、図１～図７中の上側を「上」、下側を「下」と言
う。また、図１～図７では、説明の便宜上、半導体パッケージの各部が誇張して描かれて
いる。
【００１５】
　図１に示すように、半導体パッケージ１は、配線基板２と、この配線基板２上に搭載さ
れた半導体素子３と、第１補強部材５と、第２補強部材４とを有する。
　ここでは、補強部材５を第１補強部材とし、補強部材４を第２補強部材としているが、
補強部材４を第１補強部材とし、補強部材５を第２補強部材としてもよい。この場合、補
強部材４Ａが第１補強部材となり、補強部材５Ａが第２補強部材となる。また、この場合
には、後述する導体パターン２２４は、第２導体パターンを構成し、導体パターン２２１
が第１導体パターンを構成することとなる。
【００１６】
　このような半導体パッケージ１によれば、半導体素子３と接合された部分以外の部分に
おいても、配線基板２の両面が第１補強部材５および第２補強部材４により補強されるた
め、半導体パッケージ１全体の剛性が増す。特に、第１補強部材５および第２補強部材４
の熱膨張係数が配線基板２（具体的には後述する基板２１）よりも小さいため、配線基板
２と半導体素子３との熱膨張係数差に起因する配線基板２の反りを抑制または防止するこ
とができる。
【００１７】
　また、配線基板２自体の剛性を高める必要がなく、配線基板２の厚さを薄くすることが
できるので、配線基板２の厚さ方向での熱伝導性を高めることができる。そのため、半導
体パッケージ１は、半導体素子３からの熱を配線基板２を介して逃すことができる。した
がって、半導体パッケージ１は、優れた放熱性を発揮することができる。また、第１補強
部材５および第２補強部材４の構成材料を適宜選択することにより、半導体パッケージ１
の放熱性を高めることもできる。
【００１８】
　このようなことから、半導体素子３および配線基板２の昇温を抑えることができるので
、この点でも、配線基板２と半導体素子３との熱膨張係数差に起因する配線基板２の反り
を抑制または防止することができる。
【００１９】
　以下、半導体パッケージ１の各部を順次詳細に説明する。
［配線基板］
　配線基板２は、半導体素子３を支持する基板であり、例えば、その搭載した半導体素子
３と後述するようなマザーボード２００との電気的接続を中継する中継基板（インターポ
ーザ）である。また、配線基板２は、その平面視形状は、通常、正方形、長方形等の四角
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形とされる。
【００２０】
　配線基板２は、基板２１と、導体パターン２２１、２２２、２２３、２２４と、導体ポ
スト２３１、２３２、２３３と、伝熱ポスト２４と、ソルダーレジスト２５、２６とを有
している。
【００２１】
　なお、本実施形態では、導体パターン２２４は、基板２１の一方の面側に設けられた第
１導体パターンを構成し、導体パターン２２１は、基板２１の他方の面側に設けられ、前
記第１導体パターンと電気的に接続された第２導体パターンを構成する。
　この配線基板２は、コアレスの配線基板であり、コア層となる両面回路基板を用いずに
ビルドアップ方式により形成される。絶縁層２１１，２１２，２１３、導体パターン２２
１、２２２、２２３、２２４、導体ポスト２３１、２３２、２３３を含んで構成されるビ
ルドアップ層で構成されている。
　なお、絶縁層２１１，２１２，２１３の厚みは、たとえば、１０μｍ以上、１００μｍ
以下である。
【００２２】
　基板２１は、複数（本実施形態では３層）の絶縁層２１１、２１２、２１３で構成され
ている。より具体的には、基板２１は、絶縁層２１１、絶縁層２１２、絶縁層２１３がこ
の順で積層されて構成されている。なお、基板２１を構成する絶縁層の数は、これに限定
されず、２層であってもよいし、４層以上であってもよい。
【００２３】
　各絶縁層２１１、２１２、２１３は、絶縁性を有する材料で構成されている。具体的に
は、各絶縁層２１１、２１２、２１３は、基材（繊維基材）と、その基材に含浸された樹
脂組成物とで構成されている。
【００２４】
　基材は、各絶縁層２１１、２１２、２１３の芯材として用いられるものである。このよ
うな基材を有することにより、基板２１の剛性を高めることができる。
【００２５】
　基材としては、例えば、ガラス織布あるいはガラス不織布等のガラス繊維で構成された
ガラス繊維基材、ポリアミド樹脂繊維、芳香族ポリアミド樹脂繊維、全芳香族ポリアミド
樹脂繊維等のポリアミド系樹脂繊維、ポリエステル樹脂繊維、芳香族ポリエステル樹脂繊
維、全芳香族ポリエステル樹脂繊維等のポリエステル系樹脂繊維、ポリイミド樹脂繊維、
フッ素樹脂繊維等のいずれかを主成分とする織布または不織布で構成される合成繊維基材
、クラフト紙、コットンリンター紙、リンターとクラフトパルプの混抄紙のいずれかを主
成分とする紙基材等のいずれかが挙げられる。これらの中でも、かかる基材としては、ガ
ラス繊維基材が好ましい。これにより、基板２１の剛性を高めるとともに、基板２１の薄
型化を図ることができる。さらに、基板２１の熱膨張係数も小さくすることができる。
【００２６】
　このようなガラス繊維基材を構成するガラスとしては、例えば、Ｅガラス、Ｃガラス、
Ａガラス、Ｓガラス、Ｄガラス、ＮＥガラス、Ｔガラス、Ｈガラス、Ｑガラス等のいずれ
かが挙げられる。これらの中でもＴガラスが好ましい。これにより、ガラス繊維基材の熱
膨張係数を小さくすることができ、それによって基板２１の熱膨張係数を小さくすること
ができる。
【００２７】
　また、絶縁層２１１、２１２、２１３が基材を含む場合、絶縁層２１１、２１２、２１
３における基材の含有率は、それぞれ、３０～７０ｗｔ％であることが好ましく、４０～
６０ｗｔ％であることがより好ましい。これにより、これらの絶縁層のひび割れ等の破損
を確実に防ぎつつ、各絶縁層の電気絶縁性および熱膨張係数を十分に低いものとすること
ができる。なお、絶縁層２１１、２１２、２１３のうちの少なくとも１層は、基材を含ま
ずに樹脂組成物のみで構成されていてもよい。
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【００２８】
　このような基材に含浸される樹脂組成物は、熱硬化性であり、熱硬化性樹脂を含んで構
成されている。
【００２９】
　前記熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラッ
ク樹脂、ビスフェノールＡノボラック樹脂等のノボラック型フェノール樹脂、未変性のレ
ゾールフェノール樹脂、桐油、アマニ油、クルミ油等で変性した油変性レゾールフェノー
ル樹脂等のレゾール型フェノール樹脂等のフェノール樹脂、ビスフェノールＡエポキシ樹
脂、ビスフェノールＦエポキシ樹脂等のビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラックエポ
キシ樹脂、クレゾールノボラックエポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂、ビフェニ
ル型エポキシ樹脂等のエポキシ樹脂、シアネート樹脂、ユリア（尿素）樹脂、メラミン樹
脂等のトリアジン環を有する樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリ
ウレタン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、ベンゾオキサジン環を有する
樹脂、シアネートエステル樹脂等が挙げられる。
　これらのうち、いずれか１種以上を熱硬化性樹脂として使用できる。
【００３０】
　これらの中でも、特に、シアネート樹脂が好ましい。これにより、基板２１の熱膨張係
数を十分に小さくすることができる。さらに、基板２１の電気特性（低誘電率、低誘電正
接等）を優れたものとすることができる。
【００３１】
　また、前記樹脂組成物は、フィラーを含むのが好ましい。すなわち、絶縁層２１１、２
１２、２１３は、それぞれ、フィラーを含むことが好ましい。これにより、絶縁層２１１
、２１２、２１３の熱膨張係数を低くすることができる。
【００３２】
　前記フィラーとしては、各種無機フィラーまたは有機フィラーが挙げられる。
　無機フィラー（無機充填材）としては、例えば、シリカ、アルミナ、ケイ藻土、酸化チ
タン、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、金属フェライト等の酸化物、水酸化アルミ
ニウム、水酸化マグネシウム等の水酸化物、炭酸カルシウム（軽質、重質）、炭酸マグネ
シウム、ドロマイト、ドーソナイト等の炭酸塩、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、硫酸ア
ンモニウム、亜硫酸カルシウム等の硫酸塩または亜硫酸塩、タルク、マイカ、クレー、ガ
ラス繊維、ケイ酸カルシウム、モンモリロナイト、ベントナイト等のケイ酸塩、ホウ酸亜
鉛、メタホウ酸バリウム、ホウ酸アルミニウム、ホウ酸カルシウム、ホウ酸ナトリウム等
のホウ酸塩、カーボンブラック、グラファイト、炭素繊維等の炭素、その他鉄粉、銅粉、
アルミニウム粉、亜鉛華、硫化モリブデン、ボロン繊維、チタン酸カリウム、チタン酸ジ
ルコン酸鉛が挙げられる。これらのうち、いずれか１種以上を使用できる。
【００３３】
　また、有機フィラーとしては、合成樹脂粉末が挙げられる。この合成樹脂粉末としては
、例えば、アルキド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、フェノール樹脂、ポリエステ
ル、アクリル樹脂、アセタール樹脂、ポリエチレン、ポリエーテル、ポリカーボネート、
ポリアミド、ポリスルホン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、フッ素樹脂、ポリプロピレ
ン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等の各種熱硬化性樹脂または熱可塑性樹脂の粉末、ま
たはこれらの樹脂の共重合体の粉末が挙げられる。また、有機フィラーの他の例としては
、芳香族または脂肪族ポリアミド繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、アラミ
ド繊維等が挙げられる。そして、これらのうち、いずれか１種以上を使用できる。
【００３４】
　前述したようなフィラーの中でも、無機フィラーを用いるのが好ましい。これにより、
絶縁層２１１、２１２、２１３の熱膨張係数を効果的に低めることができる。また、絶縁
層２１１、２１２、２１３の伝熱性を高めることもできる。
【００３５】
　特に、無機フィラーの中でも、シリカが好ましく、溶融シリカ（特に球状溶融シリカ）
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が低熱膨張性に優れる点で好ましい。
【００３６】
　無機フィラーの平均粒子径は、特に限定されないが、０．０５～２．０μｍが好ましく
、特に０．１～１．０μｍが好ましい。これにより、絶縁層２１１、２１２、２１３中で
、無機フィラーは、より均一に分散することができ、絶縁層２１１、２１２、２１３の物
理的強度および絶縁性を特に優れたものとすることができる。
【００３７】
　なお、上記無機フィラーの平均粒子径は、例えば、粒度分布計（ＨＯＲＩＢＡ製、ＬＡ
－５００）により測定することができる。また、本明細書において、平均粒子径とは、体
積基準での平均粒子径を指す。
【００３８】
　絶縁層２１１、２１２、２１３における無機充填材の含有量は、それぞれ、特に限定さ
れないが、基材を除く樹脂組成物を１００ｗｔ％としたときに、３０～８０ｗｔ％が好ま
しく、特に４５～７５ｗｔ％が好ましい。含有量が前記範囲内であると、絶縁層２１１、
２１２、２１３は、熱膨張係数が十分に低く、吸湿性が特に低いものとなる。
【００３９】
　また、前記樹脂組成物は、前述した熱硬化性樹脂の他、フェノキシ樹脂、ポリイミド樹
脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリフェニレンオキサイド樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂
等の熱可塑性樹脂含んでいてもよい。
　熱可塑性樹脂としては、これらのうち、いずれか１種以上を使用できる。 
【００４０】
　また、前記樹脂組成物は、必要に応じて、顔料、酸化防止剤等の上記成分以外の添加物
を含んでいてもよい。
【００４１】
　また、絶縁層２１１、２１２、２１３は、互いに同じ材料で構成されていてもよいし、
互いに異なる材料で構成されていてもよい。
【００４２】
　上述したような複数の層で構成された基板２１の平均厚さは、特に限定されないが、３
０μｍ以上８００μｍ以下であることが好ましく、３０μｍ以上４００μｍ以下であるこ
とがより好ましい。
【００４３】
　このような基板２１の絶縁層２１１の上面には、導体パターン２２１が形成されている
。　また、絶縁層２１１と絶縁層２１２との間には、導体パターン２２２が介挿されてい
る。また、絶縁層２１２と絶縁層２１３との間には、導体パターン２２３が介挿されてい
る。また、絶縁層２１３の下面には、導体パターン２２４が形成されている。
【００４４】
　この導体パターン２２１、２２２、２２３、２２４は、それぞれ、複数の配線を有する
回路として機能するものである。
【００４５】
　導体パターン２２１、２２２、２２３、２２４の構成材料としては、導電性を有するも
のであれば、特に限定されず、例えば、銅、銅系合金、アルミ、アルミ系合金等の各種金
属および各種合金が挙げられる。これらのうち、いずれか１種以上を使用できる。中でも
、かかる構成材料としては、銅あるいは銅系合金を用いるのが好ましい。銅および銅系合
金は、電気伝導率が比較的高いものである。そのため、配線基板２の電気的特性を良好な
ものとすることができる。また、銅および銅系合金は熱伝導性にも優れるので、配線基板
２の放熱性を向上させることもできる。
【００４６】
　また、導体パターン２２１、２２２、２２３、２２４の平均厚さは、特に限定されない
が、５μｍ以上３０μｍ以下であることが好ましい。
【００４７】
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　また、絶縁層２１１には、その厚さ方向に貫通するビアホールが形成され、そのビアホ
ール内に導体ポスト（ビアポスト）２３１が設けられている。この導体ポスト２３１は、
絶縁層２１１をその厚さ方向に貫通しており、導体ポスト２３１を介して導体パターン２
２１と導体パターン２２２とが導通している。
【００４８】
　同様に、絶縁層２１２には、その厚さ方向に貫通する導体ポスト（ビアポスト）２３２
が設けられている。この導体ポスト２３２は、絶縁層２１２をその厚さ方向に貫通してお
り、導体ポスト２３２を介して導体パターン２２２と導体パターン２２３とが導通してい
る。
【００４９】
　また、絶縁層２１３には、その厚さ方向に貫通する導体ポスト（ビアポスト）２３３が
設けられている。この導体ポスト２３３は、絶縁層２１３をその厚さ方向に貫通しており
、導体ポスト２３３を介して導体パターン２２３と導体パターン２２４とが導通している
。
　各絶縁層２１１、２１２、２１３に形成されたビアホールは、本実施形態では、第２補
強部材４側から第１補強部材５側に向けて一方側からレーザで形成されたものである。
【００５０】
　また、絶縁層２１１の上面には、所定部位に貫通孔２５１を有するソルダーレジスト２
５が形成されており、前記貫通孔２５１から導体パターン２２１の接続用電極部が露出し
ている。貫通孔２５１から露出した導体パターン２２１には、金属バンプ３１が接合され
ており、この金属バンプ３１を介して半導体素子３と導体パターン２２１とが導通してい
る。
【００５１】
　ソルダーレジスト（絶縁性樹脂層）２５は、絶縁性を有しており、導体パターン２２１
の不要部への半田の付着を防止したり、埃、熱、湿気などから導体パターン２２１を保護
したり、導体パターン２２１間の電気絶縁性を維持したりする目的で形成されている。こ
のようなソルダーレジスト２５の構成材料としては、絶縁性を有していれば、特に限定さ
れず、熱硬化性の材料を使用でき、例えば、エポキシ樹脂を主材料とする熱硬化性レジス
ト等を用いることができる。また、例えば、ＰＳＲ４０００／ＡＵＳ３０８（太陽インキ
製造製）の商品名で市販されているものを用いることもできる。
　より詳細に説明すると、ソルダーレジスト２５の主成分として使用される熱硬化性樹脂
としては、例えば、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ポリエ
ステル（不飽和ポリエステル）樹脂、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、ポリウレタン樹
脂等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を混合して用いることができる。
　また、ソルダーレジスト２５は、熱可塑性樹脂を含んでいてもよく、例えば、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等のポリオレフィン、変性ポリオ
レフィン、ポリアミド（例：ナイロン６、ナイロン４６、ナイロン６６、ナイロン６１０
、ナイロン６１２、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６－１２、ナイロン６－６６
）、熱可塑性ポリイミド、芳香族ポリエステル等の液晶ポリマー、ポリフェニレンオキシ
ド、ポリフェニレンサルファイド、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート、ポリ
エーテル、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリアセタール、スチレ
ン系、ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリア
ミド系、ポリブタジエン系、トランスポリイソプレン系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチ
レン系等の各種熱可塑性エラストマー等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体
、ポリマーアロイ等が挙げられ、これらのうちの１種または２種以上を混合して用いるこ
とができる。
【００５２】
　ソルダーレジスト２５の形成方法は、特に限定されず、例えば、熱硬化性レジストを、
後述する補強部材４Ａや、絶縁層２１１Ａに塗布して硬化させたのち、レーザを照射する
ことによって貫通孔２５１を形成することが好ましい。ただし、ソルダーレジスト２５と
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なる感光性液状レジストを後述する補強部材４Ａに塗布し（たとえば、スクリーン印刷し
）、露光、現像して貫通孔２５１を形成してもよい。たとえば、露光部が硬化し、未露光
部が現像により除去されて貫通孔２５１が形成される。
　また、ソルダーレジスト２５を接着層（絶縁性樹脂層）を介して補強部材４Ａに固着し
てもよい。
【００５３】
　また、絶縁層２１３の下面には、所定部位に複数の貫通孔２６１を有するソルダーレジ
スト２６が形成されており、前記貫通孔２６１から導体パターン２２４の接続用電極部が
露出している。この露出した部分には、金属バンプ７１が接合されている。この金属バン
プ７１は、半導体パッケージ１を例えば後述するようなマザーボードに対して電気的に接
続するためのものである。ソルダーレジスト２６は、ソルダーレジスト２５と同様のもの
を使用することができ、同様の方法で後述する補強部材５Ａに形成することができる。
【００５４】
　本実施形態では、金属バンプ７１は、略球状をなしている。なお、金属バンプ７１の形
状は、これに限定されない。
【００５５】
　金属バンプ７１の構成材料としては、特に限定されないが、例えば、錫－鉛系、錫－銀
系、錫－亜鉛系、錫－ビスマス系、錫－アンチモン系、錫－銀－ビスマス系、錫－銅系、
錫－銀－銅系等のうち、いずれかのろう材（半田）を用いることができる。
【００５６】
　また、基板２１には、その厚さ方向に貫通するとともに、ソルダーレジスト２５、２６
を貫通する複数のビアホール（スルーホール）２１４が形成され、その各ビアホール２１
４に伝熱ポスト２４が設けられている。このビアホール２１４は、配線基板２を基板面側
から平面視した際に、すべての導体パターン２２１～２２４と重ならない位置に形成され
ている。
【００５７】
　この各伝熱ポスト２４は、基板２１全体をその厚さ方向に貫通しており、上端がソルダ
ーレジスト２５の上面から露出するとともに、下端がソルダーレジスト２６の下面から露
出している。そして、伝熱ポスト２４は、その上端が補強部材４に接触し、下端が補強部
材５に接触している。
【００５８】
　この各伝熱ポスト（熱伝導部）２４は、前述した基板２１（絶縁層）よりも高い伝熱性
を有する。これにより、補強部材４から伝熱ポスト２４を介して補強部材５へ熱を効率的
に伝達することができる。その結果、半導体パッケージ１の放熱性を向上させることがで
きる。
【００５９】
　また、この各伝熱ポスト２４は、基板２１をその厚さ方向に貫通するものであるため、
簡単かつ高精度に形成することができる。
【００６０】
　また、各伝熱ポスト２４は、中空であってもよいし、中実であってもよい。また、各伝
熱ポスト２４の横断面形状としては、特に限定されず、例えば、円形、楕円形、多角形等
が挙げられる。また、伝熱ポスト２４の数は、特に限定されず、任意であるが、配線基板
２の機械的強度を損ねない程度に、できるだけ多くするのが好ましい。
【００６１】
　各伝熱ポスト２４は、電気信号の伝送に寄与しないものである。これにより、補強部材
４から伝熱ポスト２４を介して補強部材５へ熱をより効率的に伝達することができる。
【００６２】
　本実施形態では、複数の伝熱ポスト２４は、配線基板２を平面視したときに、配線基板
２の外周部に沿って互いに間隔を隔てて並設されている。特に、複数の伝熱ポスト２４は
、配線基板２を平面視したときに、配線基板２の外周部に沿って周方向に等間隔で並設さ
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れているのが好ましい。これにより、配線基板２の温度分布をより均一化することができ
る。
【００６３】
　また、複数の伝熱ポスト２４は、配線基板２を平面視したときに、前述した導体パター
ン２２１、２２２、２２３に重ならないように設けられている。これにより、伝熱ポスト
２４の形成が簡単となるとともに、伝熱ポスト２４と導体パターン２２１、２２２、２２
３との短絡を防止することができる。
【００６４】
　このような各伝熱ポスト２４の構成材料としては、前述した基板２１（絶縁層）よりも
高い伝熱性を有するものであれば、特に限定されないが、金属材料を用いるのが好ましい
。
【００６５】
　かかる金属材料としては、例えば、銅、銅系合金、アルミ、アルミ系合金等の各種金属
および各種合金が挙げられる。これらのうち、１種以上を使用できる。中でも、かかる金
属材料としては、伝熱性に優れる観点から銅、銅系合金、アルミ、または、アルミ系合金
を用いるのが好ましい。これにより、配線基板２の放熱性を向上させることもできる。
【００６６】
　また、伝熱ポスト２４の構成材料は、前述した導体ポスト２３１～２３３の構成材料と
異なっていてもよいが、導体ポスト２３１～２３３の構成材料と同じであるのが好ましい
。
【００６７】
［半導体素子］
　半導体素子３は、例えば、集積回路素子（ＩＣ）であり、より具体的には、例えば、ロ
ジックＩＣ、メモリおよび受発光素子等である。
【００６８】
　この半導体素子３は、前述した配線基板２の基板２１の上面（一方の面）に接合され、
導体パターン２２１に電気的に接続されている。
【００６９】
　具体的には、半導体素子３は、その下面に、図示しない複数の端子が設けられており、
その各端子が金属バンプ３１を介して、配線基板２の導体パターン２２１の前記接続用電
極部（端子）に電気的に接続されている。これにより、半導体素子３と配線基板２の導体
パターン２２１とが電気的に接続されている。
【００７０】
　金属バンプ３１の構成材料としては、特に限定されないが、前述した金属バンプ７１と
同様、例えば、錫－鉛系、錫－銀系、錫－亜鉛系、錫－ビスマス系、錫－アンチモン系、
錫－銀－ビスマス系、錫－銅系、錫－銀－銅系等のいずれかのろう材（半田）を用いるこ
とができる。
【００７１】
　また、半導体素子３は、接着層３２を介して、配線基板２の上面に接着（接合）されて
いる。この接着層３２は、接着性および絶縁性を有する材料で構成され、例えば、アンダ
ーフィル材の硬化物で構成されている。アンダーフィル材としては、特に限定されず、公
知のアンダーフィル材を用いることができるが、後述する絶縁材８１を形成するための半
田接合用レジストと同様のものを用いることもできる。
【００７２】
［第２補強部材］
　第２補強部材（スティフナー）４は、前述した配線基板２の基板２１の上面の、半導体
素子３が接合されていない部分に接合されている。このような第２補強部材４は、基板２
１よりも熱膨張係数が小さい。これにより、基板２１の熱膨張を抑えることができる。ま
た、第２補強部材４は、板状をなしている。これにより、第２補強部材４の構成を簡単か
つ小型なものとすることができる。



(13) JP 2013-118364 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【００７３】
　第２補強部材４の基板２１と反対側の面（上面）は、半導体素子３の基板２１と反対側
の面（すなわち上面）と同一面上またはそれよりも基板２１側（下側）に位置しているの
が好ましい。これにより、半導体パッケージ１の製造に際し、第２補強部材４の設置後に
半導体素子３を設置する場合、半導体素子３の設置が容易となる。
【００７４】
　本実施形態では、第２補強部材４の上面と、半導体素子３の上面とが同一面上に位置し
ている。これにより、半導体パッケージ１を薄型化しつつ、配線基板２の反りを効果的に
抑制または防止することができる。また、第２補強部材４の上面上に他の構造体（例えば
、基板、半導体素子、ヒートシンク等）を設ける場合、その構造体の設置を安定的に行う
ことができる。
　なお、第２補強部材４および半導体素子３を封止樹脂でモールドしてもよい。
【００７５】
　また、図２に示すように、第２補強部材４は、半導体素子３の周囲を囲むように設けら
れている。本実施形態では、第２補強部材４には、第２補強部材４を貫通する開口部４１
が形成されており、この開口部４１の内側に半導体素子３が配置されている。すなわち、
第２補強部材４は、半導体素子３を囲むように環状（より具体的には四角環状）をなして
いる。これにより、第２補強部材４による配線基板２の剛性を高める効果を優れたものと
することができる。
　開口部４１の底面には、ソルダーレジスト２５が露出しており、開口部４１の周縁の内
側には、ソルダーレジスト２５の貫通孔２５１が位置する。
【００７６】
　また、第２補強部材４は、半導体素子３との間の距離（開口部４１の内周面と半導体素
子３の外周面３３との間の距離）が半導体素子３の全周に亘って一定となるように形成さ
れている。これにより、第２補強部材４および半導体素子３の一体性が増し、これらによ
る配線基板２の補強効果が好適に発揮される。
【００７７】
　また、第２補強部材４は、半導体素子３との熱膨張係数差が７ｐｐｍ／℃以下であるこ
とが好ましい。これにより、半導体素子３および第２補強部材４が一体的に配線基板２を
補強し、半導体パッケージ１全体の熱膨張を抑えることができる。
【００７８】
　また、第２補強部材４の構成材料としては、前述したような熱膨張係数を有するもので
あれば、特に限定されず、例えば、金属材料、セラミックス材料等を用いることができる
が、金属材料を用いるのが好ましい。第２補強部材４が金属材料で構成されていると、第
２補強部材４の放熱性を高めることができる。その結果、半導体パッケージ１の放熱性を
向上させることができる。
　本実施形態では、第２補強部材４は金属材料で構成され、開口部４１の内周面を含む全
面が導電性となっている。
【００７９】
　かかる金属材料としては、前述したような熱膨張係数を有するものであれば、特に限定
されず、各種金属材料を用いることができるが、放熱性および低熱膨張を実現する観点か
ら、Ｆｅを含む合金を用いるのが好ましい。
【００８０】
　かかるＦｅを含む合金としては、例えば、Ｆｅ－Ｎｉ系合金、Ｆｅ－Ｃｏ－Ｃｒ系合金
、Ｆｅ－Ｃｏ系合金、Ｆｅ－Ｐｔ系合金、Ｆｅ－Ｐｄ系合金等のいずれかを使用でき、な
かでも、Ｆｅ－Ｎｉ系合金を用いるのが好ましい。
【００８１】
　このような金属材料は、放熱性に優れるだけでなく、熱膨張係数が低く、かつ、一般的
な半導体素子３の熱膨張係数に近い熱膨張係数を有する。そのため、半導体素子３および
第２補強部材４が一体的に配線基板２を補強することができる。
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【００８２】
　Ｆｅ－Ｎｉ系合金としては、ＦｅおよびＮｉを含むものであれは、特に限定されず、Ｆ
ｅおよびＮｉの他に、残部（Ｍ）として、Ｃｏ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｐｄ、Ｐｔ等の金属
のうちの１種または２種以上の金属を含んでいてもよい。
【００８３】
　より具体的には、Ｆｅ－Ｎｉ系合金としては、例えば、Ｆｅ－３６Ｎｉ合金（インバー
）等のＦｅ－Ｎｉ合金、Ｆｅ－３２Ｎｉ－５Ｃｏ合金（スーパーインバー）、Ｆｅ－２９
Ｎｉ－１７Ｃｏ合金（コバール）、Ｆｅ－３６Ｎｉ－１２Ｃｏ合金（エリンバー）等のＦ
ｅ－Ｎｉ－Ｃｏ合金、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｔｉ合金、Ｎｉ－２８Ｍｏ－２Ｆｅ合金等のＮ
ｉ－Ｍｏ－Ｆｅ合金等が挙げられ、これらのいずれかを使用できる。また、Ｆｅ－Ｎｉ－
Ｃｏ合金は、例えば、ＫＶ－２、ＫＶ－４、ＫＶ－６、ＫＶ－１５、ＫＶ－２５等のＫＶ
シリーズ（ＮＥＯＭＡＸマテリアル社製）、Ｎｉｖａｒｏｘ等の商品名で市販されている
。また、Ｆｅ－Ｎｉ合金は、例えば、ＮＳ－５、Ｄ－１（ＮＥＯＭＡＸマテリアル社製）
等の商品名で市販されている。また、Ｆｅ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｔｉ合金は、例えば、Ｎｉ－Ｓ
ｐａｎ Ｃ－９０２（大同スペシャルメタル社製）、ＥＬ－３（ＮＥＯＭＡＸマテリアル
社製）等の商品名で市販されている。
【００８４】
　また、Ｆｅ－Ｃｏ－Ｃｒ系合金としては、Ｆｅ、ＣｏおよびＣｒを含むものであれば特
に限定されないが、例えば、Ｆｅ－５４Ｃｏ－９．５Ｃｒ（ステンレスインバー）等のＦ
ｅ－Ｃｏ－Ｃｒ合金が挙げられる。なお、Ｆｅ－Ｃｏ－Ｃｒ系合金は、Ｆｅ、Ｃｏおよび
Ｃｒの他に、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｐｄ、Ｐｔ等の金属のうちの１種または２種以上の金属
を含んでいてもよい。
【００８５】
　また、Ｆｅ－Ｃｏ系合金としては、ＦｅおよびＣｏを含むものであれば特に限定されず
、ＦｅおよびＣｏの他に、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｐｄ、Ｐｔ等の金属のうちの１種ま
たは２種以上の金属を含んでいてもよい。
【００８６】
　また、Ｆｅ－Ｐｔ系合金としては、ＦｅおよびＰｔを含むものであれば特に限定されず
、ＦｅおよびＰｔの他に、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｐｄ等の金属のうちの１種ま
たは２種以上の金属を含んでいてもよい。
【００８７】
　また、Ｆｅ－Ｐｄ系合金としては、ＦｅおよびＰｄを含むものであれば、特に限定され
ず、ＦｅおよびＰｄの他に、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｐｔ等の金属のうちの１種
または２種以上の金属を含んでいてもよい。
【００８８】
　特に、第２補強部材４の熱膨張係数は、０．５ｐｐｍ／℃以上１０ｐｐｍ／℃以下であ
るのが好ましく、１ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下であるのがより好ましく、１ｐｐｍ
／℃以上５ｐｐｍ／℃以下であるのがさらに好ましい。これにより、半導体素子３と第２
補強部材４との熱膨張係数差を小さくし、これらが一体として配線基板２を補強すること
ができる。そのため、配線基板２の反りを効果的に防止することができる。
　なお、本明細書において、熱膨張係数は、５０℃～１５０℃における面方向の平均線膨
張係数を意味する。
【００８９】
　また、第２補強部材４と半導体素子３との熱膨張係数差の絶対値は、７ｐｐｍ／℃以下
であるのが好ましく、５ｐｐｍ／℃以下であるのがより好ましく、２ｐｐｍ／℃以下であ
るのがさらに好ましい。これにより、半導体素子３と第２補強部材４との熱膨張係数差を
小さくし、これらが一体として配線基板２を補強することができる。そのため、配線基板
２の反りを効果的に防止することができる。
【００９０】
　上述したような熱膨張係数の観点から、第２補強部材４を構成する金属材料がＦｅ－Ｎ
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ｉ系合金である場合、前記Ｆｅ－Ｎｉ系合金は、Ｎｉの含有量が３０ｗｔ％以上５０ｗｔ
％以下であるのが好ましく、Ｎｉの含有量が３５ｗｔ％以上４５ｗｔ％以下であるのがよ
り好ましい。これにより、第２補強部材４の熱膨張係数を半導体素子３の熱膨張係数に近
づけることができる。この場合、前記Ｆｅ－Ｎｉ系合金は、Ｆｅの含有量が５０ｗｔ％以
上７０ｗｔ％以下であるのが好ましく、Ｆｅの含有量が５５ｗｔ％以上６５ｗｔ％以下で
あるのがより好ましい。
【００９１】
　また、第２補強部材４を構成する金属材料がＦｅ－Ｎｉ系合金である場合、前記Ｆｅ－
Ｎｉ系合金は、ＦｅおよびＮｉの合計含有量が８５ｗｔ％以上１００ｗｔ％以下であるの
が好ましく、ＦｅおよびＮｉの合計含有量が９０ｗｔ％以上１００ｗｔ％以下であるのが
より好ましい。すなわち、前記Ｆｅ－Ｎｉ系合金は、残部（Ｍ）の含有量が０ｗｔ％以上
１５ｗｔ％以下であるのが好ましく、残部（Ｍ）の含有量が０ｗｔ％以上１０ｗｔ％以下
であるのがより好ましい。これにより、第２補強部材４の熱膨張係数を半導体素子３の熱
膨張係数に近づけることができる。
【００９２】
　また、第２補強部材４の平均厚さは、配線基板２の熱膨張係数や、配線基板２の形状、
大きさ、構成材料等に応じて決められるものであり、特に限定されないが、例えば、０．
０２ｍｍ以上０．８ｍｍ以下程度である。
【００９３】
［第１補強部材］
　第１補強部材（スティフナー）５は、配線基板２の基板２１の下面（他方の面）に接合
されている。このような第１補強部材５は、第２補強部材４と同様に、基板２１よりも熱
膨張係数が小さい。これにより、基板２１の熱膨張を抑えることができる。また、第１補
強部材５は、板状をなしている。これにより、第１補強部材５の構成を簡単かつ小型なも
のとすることができる。
【００９４】
　また、図３に示すように、第１補強部材５は、配線基板２（基板２１）の外周部（導体
パターン２２４よりも外側）に沿って設けられた部分（枠部）５１と、金属バンプ７１同
士の間に設けられた部分５２とを有している。
　第１補強部材５の部分５１と配線基板２（基板２１）との接合により、第１補強部材５
が配線基板２を効果的に補強することができる。また、第１補強部材５の部分５２と配線
基板２との接合により、第１補強部材５の剛性が高められる。
【００９５】
　より具体的に説明すると、図３に示すように、第１補強部材５は、前述した各金属バン
プ７１に非接触で各金属バンプ７１を囲むように形成された複数の開口部５３を有する。
各開口部５３は、第１補強部材５を貫通している。この開口部５３間の領域が部分５２に
該当することとなる。これにより、第１補強部材５が配線基板２の下面に占める面積の割
合を大きくすることができる。その結果、第１補強部材５による配線基板２の剛性を高め
る効果を優れたものとすることができる。
【００９６】
　ここで、本実施形態では、各開口部５３は、平面視にて、円形をなしている。なお、各
開口部５３の平面視形状は、これに限定されず、例えば、楕円形、多角形等であってもよ
い。
【００９７】
　また、各開口部５３は、各金属バンプ７１に対応して（一対一で対応して）設けられて
いる。これにより、第１補強部材５の剛性の均一化を図ることができる。また、第１補強
部材５の放熱性も向上させることができる。
　基板面側からの平面視において、各開口部５３の周縁の内側にソルダーレジスト２６の
貫通孔２６１の周縁が位置している。貫通孔２６１の径は、開口部５３の径よりも小さい
。



(16) JP 2013-118364 A 2013.6.13

10

20

30

40

50

【００９８】
　また、第１補強部材５は、各金属バンプ７１との間の距離（すなわち、平面視における
開口部５３の壁面５３１と金属バンプ７１の外周面との間の距離）が金属バンプ７１の全
周に亘って一定となるように形成されている。これにより、第１補強部材５および各金属
バンプ７１の一体性が増し、これらによる配線基板２の補強効果が好適に発揮される。
【００９９】
　また、前述した第２補強部材４と同様、第１補強部材５は、半導体素子３との熱膨張係
数差が７ｐｐｍ／℃以下であるのが好ましい。これにより、第１補強部材５が効果的に配
線基板２を補強し、半導体パッケージ１全体の熱膨張を抑えることができる。
【０１００】
　また、第１補強部材５の構成材料としては、前述したような熱膨張係数を有するもので
あれば、特に限定されず、前述した第２補強部材４の構成材料と同様のものを用いること
ができ、例えば、金属材料、セラミックス材料等を用いることができるが、金属材料を用
いるのが好ましい。第１補強部材５が金属材料で構成されていると、第１補強部材５の放
熱性を高めることができる。その結果、半導体パッケージ１の放熱性を向上させることが
できる。
【０１０１】
　かかる金属材料としては、特に限定されないが、放熱性および低熱膨張を実現する観点
から、Ｆｅ－Ｎｉ系合金を用いるのが好ましい。Ｆｅ－Ｎｉ系合金としては、前述した第
２補強部材４と同様のものを用いることができる。
　本実施形態では、第１補強部材５は金属材料で構成され、開口部５３の内周面を含む全
面が導電性となっている。
【０１０２】
　特に、第１補強部材５の熱膨張係数は、０．５ｐｐｍ／℃以上１０ｐｐｍ／℃以下であ
るのが好ましく、１ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下であるのがより好ましく、１ｐｐｍ
／℃以上５ｐｐｍ／℃以下であるのがさらに好ましい。これにより、半導体素子３と第１
補強部材５との熱膨張係数差を小さくし、第１補強部材５が配線基板２を効果的に補強す
ることができる。そのため、配線基板２の反りを効果的に防止することができる。
【０１０３】
　また、第１補強部材５と半導体素子３との熱膨張係数差の絶対値は、７ｐｐｍ／℃以下
であるのが好ましく、５ｐｐｍ／℃以下であるのがより好ましく、２ｐｐｍ／℃以下であ
るのがさらに好ましい。これにより、半導体素子３と第１補強部材５との熱膨張係数差を
小さくし、第１補強部材５が配線基板２を効果的に補強することができる。そのため、配
線基板２の反りを効果的に防止することができる。
【０１０４】
　また、第１補強部材５と第２補強部材４との熱膨張係数差の絶対値は、２ｐｐｍ／℃以
下であるのが好ましく、１ｐｐｍ／℃以下であるのがより好ましく、０ｐｐｍ／℃である
のがさらに好ましい。これにより、第１補強部材５と第２補強部材４との熱膨張係数差を
小さくし、これらの熱膨張差に起因する配線基板２の反りを防止することができる。
【０１０５】
　このような観点から、第１補強部材５の構成材料は、第２補強部材４の構成材料と同種
または同じであるのが好ましい。
【０１０６】
　また、第１補強部材５の平均厚さは、配線基板２の熱膨張係数や、配線基板２の形状、
大きさ、構成材料等に応じて決められるものであり、特に限定されないが、例えば、０．
０２ｍｍ以上０．８ｍｍ以下程度である。
【０１０７】
　第１補強部材５の開口部５３の内壁５３１と金属バンプ７１との間には、絶縁材８１が
設けられている。これにより、第１補強部材５と各金属バンプ７１との接触を防止するこ
とができる。そのため、半導体パッケージ１の信頼性を優れたものとしつつ、第１補強部
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材５の剛性および放熱性を高めることができる。
【０１０８】
　また、絶縁材８１は、金属バンプ７１の周囲を囲むように形成され、かつ、各金属バン
プ７１に接合されている。これにより、絶縁材８１は、金属バンプ７１を補強している。
　絶縁材８１は、金属バンプ７１の導体パターン２２４側の基部側面を取り囲み、金属バ
ンプ７１の湾曲面に接触している。また、本実施形態では、絶縁材８１は、金属バンプ７
１の側面側から、導体パターン２２４側（開口部内壁側）に向けて末広がりとなる形状と
なっている。絶縁材８１は、硬化前に金属バンプ７１と補強部材５の開口部５３内面間で
メニスカスを形成するため、金属バンプ７１の周面から、開口部５３の内壁に向けて広が
るような形状となる。
　これにより、絶縁材８１により、金属バンプ７１が補強され、かつ、絶縁材８１により
、金属バンプ７１と補強部材との接触が防止される。ただし、絶縁材８１の形状は、この
ような形状に限定されるものではない。
　このような絶縁材８１は、絶縁性を有し、樹脂材料を含んで構成されている。このよう
な絶縁材８１は、特に限定されないが、例えば、熱硬化性を有する半田接合用樹脂組成物
により形成されるのが好ましい。
【０１０９】
　このような半田接合用樹脂組成物（以下、「硬化性フラックス）とも言う）は、フラッ
クス活性化合物を有する熱硬化性の樹脂組成物であり、半田接合時にフラックスとして作
用し、次いで加熱することにより、硬化して半田接合部の補強材として作用する。また、
かかる半田接合用樹脂組成物は、半田接合の際に、半田接合面および半田材料の酸化物な
どの有害物を除去し、半田接合面を保護するとともに、半田材料の精錬を行って、強度の
大きい良好な接合を可能にする。さらに、半田接合用樹脂組成物は、半田接合後に洗浄な
どにより除去する必要がなく、そのまま加熱することにより、三次元架橋した樹脂となり
、半田接合部の補強材として作用する。
【０１１０】
　かかる半田接合用樹脂組成物は、例えば、フェノール性ヒドロキシル基を有する樹脂（
Ａ）および該樹脂の硬化剤（Ｂ）を含んで構成することができる。
【０１１１】
　フェノール性ヒドロキシル基を有する樹脂（Ａ）としては、特に制限はないが、例えば
、フェノールノボラック樹脂、アルキルフェノールノボラック樹脂、多価フェノールノボ
ラック樹脂、レゾール樹脂、ポリビニルフェノール樹脂などを挙げることができる。これ
らのうち、いずれか１種以上を使用することができる。
【０１１２】
　また、硬化性フラックスにおいて、フェノール性ヒドロキシル基を有する樹脂（Ａ）の
含有量は、硬化性フラックス全体の２０～８０重量％であることが好ましく、２５～６０
重量％であることがより好ましい。樹脂（Ａ）の含有量が２０重量％未満であると、半田
および金属表面の酸化物などの汚れを除去する作用が低下し、半田接合性が不良となるお
それがある。樹脂（Ａ）の含有量が８０重量％を超えると、十分な物性を有する硬化物が
得られず、接合強度と信頼性が低下するおそれがある。
【０１１３】
　また、フェノール性ヒドロキシル基を有する樹脂（Ａ）のフェノール性ヒドロキシル基
は、その還元作用により、半田および金属表面の酸化物などの汚れを除去するので、半田
接合のフラックスとして効果的に作用する。
【０１１４】
　また、フェノール性ヒドロキシル基を有する樹脂（Ａ）の硬化剤（Ｂ）としては、例え
ば、エポキシ化合物、イソシアネート化合物などを挙げることができる。エポキシ化合物
およびイソシアネート化合物としては、例えば、ビスフェノール系、フェノールノボラッ
ク系、アルキルフェノールノボラック系、ビフェノール系、ナフトール系、レゾルシノー
ル系などのフェノールベースのエポキシ化合物、イソシアネート化合物や、飽和脂肪族、
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環状脂肪族、不飽和脂肪族などの骨格をベースとして変性されたエポキシ化合物、イソシ
アネート化合物などを挙げることができる。これらのうち、いずれか１種以上を使用する
ことができる。
【０１１５】
　また、硬化剤（Ｂ）の配合量は、硬化剤のエポキシ基、イソシアネート基などの反応性
の官能基が、樹脂（Ａ）のフェノール性ヒドロキシル基の０．５～１．５当量倍であるこ
とが好ましく、０．８～１．２当量倍であることがより好ましい。硬化剤の反応性の官能
基がヒドロキシル基の０．５当量倍未満であると、十分な物性を有する硬化物が得られず
、補強効果が小さくなって、接合強度と信頼性が低下するおそれがある。硬化剤の反応性
の官能基がヒドロキシル基の１．５当量倍を超えると、半田および金属表面の酸化物など
の汚れを除去する作用が低下し、半田接合性が不良となるおそれがある。
【０１１６】
　このような半田接合用樹脂組成物（硬化性フラックス）は、フェノール性ヒドロキシル
基を有する樹脂（Ａ）と該樹脂の硬化剤（Ｂ）の反応により、良好な物性を有する硬化物
が形成されるために、半田接合後に洗浄によりフラックスを除去するが必要なく、硬化物
により半田接合部が保護されて、高温、多湿雰囲気でも電気絶縁性を保持し、接合強度と
信頼性の高い半田接合が可能となる。
【０１１７】
　なお、前述したような半田接合用樹脂組成物は、フェノール性ヒドロキシル基を有する
樹脂（Ａ）と該樹脂の硬化剤（Ｂ）の他に、硬化性酸化防止剤（Ｃ）、微結晶状態で分散
するフェノール性ヒドロキシル基を有する化合物（Ｄ）および該化合物の硬化剤（Ｅ）、
溶剤（Ｆ）、硬化触媒、密着性や耐湿性を向上させるためのシランカップリング剤、ボイ
ドを防止するための消泡剤、あるいは液状または粉末の難燃剤等を含んでいてもよい。
【０１１８】
　また、半田接合用樹脂組成物としては、次のようなものも使用できる。
　たとえば、半田接合用樹脂組成物は、熱硬化性樹脂と、フラックス活性化合物と、イミ
ダゾール等の硬化促進剤とを含むものであってもよい。
　熱硬化性樹脂としては、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、シリコーン樹脂、オキセタン
樹脂、フェノール樹脂、（メタ）アクリレート樹脂、ポリエステル樹脂（不飽和ポリエス
テル樹脂）、ジアリルフタレート樹脂、マレイミド樹脂、ポリイミド樹脂（ポリイミド前
駆体樹脂）、ビスマレイミド－トリアジン樹脂、シアネート樹脂などが挙げられる。特に
、エポキシ樹脂、（メタ）アクリレート樹脂、フェノキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリ
イミド樹脂、シリコーン樹脂、マレイミド樹脂、ビスマレイミド－トリアジン樹脂、シア
ネート樹脂からなる群より選ばれる少なくとも１種を含む熱硬化性樹脂を用いることが好
ましい。中でも、硬化性と保存性、硬化物の耐湿性の観点からエポキシ樹脂を使用するこ
とが好ましい。
　また、フラックス活性化合物としては、フェノール性水酸基および／またはカルボキシ
ル基を有する化合物が好ましい。フェノール性水酸基を有する化合物としては、例えば、
フェノール、ｏ－クレゾール、２，６－キシレノール、ｐ－クレゾール、ｍ－クレゾール
、ｏ－エチルフェノール、２，４－キシレノール、２，５－キシレノール、ｍ－エチルフ
ェノール、２，３－キシレノール、メジトール、３，５－キシレノール、ｐ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェノール、カテコール、ｐ－ｔｅｒｔ－アミルフェノール、レゾルシノール、ｐ
－オクチルフェノール、ｐ－フェニルフェノール、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡ
Ｆ、ビフェノール、ジアリルビスフェノールＦ、ジアリルビスフェノールＡ、トリスフェ
ノール、テトラキスフェノールなどのフェノール性水酸基を含有するモノマー類、フェノ
ールノボラック樹脂、ｏ－クレゾールノボラック樹脂、ビスフェノールＦノボラック樹脂
、ビスフェノールＡノボラック樹脂などのフェノール性水酸基を含有する樹脂が挙げられ
る。
　これらのうち、いずれか１種以上を使用することができる。
【０１１９】
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　カルボキシル基を有する化合物としては、例えば、脂肪族酸無水物、脂環式酸無水物、
芳香族酸無水物、脂肪族カルボン酸、芳香族カルボン酸などが挙げられる。前記脂肪族酸
無水物としては、無水コハク酸、ポリアジピン酸無水物、ポリアゼライン酸無水物、ポリ
セバシン酸無水物などが挙げられる。前記脂環式酸無水物としては、メチルテトラヒドロ
無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水メチルハイミック酸、ヘキサヒド
ロ無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、トリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸、
メチルシクロヘキセンジカルボン酸無水物などが挙げられる。前記芳香族酸無水物として
は、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカ
ルボン酸無水物、エチレングリコールビストリメリテート、グリセロールトリストリメリ
テートなどが挙げられる。これらのうち、いずれか１種以上を使用することができる。
　さらには、カルボキシル基とフェノール性水酸基とを有する化合物としては、サリチル
酸、２，３－ジヒドロキシ安息香酸、２，４－ジヒドロキシ安息香酸、ゲンチジン酸（２
，５－ジヒドロキシ安息香酸）、２，６－ジヒドロキシ安息香酸、３，４－ジヒドロキシ
安息香酸、浸食子酸（３，４，５－トリヒドロキシ安息香酸）などの安息香酸誘導体；１
，４－ジヒドロキシ－２－ナフトエ酸、３，５－ジヒドロキシ－２－ナフトエ酸などのナ
フトエ酸誘導体；フェノールフタリン；ジフェノール酸などが挙げられる。中でも、フェ
ノールフタリン、ゲンチジン酸、２，４－ジヒドロキシ安息香酸、２，６－ジヒドロキシ
安息香酸が好ましく、フェノールフタリン、ゲンチジン酸が特に好ましい。これらのうち
、いずれか１種以上を使用することができる。
【０１２０】
　以上説明したように構成された半導体パッケージ１によれば、半導体素子３と接合され
た部分以外の部分においても、配線基板２の両面が第２補強部材４および第１補強部材５
により補強されるため、半導体パッケージ１全体の剛性が増す。特に、第２補強部材４お
よび第１補強部材５の熱膨張係数が配線基板２よりも小さいため、半導体素子３が配線基
板２の全面に亘って設けられているのと同様に、半導体パッケージ１全体の剛性が増す。
　そのため、配線基板２と半導体素子３との熱膨張係数差に起因する配線基板２の反りを
抑制または防止することができる。
【０１２１】
　また、配線基板２の厚さを薄くすることができるので、配線基板２の厚さ方向での熱伝
導性を高めることができる。そのため、半導体パッケージ１は、半導体素子３からの熱を
配線基板２を介して逃すことができ、放熱性に優れる。また、第１補強部材５および第２
補強部材４の構成材料を適宜選択することにより、半導体パッケージ１の放熱性を高める
こともできる。
【０１２２】
　このようなことから、半導体素子３および配線基板２の昇温を抑えることができるので
、この点でも、配線基板２と半導体素子３との熱膨張係数差に起因する配線基板２の反り
を抑制または防止することができる。
【０１２３】
（半導体パッケージの製造方法）
　以上説明したような半導体パッケージ１は、以下のようにして製造することができる。
【０１２４】
　以下、図４ないし図７に基づき、半導体パッケージ１の製造方法（本発明の半導体パッ
ケージの製造方法）を説明する。
　はじめに、本実施形態の半導体パッケージ１の製造方法の概要について説明する。
　本実施形態の半導体パッケージ１の製造方法は、
　板状の第１補強部材５Ａと、
　板状の第１補強部材５Ａ上に設けられ、前記第１補強部材５Ａ側の一方の面側に第１導
体パターン２２４が配置され、他方の面側に第２導体パターン２２１が配置されるととも
に、導体パターンと、絶縁層とが交互に積層され、導体パターン間が電気的に接続された
配線基板用積層体２Ａと、
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　前記第２導体パターン２２１上に配置された板状の第２補強部材４Ａとを有する積層体
２０を用意する工程と、
　積層体２０を加熱して前記絶縁層を熱硬化する工程と、
　前記第１補強部材５Ａの一部を選択的に除去して、前記第１導体パターン２２４を露出
させるための開口部５３を形成する工程と、
　前記第２補強部材４Ａの一部を選択的に除去して前記第２導体パターン２２１を露出さ
せるための開口部４１を形成する工程と、
　第２補強部材４Ａの開口部４１から露出する第２導体パターン２２１に、半導体素子３
を接続する工程とを含む。
【０１２５】
　次に、半導体パッケージ１の製造方法について詳細に説明する。
　半導体パッケージ１の製造方法は、［１］板状の第１補強部材５Ａを用意する第１工程
と、［２］第１補強部材５Ａの上面（一方の面）上に配線基板用積層体（コアレス基板用
積層体）２Ａを積層する第２工程と、［３］配線基板用積層体２Ａの第１補強部材５Ａと
反対の面側に板状の第２補強部材４Ａを接合して、積層体２０を構成し、さらに、積層体
２０を加熱して配線基板用積層体２Ａの絶縁層を熱硬化させる第３工程と、［４］第１補
強部材５Ａに開口部５３を形成するとともに、第２補強部材４Ａに開口部４１を形成する
第４工程と、［５］第２補強部材４Ａの開口部４１を介して、基板２１に半導体素子３を
搭載する第５工程とを有している。以下、各工程について順次詳細に説明する。
【０１２６】
［１］第１工程
　まず、図４（ａ）に示すように、板状の第１補強部材５Ａを用意する。この第１補強部
材５Ａは、第１補強部材５となるものであり、例えば金属材料で構成されている。
　この第１補強部材５Ａは表裏面が平坦な平板であり、開口部は形成されていない。
【０１２７】
　次に、図４（ｂ）に示すように、第１補強部材５Ａの上面にソルダーレジスト２６Ａを
形成する。ソルダーレジスト２６Ａは、前述したソルダーレジスト２６を形成するための
ものである。なお、ソルダーレジスト２６Ａは、例えば、第１補強部材５Ａの上面に熱硬
化性レジストを塗布し、硬化させることにより形成することができる。
　ソルダーレジスト２６Ａは、本工程において、熱硬化されて、ソルダーレジスト２６Ａ
が第１補強部材５Ａに固着することとなる。
　ただし、ソルダーレジスト２６Ａと第１補強部材５Ａとを接着層を介して固着してもよ
い。
【０１２８】
［２］第２工程
　次に、ソルダーレジスト２６Ａの上面に金属層２２４Ａを形成する。金属層２２４Ａは
、ソルダーレジスト２６Ａの上面の全面を被覆するように設けられる。金属層２２４Ａの
形成方法としては、特に限定されず、例えば、蒸着や、スクリーン印刷等の各種印刷技術
を用いることができる。次に、この金属層２２４Ａをパターニングし、図４（ｃ）に示す
ように、導体パターン（第１導体パターン）２２４を形成する。かかるパターンニングの
方法としては、特に限定されないが、ウェットエッチングが好適に用いられる。
　なお、スクリーン印刷により、ソルダーレジスト２６Ａ上に直接導体パターン２２４を
形成してもよい。
　さらには、ソルダーレジストの片面に、金属層２２４Ａが設けられた積層フィルムを用
い、第１補強部材５Ａ上にソルダーレジスト２６Ａを設けると同時に金属層２２４Ａを積
層してもよい。
【０１２９】
　次に、図４（ｄ）に示すように、導体パターン２２４の上面にシート状の絶縁層２１３
Ａを積層する。絶縁層２１３Ａは、前述した配線基板２の絶縁層２１３を形成するための
ものであり、絶縁層２１３Ａを構成する樹脂組成物は、半硬化あるいは未硬化の状態であ
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る。
　絶縁層２１３Ａは、前述した基材を有するプリプレグであってもよく、また、基材を含
まないものであってもよい。なお、絶縁層２１３Ａが基材を含まない場合には、シート状
の絶縁層２１３Ａを積層するのではなく、ワニスを導体パターン２２４上に塗布し乾燥さ
せて絶縁層２１３Ａを形成してもよい。後述する絶縁層２１２Ａ、２１１Ａも絶縁層２１
３Ａと同様、半硬化あるいは未硬化の状態であり、プリプレグであってもよく、基材を含
まないものであってもよい。
　シート状の絶縁層２１３Ａを、導体パターン２２４上に積層する方法としては、真空中
で熱をかけながら、絶縁層２１３Ａを導体パターン２２４上に押圧する真空プレス法、熱
をかけながらローラを使用して、絶縁層２１３Ａを導体パターン２２４上にラミネートす
る熱ラミネート法等が挙げられる。ただし、絶縁層と導体パターンとの間に空気等が入る
ことを防止でき、絶縁層と導体パターンとの密着性を向上させる観点からは、真空プレス
法が好ましい。なお、後述する絶縁層２１２Ａ、２１１Ａも同様の方法で積層される。
【０１３０】
　次に、絶縁層２１３Ａに貫通孔（ビアホール）を形成する。貫通孔の形成方法としては
、特に限定されないが、例えば、レーザーを照射することにより形成することができる。
ここで、レーザーとしては、例えばＣＯ２レーザー、ＵＶ－ＹＡＧレーザー等を用いるこ
とができる。なお、貫通孔は、例えば、ドリル等の機械加工によって形成することもでき
る。
　次に、図４（ｅ）に示すように、貫通孔内に導体ポスト２３３を形成する。導体ポスト
２３３の形成方法としては、特に限定されないが、例えば、導電性ペーストを充填する方
法、無電解めっきにより埋め込む方法、電解めっきにより埋め込む方法等を用いることが
できる。
【０１３１】
　次に、絶縁層２１３Ａの上面に金属層２２３Ａを形成する。次に、金属層２２３Ａと同
様にして、この金属層２２３Ａをウェットエッチング等でパターニングし、図４（ｆ）に
示すように、導体パターン２２３を形成する。
【０１３２】
　次に、図５（ａ）に示すように、導体パターン２２３の上面に絶縁層２１２Ａを積層す
る。絶縁層２１２Ａは、前述した配線基板２の絶縁層２１２を形成するためのものである
。
【０１３３】
　次に、図５（ｂ）に示すように、前述と同様にして、絶縁層２１２Ａに貫通孔（ビアホ
ール）を形成し、貫通孔内に導体ポスト２３２を形成する。
【０１３４】
　次に、絶縁層２１２Ａの上面に金属層２２２Ａを形成する。次に、金属層２２４Ａと同
様にして、この金属層２２２Ａをパターニングし、図５（ｃ）に示すように、導体パター
ン２２２を形成する。
【０１３５】
　次に、図５（ｄ）に示すように、導体パターン２２２の上面に絶縁層２１１Ａを積層す
る。絶縁層２１１Ａは、前述した配線基板２の絶縁層２１１を形成するためのものである
。以上、３つの絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層することで絶縁層積層体２１Ａが得られ
る。絶縁層積層体２１Ａは、前述した配線基板２の基板２１を形成するためのものである
。
【０１３６】
　次に、図５（ｅ）に示すように、前述と同様にして、絶縁層２１１Ａに貫通孔（ビアホ
ール）を形成し、貫通孔内に導体ポスト２３１を形成する。
【０１３７】
　次に、絶縁層２１１Ａの上面に金属層２２１Ａを形成する。次に、金属層２２４Ａと同
様にして、この金属層２２１Ａをパターニングし、図６（ａ）に示すように、導体パター
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ン２２１を形成する。
　なお、導体パターンや、導体ポストの製造方法は上述した方法に限らず、いわゆるサブ
ストラクティブ法、セミアディテイブ法、フルアディテイブ法のいずれであってもよい。
また、たとえば、絶縁層２１３Ａを積層するとともに、金属層２２３Ａを積層し、その後
、金属層２２３Ａおよび絶縁層２１３Ａを貫通するビアホールを形成し、このビアホール
に導体ポストを形成してもよい。
【０１３８】
　次に、図６（ｂ）に示すように、絶縁層２１１Ａおよび導体パターン２２１の上面にソ
ルダーレジスト２５Ａを形成する。ソルダーレジスト２５Ａは、前述したソルダーレジス
ト２５を形成するためのものである。なお、ソルダーレジスト２５Ａは、前述したソルダ
ーレジスト２６Ａと同様にして形成することができる。
【０１３９】
　次に、図６（ｃ）に示すように、導体ポスト２３１、２３２、２３３と同様の方法を用
いて、伝熱ポスト２４を形成する。伝熱ポストを形成するためのスルーホールは、絶縁層
２１１Ａ～２１３Ａ、ソルダーレジスト２５Ａ、２６Ａを貫通する。
　以上の工程により、第１補強部材５Ａ上に導体パターンと絶縁層とが交互に積層され、
かつ、絶縁層を挟んで配置される導体パターン同士が絶縁層に形成されたビアを介して電
気的に接続された配線基板用積層体２Ａが形成されることとなる。
【０１４０】
［３］第３工程
　次に、図６（ｄ）に示すように、ソルダーレジスト２５Ａの上面に、板状の第２補強部
材４Ａを接合する。この第２補強部材４Ａは、第２補強部材４となるものであり、例えば
金属材料で構成されている。ソルダーレジスト２５Ａと第２補強部材４Ａとの接合方法は
、特に限定されず、ソルダーレジストの接着性を利用して、これらを直接接着してもよい
し、接着剤を介して接合してもよい。第２補強部材４を第２ソルダーレジスト２５Ａ上に
積層し、圧着する。たとえば、第１補強部材５Ａ、配線基板用積層体２Ａ、第２補強部材
４Ａを積層方向に沿って挟圧する。なお、伝熱ポストを設けない場合には、あらかじめ、
第２ソルダーレジスト２５Ａを第２補強部材４上に積層した後、第２ソルダーレジスト２
５Ａが設けられた第２補強部材４を、第２ソルダーレジスト２５Ａを介して導体パターン
２２１上に圧着してもよい。
　第２補強部材４Ａは、表裏面が平坦な平板であり、開口部は形成されていない。この第
２補強部材４Ａを設けることで、配線基板用積層体２Ａの一方の面の全面が第１補強部材
５Ａで被覆され、他方の面の全面が第２補強部材４Ａで被覆された積層体２０を得ること
ができる。
【０１４１】
　次に、積層体２０を加熱して絶縁層２１１Ａ、２１２Ａ、２１３Ａおよびソルダーレジ
スト２５Ａ、２６Ａを熱硬化させる。たとえば、積層体２０を加熱炉内に設置して、１８
０℃２時間加熱する。各絶縁層２１１Ａ、２１２Ａ、２１３Ａおよび各ソルダーレジスト
２５Ａ、２６Ａは、完全硬化して、ＢステージからＣステージとなる。
【０１４２】
［４］第４工程
　次に、図７（ａ）に示すように、第１補強部材５Ａの不要部を選択的に除去し、第１補
強部材５Ａに複数の開口部５３を形成し、第１補強部材５Ａを所望の形状にパターニング
する。また、第２補強部材４Ａの不要部を選択的に除去し、第２補強部材４Ａに開口部４
１を形成し、第２補強部材４Ａを所望の形状にパターニングする。これにより、第１補強
部材５および第２補強部材４が形成される。なお、不要部分を除去する方法としては、特
に限定されず、例えば、ドライエッチング、ウェットエッチング等の各種エッチング加工
、レーザー照射加工などを用いることができるが、これらの中でも特にウェットエッチン
グを用いることが好ましい。ウェットエッチング処理によれば、第１、第２補強部材５Ａ
、４Ａに対してより微細で精度のよい加工を行うことができる。
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【０１４３】
　次に、図７（ｂ）に示すように、ソルダーレジスト２５Ａ、２６Ａの所定箇所に貫通孔
２５１，２６１を形成し、ソルダーレジスト２５、２６を得る。貫通孔の形成方法として
は、特に限定されず、例えば、レーザを照射することにより形成することができる。ここ
で、レーザとしては、例えばＣＯ２レーザ、ＵＶ－ＹＡＧレーザ等を用いることができる
。なお、貫通孔は、例えば、ドリル等の機械加工によって形成することもできる。
　以上により、第１、第２補強部材５、４に狭持された配線基板２が得られる。
【０１４４】
　補強部材４Ａ，５Ａに開口部４１，５３を形成する際にウェットエッチングすることで
ソルダーレジスト２５Ａ，２６Ａのエッチングを防止しながら、金属製の補強部材４Ａ，
５Ａに開口部を形成することができる。その後、ソルダーレジスト２５Ａ，２６Ａに貫通
孔２５１，２６１を形成する際に、レーザを使用することで、ソルダーレジスト２５Ａ，
２６Ａに比較的径の小さい貫通孔を形成することができる。
【０１４５】
［５］第５工程
　次に、図１４に示すように、ソルダーレジスト２６Ａの貫通孔２６１から露出する導体
パターン２２４上に絶縁材８１Ａを塗布する。そして、絶縁材８１Ａに金属ボール（半田
ボール）７１Ａを押し込む。これにより、絶縁材８１Ａの一部が金属ボール７１Ａと貫通
孔２６１内面との間に位置することとなる。その後、半田リフローにより金属ボール７１
Ａと導体パターン２２４とを半田接合する。これにより、図７（ｃ）に示すように、金属
バンプ７１および絶縁材８１が形成される。かかる半田接合は、特に限定されないが、配
線基板２の下面に各金属バンプ７１が当接するように配置し、その状態で、例えば２００
～２８０℃×１０～６０秒間加熱することにより行うことができる。
　その後、必要に応じて、絶縁材８１を加熱して、絶縁材８１の硬化を進行させてもよい
。
【０１４６】
　このようにして得られた絶縁材８１は、前述したように金属バンプ７１の周囲を囲むよ
うに形成される。このとき、絶縁材８１Ａは、半田接合時にフラックスとして機能し、且
つ、金属バンプ７１との界面張力により半田接合部周辺をリング状に補強する形状で硬化
する。
【０１４７】
　次に、図７（ｄ）に示すように、補強部材４の開口部４１の内側にアンダーフィル材を
塗布した後、アンダーフィル材に金属バンプ３１を押し込み、半導体素子３を金属バンプ
３１を介して配置する。その後、金属バンプ３１と導体パターン２２１とを半田リフロー
により接合する。このとき、アンダーフィル材が硬化する。なお、この場合、アンダーフ
ィル材として前述した絶縁材８１と同じようなフラックス活性のある樹脂を用いる。また
、半導体素子３を搭載し、フラックスあるいは半田ペースト等を用いてリフローにより半
導体素子３を配線基板２に接合させた後、通常のキャピラリーアンダーフィル材を配線基
板２と半導体素子３との間に充填・硬化させることもできる。
　以上のようにして、半導体パッケージ１が得られる。
【０１４８】
　以上のような半導体パッケージの製造方法によれば、複数の絶縁層２１１Ａ～２１３Ａ
、ソルダーレジスト２５Ａ，２６Ａを含んで構成される配線基板用積層体２Ａを板状の第
１、第２の補強部材４Ａ、５Ａで狭持した状態で、硬化させるため、硬化時の反りの発生
を効果的に抑制することができる。補強部材４Ａ、５Ａには、開口部が形成されていない
ので、補強部材４Ａ，５Ａ自体が非常に反りにくく、配線基板用積層体２Ａの熱硬化時の
反りの発生を抑制することができる。
　さらには、本実施形態では、各絶縁層に比べて、硬質で撓み難い金属製の板状の第１補
強部材５Ａ上に、複数の絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを順次積層している。絶縁層２１１Ａ
～２１３Ａを積層する際に、各絶縁層が若干収縮して、そりが発生することが懸念される
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が、第１補強部材５Ａは剛性が高くたわみにくいので、各絶縁層のそりの発生を抑制でき
る。
　また、仮に、第１補強部材５Ａ上に絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層した際に、反りが
発生したとしても、金属製の板状の第２補強部材４Ａを、絶縁層２１１Ａに押圧すること
で、絶縁層２１１Ａ～２１３Ａに発生した反りを低減することができる。
　以上のように、本実施形態の半導体パッケージの製造方法では、半導体パッケージの製
造過程で発生する反りを低減でき、そりの少ない半導体パッケージを得ることができる。
　また、本実施形態では、補強部材４Ａ，５Ａを配線基板用積層体２Ａに取り付けた後、
導体パターンを露出させるための開口部４１，５３を形成しているので、導体パターンの
位置にあわせて、開口部を形成できる。そのため、導体パターンと開口部との位置あわせ
が容易となる。これに対し、あらかじめ、開口部を形成した補強部材を導体パターンに貼
り付ける際には、開口部と導体パターンの位置あわせに手間を要する。
　また、補強部材４Ａ，５Ａを配線基板用積層体２Ａに取り付けた後、導体パターンを露
出させるための開口部４１，５３を形成し、さらに、ソルダーレジスト２５Ａ，２６Ａに
貫通孔を形成しているので、補強部材４，５の開口部４１，５３とソルダーレジスト２５
，２６の貫通孔２５１，２６１との位置を容易にあわせることができる。
【０１４９】
（半導体装置）
　次に、半導体装置について好適な実施形態に基づいて説明する。
【０１５０】
　図８は、図１に示す半導体パッケージを備える半導体装置を模式的に示す断面図である
。
【０１５１】
　図８に示すように、半導体装置１００は、マザーボード（基板）２００と、このマザー
ボード２００に搭載された半導体パッケージ１とを有している。
【０１５２】
　このような半導体装置１００においては、半導体パッケージ１の金属バンプ７１がマザ
ーボード２００の端子（図示せず）に接合されている。これにより、半導体パッケージ１
とマザーボード２００とが電気的に接続され、これらの間で電気的信号の伝送が行われる
。また、この接合部を介して、半導体パッケージ１の熱をマザーボード２００へ逃すこと
ができる。
【０１５３】
　以上説明したような半導体装置１００によれば、前述したような放熱性および信頼性に
優れた半導体パッケージ１を備えるので、信頼性に優れる。
【０１５４】
<第２実施形態>
　図９は、本発明の第２実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。な
お、以下では、説明の便宜上、図９中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【０１５５】
　以下、第２実施形態の半導体パッケージの製造方法について、前述した実施形態との相
違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１５６】
　本実施形態では、第１補強部材５Ｂは、第１補強部材５となる本体部５Ａ´と、この本
体部５Ａ´を支持する補強材３００とを備える。他の点は、前述した第１実施形態と同様
である。
【０１５７】
［１］第１工程
　まず、図９に示すように、板状の補強材３００と、補強材３００の上面に設けられた本
体部５Ａ´とを有するシート状の補強部材５Ｂを用意する。補強材３００は、本体部５Ａ
´を補強するためのものであり、比較的硬質なものである。これにより、補強部材５Ｂの
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剛性が高まる。このような補強材３００の構成材料としては、特に限定されないが、例え
ば、銅などの金属材料が挙げられる。また、補強材３００は、本体部５Ａ´から剥離可能
であるのが好ましく、これにより、後述する第４工程を円滑に行うことができる。
　本体部５Ａ´と補強材３００との間に、剥離を可能とする剥離層を設けることが好まし
い。剥離層は有機系剥離層、無機系剥離層のいずれであってもよく、また、それらの組合
せでも用いることができる。
　有機系剥離層としては、例えば、ベンゾトリアゾール等のトリアゾール化合物、オレイ
ン酸等のカルボン酸化合物、チオール化合物等を含む剥離層が挙げられる。
　無機系剥離層としては、
　例えば、以下の（１）、（２）を必須とするものがあげられる。
（１）鉄、ニッケル、コバルトから選ばれる１種以上の金属、及び鉄、ニッケル、コバル
トから選ばれる１種以上の金属の金属酸化物
（２）クロム、モリブデン、タングステンから選ばれる１種以上の金属、及びクロム、モ
リブデン、タングステンから選ばれる１種以上の金属の金属酸化物を含有する剥離層が挙
げられる。
　また、上記有機系剥離層と無機系剥離層とを組み合わせた剥離層としてもよい。耐熱性
の点から無機系剥離層が好ましい。
次いで、本体部５Ａ´の上面にソルダーレジスト２６Ａを形成する。
【０１５８】
［２］第２工程
　前述した第１実施形態の第２工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１５９】
［３］第３工程
　前述した第１実施形態の第３工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１６０】
［４］第４工程
　次に、本体部５Ａ´から補強材３００を剥離する。本体部５Ａ´と補強材３００とが離
間するように力を加えてこれらを引き剥す。前記実施形態と同様、薄肉化された第１補強
部材５Ｂ、すなわち、本体部５Ａ´に開口部５３を形成する。これにより、第１補強部材
５を形成する。また、第２補強部材４Ａに、開口部４１を形成し、所望の形状にパターニ
ングすることにより、第２補強部材４を形成する。他の点は第１実施形態と同様である。
【０１６１】
［５］第５工程
　前述した第１実施形態の第５工程と同様であるため、説明を省略する。
　以上のようにして、半導体パッケージ１が得られる。
【０１６２】
　このような半導体パッケージの製造方法によれば、補強材３００によって、前述した第
１実施形態と比較して、第１補強部材５Ｂの剛性を高くすることができる。そのため、第
１実施形態と比較して、より効果的に、積層時の各樹脂層の反り等を抑制することができ
る。
【０１６３】
<第３実施形態>
　図１０は、本発明の第３実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
なお、以下では、説明の便宜上、図１０中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【０１６４】
　以下、第３実施形態の半導体パッケージの製造方法について、前述した実施形態との相
違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１６５】
　第３実施形態の補強部材の製造方法は、第１補強部材をエッチダウンする以外は、前述
した第１実施形態と同様である。
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【０１６６】
［１］第１工程
　まず、図１０（ａ）に示すように、第１補強部材５Ａを用意する。ここで、第１補強部
材５Ａとして、第１補強部材５の厚さよりも厚いものを用意する。第１補強部材５Ａの厚
さとしては、特に限定されないが、第１補強部材５の厚さよりも１ｍｍ～５ｍｍ程度厚い
のが好ましい。
　次いで、第１補強部材５Ａの上面にソルダーレジスト２６Ａを形成する。
【０１６７】
［２］第２工程
　前述した第１実施形態の第２工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１６８】
［３］第３工程
　前述した第１実施形態の第３工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１６９】
［４］第４工程
　次に、第１補強部材５Ａを所望の形状にパターニングすることにより、第１補強部材５
を形成するとともに、前記実施形態と同様、第２補強部材４Ａに開口部４１を形成するこ
とで、第２補強部材４を形成する。この際、第１補強部材５Ａについては、まず、図１０
（ｂ）に示すように、その厚さを薄く（エッチダウン）した後、図１０（ｃ）に示すよう
に、開口部５３を形成することにより、所望の形状にパターニングする。このような順序
によれば、効率的に、第１補強部材５Ａをエッチングすることができる。すなわち、最初
に、マスクのいらない薄肉化を行うことにより、効率的に、第１補強部材５Ａを所望の形
状に加工することができる。他の点は第１実施形態と同様である。
【０１７０】
［５］第５工程
　　前述した第１実施形態の第５工程と同様であるため、説明を省略する。
　以上のようにして、半導体パッケージ１が得られる。
【０１７１】
　このような半導体パッケージの製造方法によれば、第１実施形態と比較して厚さの厚い
第１補強部材５Ａを用いているため、前述した第１実施形態と比較して、第１補強部材５
Ａの剛性を高くすることができる。そのため、第１実施形態と比較して、より効果的に、
積層時の各樹脂層の反り等を抑制することができる。
【０１７２】
<第４実施形態>
　図１１は、本発明の第４実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示す図である。
　なお、以下では、説明の便宜上、図１１中の上側を「上」、下側を「下」と言う。
【０１７３】
　以下、第４実施形態の半導体パッケージの製造方法について、前述した実施形態との相
違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１７４】
　本実施形態の半導体パッケージの製造方法は、
　この板状の一方の補強部材４Ａ上に、導体パターン２２１を積層し、その後、この導体
パターン２２１上に、この導体パターン２２１に電気的に接続されるビア（導体ポスト）
２３２が形成されたＢステージの前記絶縁層２１２Ａを積層して部材９２を構成する工程
と、
　板状の他方の補強部材５Ａ上に、導体パターン２２４と、この導体パターン２２４に接
続される他のビア（導体ポスト）２３３が形成されたＢステージの他の絶縁層２１３Ａと
、導体パターン２２４に前記他のビア２３３を介して接続される他の導体パターン２２３
と形成して部材９１を構成する工程と、
　部材９２と部材９１を積層し、前記他の導体パターン２２３と、ビア２３２とを電気的
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に接続して積層体２０を構成する工程とを含み、
　積層体２０を加熱して、各絶縁層２１３Ａ、２１２Ａの硬化を進行させてＣステージと
する。
　なお、他の導体パターン２２３は、部材９１ではなく、部材９２の絶縁層２１２Ａ上に
設けられていてもよい。
　より具体的には、以下の通りである。
　本実施形態の半導体パッケージ１の製造方法は、［１］板状の第１補強部材５Ａと、第
１補強部材５Ａの一方の面側に設けられたソルダーレジスト２６Ａと、ソルダーレジスト
２６Ａの第１補強部材５Ａと反対の面側に設けられた第１導体パターン２２４とを有する
第１シート部材９１１を用意し、第１導体パターン２２４を覆うようにソルダーレジスト
２６Ａに少なくとも１つのプリプレグ（絶縁層）を積層して得られる第１部材９１と、板
状の第２補強部材４Ａと、第２補強部材４Ａの一方の面側に設けられたソルダーレジスト
２５Ａと、ソルダーレジスト２５Ａの第２補強部材４Ａと反対の面側に設けられた第２導
体パターン２２１とを有する第２シート部材９２１を用意し、第２導体パターン２２１を
覆うようにソルダーレジスト２５Ａに少なくとも１つのプリプレグ（絶縁層）を積層して
得られる第２部材９２とを用意する第１工程と、［２］第１部材９１および第２部材９２
を、絶縁層同士を対向させて接合する第２工程と、［３］第１補強部材５Ａの不要部を除
去することにより第１補強部材５Ａを所望形状に加工するとともに、第２補強部材４Ａの
除去部を除去することにより第２補強部材４Ａを所望形状に加工する第３工程と、［４］
第１補強部材５Ａまたは第２補強部材４Ａの除去された部分を介して、複数の絶縁層が積
層してなる積層体（絶縁層積層体２１Ａ）に半導体素子３を搭載する第４工程とを有して
いる。
　以下、各工程について説明する。
【０１７５】
［１］第１工程
　第１工程では、第１部材９１と第２部材９２とを用意する。
【０１７６】
（第１部材９１の用意）
　まず、板状の第１補強部材５Ａを用意する。次に、前記実施形態と同様、第１補強部材
５Ａの上面にソルダーレジスト２６Ａを形成する。次に、前記実施形態と同様、ソルダー
レジスト２６Ａの上面に金属層２２４Ａを形成し、金属層２２４Ａをパターニングするこ
とにより、導体パターン（第１導体パターン）２２４を形成する。これにより、第１シー
ト部材９１１が得られる。
【０１７７】
　次に、前記実施形態と同様、導体パターン２２４の上面に絶縁層２１３Ａを積層する。
次に、絶縁層２１３Ａに貫通孔を形成し、貫通孔内に導体ポスト２３３を形成する。次に
、前記実施形態と同様、絶縁層２１３Ａの上面に金属層２２３Ａを形成し、金属層２２３
Ａをパターニングすることにより、導体パターン２２３を形成する。次いで、絶縁層２１
３Ａ、ソルダーレジスト２６Ａを貫通する貫通孔を形成し、この貫通孔内に金属等を充填
することで、伝熱ポスト２４の第１補強部材５Ａ側の部分２４１を構成する。
　これにより、図１１（ａ）に示すような第１部材９１が得られる。
【０１７８】
（第２部材９２の用意）
　まず、板状の第２補強部材４Ａを用意する。次に、第２補強部材４Ａの上面にソルダー
レジスト２５Ａを形成する。次に、ソルダーレジスト２５Ａの上面に金属層２２１Ａを形
成し、金属層２２１Ａをパターニングすることにより、導体パターン（第２導体パターン
）２２１を形成する。これにより、第２シート部材９２１が得られる。
【０１７９】
　次に、導体パターン２２１の上面に絶縁層２１１Ａを積層する。次に、絶縁層２１１Ａ
に前記実施形態と同様の方法で、貫通孔を形成し、貫通孔内に導体ポスト２３１を形成す
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る。次に、絶縁層２１１Ａの上面に前記実施形態と同様の方法で、金属層２２２Ａを形成
し、金属層２２２Ａをパターニングすることにより、導体パターン２２２を形成する。次
に、導体パターン２２２の上面に絶縁層２１２Ａを積層する。次に、絶縁層２１２Ａに前
記実施形態と同様の方法で、貫通孔を形成し、貫通孔内に導体ポスト２３２を形成する。
その後、絶縁層２１２Ａ、２１１Ａ、ソルダーレジスト２５Ａを貫通する貫通孔を形成し
、この貫通孔に金属等を充填して、伝熱ポスト２４の第２補強部材４Ａ側の部分２４２を
構成する。
　これにより、図１１（ｂ）に示すような第２部材９２が得られる。
【０１８０】
［２］第２工程
　次に、図１１（ｃ）に示すように、第１部材９１と第２部材９２とを、絶縁層２１２Ａ
、２１３Ａを対向させて接合（積層）する。第１、第２部材９１、９２を積層する方法と
しては、真空中で熱をかけながら、第１、第２部材９１、９２を挟圧する真空プレス法、
熱をかけながらローラを使用して、第１部材９１と第２部材９２とをラミネートする熱ラ
ミネート法等が挙げられる。
　これにより、配線基板用積層体２Ａと、補強部材５Ａ，４Ａを有する積層体２０が得ら
れる。
　その後、第一実施形態の第３工程と同様、積層体２０を加熱して絶縁層２１１Ａ、２１
２Ａ、２１３Ａおよびソルダーレジスト２５Ａ、２６Ａを熱硬化させる。たとえば、積層
体２０を加熱炉内に設置して、１８０℃２時間加熱する。各絶縁層２１１Ａ、２１２Ａ、
２１３Ａおよび各ソルダーレジスト２５Ａ、２６Ａは、完全硬化して、ＢステージからＣ
ステージとなる。
【０１８１】
［３］第３工程
　前述した第１実施形態の第４工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１８２】
［４］第４工程
　前述した第１実施形態の第５工程と同様であるため、説明を省略する。
　以上のようにして、半導体パッケージ１が得られる。
【０１８３】
　このような半導体パッケージの製造方法によれば、２枚の補強部材のそれぞれに樹脂層
を積層するので、同時に各補強部材に樹脂層を積層すれば、第１実施形態と比較して、半
導体パッケージ１の製造にかかる時間を短縮することができる。また、絶縁層の積層枚数
が多い場合などには、片方の補強部材だけに絶縁層を積層していくと、補強部材から離れ
るにつれて、絶縁層の反りなどが発生し易くなる。このような場合に、２つの補強部材に
、それぞれ、絶縁層を積層すれば、１つの補強部材に積層されるプリプレグの枚数を抑え
ることができるため、上記のような問題が発生するのを、効果的に防止することができる
。
【０１８４】
<第５実施形態>
　図１２および図１３は、本発明の第５実施形態に係る半導体パッケージの製造方法を示
す図である。なお、以下では、説明の便宜上、図１２および図１３中の上側を「上」、下
側を「下」と言う。
【０１８５】
　以下、第５実施形態の半導体パッケージの製造方法について、前述した実施形態との相
違点を中心に説明し、同様の事項については、その説明を省略する。
【０１８６】
　第５実施形態の補強部材の製造方法は、２つの半導体パッケージを途中まで同時に製造
する以外は、前述した第１実施形態と同様である。
【０１８７】
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　［１］第１工程
　まず、図１２（ａ）に示すように、２つの第１補強部材５Ａを剥離可能な剥離層６で接
着させてなるシート材を用意する。この剥離層６としては、有機系剥離層、無機系剥離層
のいずれであってもよく、また、それらの組合せでも用いることができる。
　有機系剥離層としては、例えば、ベンゾトリアゾール等のトリアゾール化合物、オレイ
ン酸等のカルボン酸化合物、チオール化合物等を含む剥離層が挙げられる。
　無機系剥離層としては、
　例えば、以下の（１）、（２）を必須とするものがあげられる。
（１）鉄、ニッケル、コバルトから選ばれる１種以上の金属、及び鉄、ニッケル、コバル
トから選ばれる１種以上の金属の金属酸化物
（２）クロム、モリブデン、タングステンから選ばれる１種以上の金属、及びクロム、モ
リブデン、タングステンから選ばれる１種以上の金属の金属酸化物を含有する剥離層が挙
げられる。
　また、上記有機系剥離層と無機系剥離層とを組み合わせた剥離層としてもよい。耐熱性
の点から無機系剥離層が好ましい。
　次に、図１２（ｂ）に示すように、各第１補強部材５Ａの表面にソルダーレジスト２６
Ａを形成する。次に、各ソルダーレジスト２６Ａの表面に金属層２２４Ａを形成する。次
に、図１２（ｃ）に示すように、金属層２２４Ａをパターニングし、導体パターン（第１
導体パターン）２２４を形成する。
【０１８８】
［２］第２工程
　次に、図１２（ｃ）に示すように、各導体パターン２２４に、絶縁層および導体パター
ンを交互に積層し、前記実施形態と同様に、ソルダーレジスト２５Ａを形成し、伝熱ポス
ト２４を形成する。
　本工程は、前述した第１実施形態の第２工程と同様であるため、その説明を省略する。
【０１８９】
［３］第３工程
　次いで、前記実施形態と同様に、図１３（ａ）に示すように、各ソルダーレジスト２５
Ａ上に、板状の第２補強部材４Ａを接合する。次いで、図１３（ｂ）に示すように、２つ
の補強部材５Ａが離間するように力を加え、剥離層６を剥がして、２つの第１補強部材５
Ａを分離する。これにより、途中まで、２つの半導体パッケージ１を同時に製造すること
ができる。なお、以下の工程では、２つに分かれた積層体についてそれぞれ行えばよい。
【０１９０】
　その後、積層体を加熱して、各第１補強部材５Ａ上のソルダーレジスト２５Ａ、２６Ａ
および絶縁層２１１Ａ、２１２Ａ、２１３Ａを硬化させる。これにより、絶縁層２１１、
２１２、２１３が形成される。各絶縁層２１１Ａ、２１２Ａ、２１３Ａおよび各ソルダー
レジスト２５Ａ、２６Ａは、完全硬化して、ＢステージからＣステージとなる。
【０１９１】
［４］第４工程
　前述した第１実施形態の第４工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１９２】
［５］第５工程
　前述した第１実施形態の第５工程と同様であるため、説明を省略する。
【０１９３】
　以上のようにして、半導体パッケージ１が得られる。
　このような本実施形態では、一対の第１補強部材５Ａを剥離層を介して固定した状態で
、各第１補強部材５Ａ上に絶縁層を積層している。１対の第１補強部材５Ａが剥離層を介
して固定されているので、第１補強部材５Ａが反りにくい状態となっている。そのため、
第１補強部材５Ａ上に多数の絶縁層を積層しても、反りの発生を抑制することができる。
　さらには、一対の第１補強部材５Ａを剥離層を介して固定した状態で、各第１補強部材
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５Ａ上に絶縁層を積層することで、樹脂層が上下対象に積層されることとなる。これによ
り、反りが発生してしまうことを防止できる。
【０１９４】
　以上、本発明の半導体パッケージの製造方法を図示の実施形態について説明したが、本
発明は、これに限定されるものではなく、接着体を構成する各部は、同様の機能を発揮し
得る任意の構成のものと置換することができる。また、任意の構成物が付加されていても
よい。
【０１９５】
　また、前述した実施形態では、補強部材５Ａ側から各層を積層する製造方法であったが
、補強部材４Ａ側から各層を積層する製造方法であってもよい。
【０１９６】
　また、前述した実施形態では、配線基板に伝熱ポストが形成されているが、伝熱ポスト
は、省略してもよい。
　さらに、第５実施形態では、接着層を介して接着された一対の第１補強部材のそれぞれ
に絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層した後、導体パターン２２１を形成し、その後、第２
補強部材４Ａを積層した。そして、その後、第１補強部材５Ａ間を剥離したが、これに限
られるものではない。
　たとえば、接着層を介して接着された一対の第１補強部材５Ａのそれぞれに絶縁層２１
１Ａ～２１３Ａを積層した後、１対の補強部材５Ａを剥離してから、導体パターン２２１
を設けてもよく、また、接着層を介して接着された一対の第１補強部材５Ａのそれぞれに
絶縁層２１１Ａ～２１３Ａ、導体パターン２２１を積層した後、１対の補強部材５Ａを剥
離してから、第２補強部材４Ａを積層してもよい。
　さらには、第５実施形態では、接着層を介して接着された一対の補強部材５Ａのそれぞ
れに絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層したが、これに限らず、接着層を介して接着された
一対の補強部材４Ａに、ソルダーレジスト２５Ａを介して、導体パターン２２１を形成す
るとともに、絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層してもよい。
　すなわち、
　一対の補強部材４Ａを用意して、前記一対の補強部材４Ａ間を接着する工程と、
　各補強部材４Ａ上に、前記導体パターン２２１を形成し、
　前記各導体パターン２２１上に前記絶縁層２１１Ａ～２１３Ａを積層する工程と、
　絶縁層２１３Ａ上に導体パターン２２４を設ける工程と、
　前記導体パターン２２４上に補強部材５Ａを設ける工程と、
　一方の補強部材４Ａから、他方の補強部材４Ａを剥離する工程と
を実施して、２対の前記積層体を用意してもよい。他の点は、第５実施形態と同様の方法
で半導体パッケージを製造できる。
【０１９７】
　また、第１～３実施形態では、補強部材５Ａ上に各層を積層していたが、これに限られ
るものではない。補強部材４Ａ上に各層を積層してもよい。
　すなわち、補強部材４Ａ上に、導体パターン２２１を形成し、導体パターン２２１上に
絶縁層２１１Ａを積層し、この絶縁層２１１Ａ上に導体パターン２２４を形成した後、導
体パターン２２４上に補強部材５Ａを設けてもよい。このとき、補強部材４Ａに前記開口
部４１を形成する工程では、補強部材４Ａを薄肉化するとともに、開口部４１を形成して
もよい。薄肉化する方法は、第２～３実施形態と同様である。すなわち、補強部材４Ａを
本体部と、この本体部を支持する補強材とを備えるものとして、前記本体部から前記補強
材を剥離することで、補強部材４Ａを薄肉化してもよく、補強部材４Ａをエッチングする
ことで薄肉化してもよい。
　さらには、前記各実施形態では、配線基板に伝熱ポストが形成されていたが、伝熱ポス
トはなくてもよい。
【０１９８】
　本発明は、以下の態様を含む。
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［１］板状の第１補強部材を用意する第１工程と、
　前記第１補強部材の一方の面上に複数の絶縁層を積層することにより絶縁層積層体を形
成するとともに、前記絶縁層積層体の一方の面側に第１導体パターンを、他方の面側に第
２導体パターンをそれぞれ形成する第２工程と、
　前記絶縁層積層体の前記第１補強部材と反対の面側に板状の第２補強部材を接合する第
３工程と、
　前記第１補強部材の不要部を除去することにより前記第１補強部材を所望形状に加工す
るとともに、前記第２補強部材の不要部を除去することにより前記第２補強部材を所望形
状に加工する第４工程と、
　前記第１補強部材または前記第２補強部材の前記除去された部分を介して、前記絶縁層
積層体に半導体素子を搭載する第５工程とを有することを特徴とする半導体パッケージの
製造方法。
［２］ 前記第１工程では、板状の補強材の一方の面側に支持された前記第１補強部材を
用意し、
　前記第２工程では、前記第１補強部材の前記補強材と反対の面側に前記絶縁層積層体を
形成し、
　前記第４工程に先立って、前記補強材を前記第１補強部材から剥離する［１］に記載の
半導体パッケージの製造方法。
［３］ 前記第３工程では、前記第１補強部材を所望の平面視形状に加工するとともに、
前記第１補強部材を薄肉化する［１］に記載の半導体パッケージの製造方法。
［４］ 前記第３工程では、前記第１補強部材を所望の厚さに薄肉化してから、所望の平
面視形状に加工する［３］に記載の半導体パッケージの製造方法。
［５］ 板状の第１補強部材の一方の面上に少なくとも１つの絶縁層を積層するとともに
、最も前記第１補強部材側に位置する前記絶縁層の前記第１補強部材の面側に第１導体パ
ターンを形成して得られる第１部材と、板状の第２補強部材の一方の面上に少なくとも１
つの絶縁層を積層するとともに、最も前記第２補強部材側に位置する前記絶縁層の前記第
２補強部材の面側に第２導体パターンを形成して得られる第２部材とを用意する第１工程
と、
　前記第１部材および前記第２部材を、前記絶縁層同士を対向させて接合する第２工程と
、
　前記第１補強部材の不要部を除去することにより前記第１補強部材を所望形状に加工す
るとともに、前記第２補強部材の除去部を除去することにより前記第２補強部材を所望形
状に加工する第３工程と、
　前記第１補強部材または前記第２補強部材の前記除去された部分を介して、前記複数の
絶縁層が積層してなる積層体に半導体素子を搭載する第４工程とを有することを特徴とす
る半導体パッケージの製造方法。
［６］ 前記第１補強部材および前記第２補強部材は、それぞれ、金属材料で構成されて
いる［１］ないし［５］のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法。

［７］ 板状の第１補強部材と、前記第１補強部材の一方の面側に設けられた樹脂層と、
前記樹脂層の前記第１補強部材と反対の面側に設けられた第１導体パターンとを有するシ
ート部材を用意する第１工程と、
　前記第１導体パターンを覆うように前記樹脂層に複数の絶縁層を積層し、絶縁層積層体
を形成する第２工程と、
　前記絶縁層積層体の前記第１補強部材と反対の面上に第２導体パターンを形成する第３
工程と、
　前記絶縁層積層体の前記第１補強部材と反対の面側に板状の第２補強部材を接合する第
４工程と、
　前記第１補強部材の不要部を除去することにより前記第１補強部材を所望形状に加工す
るとともに、前記第２補強部材の不要部を除去することにより前記第２補強部材を所望形
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状に加工する第５工程と、
　前記第１補強部材または前記第２補強部材の前記除去された部分を介して、前記絶縁層
積層体に半導体素子を搭載する第６工程とを有することを特徴とする半導体パッケージの
製造方法。
［８］ 前記第１工程では、前記第１補強部材の前記樹脂層と反対の面側に、板状の補強
材が設けられたシート部材を用意し、
　前記第５工程に先立って、前記補強材を前記第１補強部材から剥離する［７］に記載の
半導体パッケージの製造方法。
［９］ 前記第４工程では、前記第１補強部材を所望の平面視形状に加工するとともに、
前記第１補強部材を薄肉化する［７］に記載の半導体パッケージの製造方法。
［１０］ 前記第４工程では、前記第１補強部材を所望の厚さに薄肉化してから、所望の
平面視形状に加工する［９］に記載の半導体パッケージの製造方法。
［１１］ 板状の第１補強部材と、前記第１補強部材の一方の面側に設けられた樹脂層と
、前記樹脂層の前記第１補強部材と反対の面側に設けられた第１導体パターンとを有する
第１シート部材を用意し、前記第１導体パターンを覆うように前記樹脂層に少なくとも１
つの絶縁層を積層して得られる第１部材と、板状の第２補強部材と、前記第２補強部材の
一方の面側に設けられた樹脂層と、前記樹脂層の前記第２補強部材と反対の面側に設けら
れた第２導体パターンとを有する第２シート部材を用意し、前記第２導体パターンを覆う
ように前記樹脂層に少なくとも１つの絶縁層を積層して得られる第２部材とを用意する第
１工程と、
　前記第１部材および前記第２部材を、前記絶縁層同士を対向させて接合する第２工程と
、
　前記第１補強部材の不要部を除去することにより前記第１補強部材を所望形状に加工す
るとともに、前記第２補強部材の除去部を除去することにより前記第２補強部材を所望形
状に加工する第３工程と、
　前記第１補強部材または前記第２補強部材の前記除去された部分を介して、前記複数の
絶縁層が積層してなる積層体に半導体素子を搭載する第４工程とを有することを特徴とす
る半導体パッケージの製造方法。
［１２］ 前記第１補強部材および前記第２補強部材は、それぞれ、金属材料で構成され
ている［７］ないし［１１］のいずれかに記載の半導体パッケージの製造方法。
　この出願は、２０１１年１１月１日に出願された日本特許出願２０１１―２４０４３３
および日本特許出願２０１１―２４０４３４を基礎とする優先権を主張し、その開示をす
べてここに取り込む。
【符号の説明】
【０１９９】
１　　半導体パッケージ
２　　配線基板
２Ａ　　配線基板用積層体
３　　半導体素子
４　　補強部材
４Ａ　　補強部材
５　　補強部材
５Ａ　　補強部材
５Ｂ　　補強部材
６　　剥離層
２０　　積層体
２１　　基板
２１Ａ　　絶縁層積層体
２４　　伝熱ポスト
２５　　ソルダーレジスト



(33) JP 2013-118364 A 2013.6.13

10

20

30

40

２５Ａ　　ソルダーレジスト
２６　　ソルダーレジスト
２６Ａ　　ソルダーレジスト
３１　　金属バンプ
３２　　接着層
３３　　外周面
４１　　開口部
５１　　部分
５２　　部分
５３　　開口部
７１　　金属バンプ
７１Ａ　　金属ボール
８１　　絶縁材
８１Ａ　　絶縁材
９１　　部材
９２　　部材
２００　　マザーボード
２１１，２１２，２１３　　絶縁層
２１１Ａ　　絶縁層
２１２Ａ　　絶縁層
２１３Ａ　　絶縁層
２１４　　ビアホール
２２１Ａ　　金属層
２２１　　導体パターン
２２２Ａ　　金属層
２２２　　導体パターン
２２３Ａ　　金属層
２２３　　導体パターン
２２４Ａ　　金属層
２２４　　導体パターン
２３１　　導体ポスト
２３２　　導体ポスト
２３３　　導体ポスト
２４１　　部分
２４２　　部分
２５１　　貫通孔
２６１　　貫通孔
３００　　補強材
５３１　　壁面
９１１　　シート部材
９２１　　シート部材
１００　　半導体装置
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