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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子を内蔵する配線基板であって、
　前記配線基板は、
　　前記半導体素子と、
　　該半導体素子の少なくとも外周側面を覆う周辺絶縁層と、
　　当該配線基板の上面側に設けられた上面側配線とを含み、
　前記半導体素子は、その上面側に、前記上面側配線と電気的に接続する内部端子を有し
、
　前記内部端子は、
　　当該半導体素子の絶縁表層から露出する第１導電部と、
　　該第１導電部上の密着層と、
　　該密着層上の第２導電部とを含み、
　前記密着層は、前記第１導電部の露出面を覆い該露出面の周囲の絶縁表層上に設けられ
、且つ、前記第２導電部を取り囲み該第２導電部の外縁より外側周囲へ延在している、配
線基板。
【請求項２】
　前記第１導電部、前記密着層および前記第２導電部はそれぞれ金属材料からなり、前記
絶縁表層は樹脂材料からなる、請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
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　前記密着層は、Ｔｉ、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔａ及びＮｉから選ばれる金属を含む金属
材料からなる、請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記第２導電部は、金、銀、銅、ニッケル、錫およびパラジウムから選ばれる金属を含
む金属材料からなる、請求項１から３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第２導電部は、銅又は銅系合金からなる、請求項１から３のいずれか一項に記載の
配線基板。
【請求項６】
　前記半導体素子は、複数の前記内部端子を有し、一体に形成された密着層を共有する隣
り合う内部端子を含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　複数の前記内部端子は、一体に形成された密着層を共有する隣り合う電源端子を含む、
請求項６に配線基板。
【請求項８】
　複数の前記内部端子は、一体に形成された密着層を共有する隣り合うグランド端子を含
む、請求項６又は７に記載の配線基板。
【請求項９】
　前記第２導電部は、前記密着層に接触する下面の外縁の周長が当該第２導電部の上面の
外縁の周長より大きく、当該第２導電部の基板平面方向に沿った断面の外縁の周長が上面
側から下面にかけて漸次拡大している、請求項１から８のいずれか一項に記載の配線基板
。
【請求項１０】
　前記第１導電部は、前記絶縁表層下の配線の一部であり、該絶縁表層の開口からの露出
部分である、請求項１から９のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項１１】
　前記第１導電部は、前記絶縁表層の開口に設けられた導電部である、請求項１から９の
いずれか一項に記載の配線基板。
【請求項１２】
　前記配線基板はベース絶縁層を含み、該ベース絶縁層の上面側に前記半導体素子および
前記周辺絶縁層が設けられている、請求項１から１１のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項１３】
　前記上面側配線を覆う保護絶縁膜を有し、
　該保護絶縁膜は開口を有し、該開口内の前記上面側配線の露出部からなる外部端子、ま
たは該開口に設けられた導電部からなる外部端子を備えた、請求項１から１２のいずれか
一項に記載の配線基板。
【請求項１４】
　前記配線基板の上面側に交互に設けられた配線と絶縁層を含む上面側配線構造層を有し
、
　最上層側の絶縁層に開口を有し、該開口内の配線の露出部からなる外部端子、または該
開口に設けられた導電部がからなる外部端子を備えた、請求項１から１２のいずれか一項
に記載の配線基板。
【請求項１５】
　前記配線基板は、当該配線基板の下面側に設けられた下面側配線を含む、請求項１から
１４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項１６】
　前記配線基板は、前記周辺絶縁層に、前記上面側配線および前記下面側配線と電気的に
接続された素子側方ビアを含む、請求項１５に記載の配線基板。
【請求項１７】
　前記下面側配線を覆う保護絶縁膜を有し、



(3) JP 5605429 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

　該保護絶縁膜は開口を有し、該開口内の前記下面側配線の露出部からなる外部端子、ま
たは該開口に設けられた導電部からなる外部端子を備えた、請求項１５又は１６に記載の
配線基板。
【請求項１８】
　前記配線基板の下面側に交互に設けられた配線と絶縁層を含む下面側配線構造層を有し
、
　最下層側の絶縁層に開口を有し、該開口内の配線の露出部からなる外部端子、または該
開口に設けられた導電部がからなる外部端子を備えた、請求項１５又は１６に記載の配線
基板。
【請求項１９】
　前記配線基板は、当該配線基板の下面側に設けられた支持基板を含む、請求項１から１
４のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項２０】
　前記半導体素子の下面に、絶縁性接着剤を介してノイズシールド回路パターンが設けら
れている、請求項１から１９のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項２１】
　前記半導体素子の下面に、導電性接着剤を介して電位安定化回路パターンが設けられて
いる、請求項１から１９のいずれか一項に記載の配線基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子を内蔵した配線基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の軽薄短小化に伴い、半導体素子の小型化、高集積化と共に、半導体パッケー
ジにおける高密度実装技術が進展している。
【０００３】
　ＩＣチップ等の半導体素子のパッケージングにおいて、パッケージ内の配線基板と半導
体素子の接続は、金線等を用いるワイヤーボンディング接続や、半田ボール等を用いるフ
リップチップ接続により行われている。
【０００４】
　ワイヤーボンディング接続は、半導体素子の接続パッド数が少ない場合は低コストでパ
ッケージングできるメリットがあるが、接続パッド数の増加と狭ピッチ化に伴ってワイヤ
ー径を小さくする必要があり、そのため、ワイヤー切れ等の組立不良により歩留まりが低
下する問題がある。また、ワイヤーボンディング接続では、半導体素子の端子と配線基板
の端子との間の接続経路にある程度の距離を必要とするため、高速伝送特性が劣化しやす
い問題がある。
【０００５】
　フリップチップ接続は、ワイヤーボンディング接続に比べて半導体素子と配線基板間の
接続経路が短いため高速信号伝送が可能であり、また半導体素子の回路面の周辺だけでは
なく全体にわたって端子を設けることができるため接続端子数を増加させることができる
。しかしながら、半導体素子の接続パッド数の増加と狭ピッチ化に伴い、半田バンプのサ
イズが小さくなるにつれ接続強度が弱くなり、そのため、クラック等の接続不良が発生し
やすくなる問題がある。
【０００６】
　近年、半導体装置のさらなる高密度化及び高機能化を容易にする高密度実装技術として
、配線基板に半導体素子を内蔵させるパッケージ技術、いわゆる半導体素子内蔵技術が提
案されている。
【０００７】
　例えば、特許文献１には、電子部品が内蔵された基板上に層間絶縁膜と導体層が繰り返
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し形成され、層間絶縁膜に形成されたビアを介して電気的に接続される多層プリント配線
基板が記載されている。この多層プリント配線基板において、電子部品のダイパッド上部
には、最下層の層間絶縁膜のビアと接続させるためのトランジション層が形成されている
。これにより、パッドとビアとの接続性や信頼性を向上させることが記載されている。
【０００８】
　特許文献２には、半導体チップ、この半導体チップ上の再配線、この再配線を覆う封止
膜及びこの再配線上の柱状電極を有する半導体構成体（ＣＳＰ：ｃｈｉｐ　ｓｉｚｅ　ｐ
ａｃｋａｇｅ）と、この半導体構成体の側方に設けられた枠状埋込材と、この半導体構成
体とこの枠状埋込材との間に設けられた封止膜と、この半導体構成体を覆う絶縁膜と、こ
の絶縁膜上に設けられ前記柱状電極に接続された上層側再配線とを備え、前記半導体構成
体と枠状埋込材はベース板上に設けられている半導体装置が開示されている。
【０００９】
　特許文献３には、配線基板に複数のチップが積層して内蔵され、この配線基板の裏面側
に外部端子が設けられた半導体装置が開示されている。
【００１０】
　特許文献４には、アンテナ構成パターンが形成された複数の絶縁基板が接着剤層を介し
て積層され、アンテナ構成パターン同士が貫通電極を介して接続されてアンテナコイルを
形成するアンテナ部と、このアンテナ部のアンテナコイルと貫通電極を介して接続され、
前記接着材層に埋設された電子部品とを備えた多層配線基板が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００１－３３９１６５号公報
【特許文献２】特開２００４－９５８３６号公報
【特許文献３】特開２００７－１５０１５４号公報
【特許文献４】特開２００８－１８２０３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　半導体素子を内蔵する配線基板においては、半導体素子の構成材料と、配線基板を構成
する樹脂材料との熱膨張係数の差が大きいため、半導体素子と配線基板との電気的接続部
分に加わる応力が大きく、この接続部分が破断しやすいという問題がある。
【００１３】
　本発明の目的は、高密度な半導体素子を内蔵した薄型で高信頼性の配線基板を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様によれば、
　半導体素子を内蔵する配線基板であって、
　前記配線基板は、
　　前記半導体素子と、
　　該半導体素子の少なくとも外周側面を覆う周辺絶縁層と、
　　当該配線基板の上面側に設けられた上面側配線とを含み、
　前記半導体素子は、その上面側に、前記上面側配線と電気的に接続する内部端子を有し
、
　前記内部端子は、
　　当該半導体素子の絶縁表層から露出する第１導電部と、
　　該第１導電部上の密着層と、
　　該密着層上の第２導電部とを含み、
　前記密着層は、前記第１導電部の露出面を覆い該露出面の周囲の絶縁表層上に設けられ
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、且つ、前記第２導電部を取り囲み該第２導電部の外縁より外側周囲へ延在している、配
線基板が提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、高密度な半導体素子を内蔵した薄型で高信頼性の配線基板を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態の配線基板を示す断面図。
【図２】本発明の第２の実施形態の配線基板を示す断面図。
【図３Ａ】内蔵される半導体素子の端子の構造例を説明するための断面図。
【図３Ｂ】内蔵される半導体素子の端子の他の構造例を説明するための断面図。
【図４】内蔵される半導体素子の端子の他の構造例を説明するための断面図。
【図５】内蔵される半導体素子の端子の配置例を説明するための平面図。
【図６】本発明の第１の実施形態の配線基板の製造例を説明するための工程断面図。
【図７】本発明の第２の実施形態の配線基板の製造例を説明するための工程断面図。
【図８】本発明の第２の実施形態の配線基板の他の製造例を説明するための工程断面図。
【図９】本発明の第３の実施形態の配線基板を示す断面図。
【図１０Ａ】第３の実施形態の配線基板に搭載される半導体素子を示す断面図。
【図１０Ｂ】第３の実施形態の配線基板に搭載される半導体素子における第１の配線構造
層を示す部分断面図。
【図１１Ａ】第３の実施形態の変形例の配線基板に搭載される半導体素子を示す断面図。
【図１１Ｂ】第３の実施形態の他の変形例の配線基板に搭載される半導体素子を示す断面
図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の好適な実施形態について以下に説明する。
【００１８】
　本実施形態の配線基板は、半導体素子（例えば、ＬＳＩチップ等のＩＣチップ）を内蔵
し、この半導体素子の少なくとも外周側面を覆う周辺絶縁層と、当該配線基板の上面側に
設けられた上面側配線を含む。さらにベース絶縁層を含み、このベース絶縁層上に、半導
体素子および周辺絶縁層が設けられていてもよい。
【００１９】
　この半導体素子は、その上面側に、前記上面側配線と電気的に接続する内部端子を有す
る。この内部端子は、この半導体素子の絶縁表層から露出する第１導電部と、この第１導
電部上の密着層と、この密着層上の第２導電部を含む。
【００２０】
　この密着層は、第１導電部の露出面を覆うようにこの露出面の周囲の絶縁表層上に設け
られている。すなわち、この密着層は、第１導電部の露出面と絶縁表層の表面に接触して
いる。また、この密着層は、第２導電部を取り囲むようにこの第２導電部の外縁より外側
周囲へ延在し、密着層の外縁は第２導電部の外縁の外側に配置されている。すなわち、第
２導電部の外縁（密着層との接触面の外縁）が密着層の外縁（絶縁表層との接触面の外縁
）より内側に配置されている。
【００２１】
　この密着層の材料は、半導体素子の絶縁表層の絶縁材料および第２導電部の導電性材料
の両方に対して密着性に優れた導電性材料を用いる。この密着層の材料は、第１導電部の
導電性材料に対しても密着性に優れることが望ましい。このような導電性材料であれば特
に制限はないが、樹脂材料および金属材料の両方に対して密着性に優れる、Ｔｉ、Ｗ、Ｍ
ｏ、Ｃｒ、Ｖ、Ｔａ及びＮｉから選ばれる一種の金属又は二種以上の金属からなる合金、
あるいはこれらの金属又は合金を基材とする金属材料を好適に用いることができる。これ
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らの中でもＴｉ、Ｗ、又はＴｉもしくはＷを基材とする金属材料が好ましい。この金属材
料中の基材の含有量は、７０質量％以上が好ましく、８０質量％以上がより好ましく、９
０質量％以上がさらに好ましい。
【００２２】
　第２導電部の材料としては、金、銀、銅、ニッケル、錫およびパラジウムから選ばれる
一種の金属または二種以上の金属からなる合金、あるいはこれらの金属又は合金を基材と
する金属材料を用いることができる。この金属材料中の基材の含有量は、７０質量％以上
が好ましく、８０質量％以上がより好ましく、９０質量％以上がさらに好ましい。導電性
、加工性、コスト等の点から、銅又は銅系合金が好ましい。
【００２３】
　内部端子の第１導電部の材料としては、第１導電部が配線の露出部である場合は、通常
の配線材料が挙げられる。例えば、銅、銀、金、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリ
ブデン、タングステン及びパラジウムからなる群から選択される一種の金属又は二種以上
の金属からなる合金、あるいはこれらの金属または合金を基材とする金属材料を用いるこ
とができる。この金属材料中の基材の含有量は、７０質量％以上が好ましく、８０質量％
以上がより好ましく、９０質量％以上がさらに好ましい。導電性、加工性、コスト等の点
から、銅又は銅系合金が好ましい。内部端子の第１導電部が、開口内に設けられた導電部
である場合、銅、アルミニウム、金、銀およびハンダ材料からなる群から選択された一種
の金属または二種以上の金属からなる合金、あるいはこれらの金属または合金を基材とす
る金属材料を用いることができる。この金属材料中の基材の含有量は、７０質量％以上が
好ましく、８０質量％以上がより好ましく、９０質量％以上がさらに好ましい。この第１
導電部の下にＮｉ等からなるバリア層を設けてもよい。
【００２４】
　密着層は、第２導電部と半導体素子の絶縁表層に対して密着性に優れていることに加え
て、第２導電部を取り囲む密着層延在部によって素子の絶縁表層との接触面積が大きくな
っている。これにより、この端子に加わる応力に対して端子が剥がれにくくなり、接続信
頼性を高めることができる。また、密着層と第２導電部との接触面積は、第１導電部の露
出面積より大きくすることができ、これにより、接続信頼性をさらに高めることができる
。
【００２５】
　さらに、互いに電気的に結合されてもよい隣り合う端子間において一体に形成された密
着層を共有する構造を設けることによって、端子間の領域を利用して密着層と素子の絶縁
表層との接触面積を大きくすることができ、端子の密着強度をより向上させることができ
る。例えば、電源端子同士が隣り合うように端子を配置し、これらの電源端子間で一体に
形成された密着層を共有することにより、密着強度の向上と電位の安定化効果を得ること
ができる。また、グランド端子同士が隣り合うように端子を配置し、これらのグランド端
子間で一体に形成された密着層を共有することにより、密着強度の向上と電位の安定化効
果を得ることができる。
【００２６】
　また、第２導電部は、前記密着層に接触する下面の外縁の周長が当該第２導電部の上面
の外縁の周長より大きく、当該第２導電部の基板平面方向に沿った断面の外縁の周長が上
面側から下面にかけて漸次拡大する形状にすることができる。例えば、第２導電部の下面
（密着層との接触面）の外径が上面側の外径より大きいテーパ形状にすることができる。
これにより、端子の密着強度をより一層向上でき、接続信頼性をさらに高めることができ
る。
【００２７】
　配線基板の下面側には配線（下面側配線）を設けることが好ましい。この場合、前記周
辺絶縁層に、この下面側配線および前記上面側配線と電気的に接続された素子側方ビアを
設けることが好ましい。
【００２８】
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　配線基板の下面側に配線を設けない場合は、配線基板の下面側に支持基板を設けること
が好ましい。支持基板は、無機材料や金属材料、樹脂材料等からなる基板を用いることが
でき、基板材料としては、例えば、Ｓｉ、ガラス、セラミック、銅、銅系合金、アルミニ
ウム、アルミ合金、ステンレス、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂が挙げられる。支持基板
上に、半導体素子および周辺絶縁層を設けることができる。
【００２９】
　配線基板の下面側には、製造の容易さ、配線基板下面側の封止性や平坦性、反り防止等
の点から、ベース絶縁層を設けてもよい。このベース絶縁層の上面側に半導体素子および
周辺絶縁層を設けることができる。このベース絶縁層の下面側には、配線（下面側配線）
を設けることができ、下面側配線を設けない場合は支持基板を設けることができる。
【００３０】
　本実施形態の配線基板は、前記の上面側配線として、内蔵された半導体素子の直上から
、当該半導体素子の外縁より外側の周辺領域（前記周辺絶縁層の上面）へ引き出されたフ
ァンアウト配線を含むことができ、このファンアウト配線は、上記の内部端子を介して半
導体素子内の配線に電気的に接続することができる。また、このファンアウト配線は、上
記の素子側方ビアを介して前記の下面側配線と電気的に接続することができる。
【００３１】
　本実施形態の配線基板に内蔵される半導体素子は、半導体基板と、この半導体基板上に
交互に設けられた第１配線および第１絶縁層を含む第１配線構造層と、この第１配線構造
層上に交互に設けられた第２配線および第２絶縁層を含む第２配線構造層とを含むことが
できる。前記の上面側配線は、第２配線を介して第１配線と電気的に接続することができ
る。
【００３２】
　第２配線の厚さは、第１配線の厚さより大きく、前記上面側配線の厚さより小さい。
【００３３】
　第２絶縁層は、樹脂材料で形成され、その厚さは第１絶縁層の厚さより大きい。第２絶
縁層は、第１絶縁層と異なる材料で形成されている。第１絶縁層の材料としては電気特性
と高い加工精度を優先した材料が用いられるのに対して、第２絶縁層の材料としては信頼
性を重要視した靱性の高い樹脂材料を用いることが好ましい。これにより、半導体素子を
薄くした状態であっても耐衝撃性を向上することができる。また、このような樹脂材料か
らなる第２絶縁層を含む第２配線構造層によって応力緩和効果を得ることができる。第２
配線構造層は、第２絶縁層として、第１絶縁層の弾性率より小さい弾性率の絶縁層を含む
ことが好ましい。また、第２絶縁層はフィラーを含まないことが好ましい。
【００３４】
　第１配線構造層は、第１絶縁層として、加工精度等の点から無機絶縁材料からなる絶縁
層を含むことができる。また、第１配線構造層は、第１絶縁層として、電気特性の点から
低誘電率材料からなる絶縁層を含んでいてもよい。第１配線構造層は、無機絶縁材料から
なる絶縁層と低誘電率材料からなる絶縁層の両方を含んでいてもよい。第１配線構造層は
、有機絶縁材料からなる絶縁層を含んでいてもよい。
【００３５】
　第２配線は、第１配線の設計ルール、前記上面側配線の設計ルール、及び前記下面側配
線の設計ルールと異なる設計ルールにより形成され、当該第２配線の最小配線幅および最
小配線間隔はそれぞれ、第１配線の最小配線幅および最小配線間隔より大きく、且つ前記
上面側配線および前記下面側配線の最小配線幅および最小配線間隔より小さいことが好ま
しい。
【００３６】
　第２配線の厚さは第１配線の厚さより大きく、且つ第２絶縁層の厚さは第１絶縁層の厚
さより大きい。この第２配線は、第１配線の厚さの２倍以上の厚さを有することが好まし
く、３倍以上の厚さを有することがより好ましい。この第２絶縁層は、第１絶縁層の厚さ
の２倍以上の厚さを有することが好ましく、３倍以上の厚さを有することがより好ましい
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。また、第２配線は第１配線の厚さの２倍以上の厚さを有し、且つこの第２絶縁層は第１
絶縁層の厚さより２倍以上の厚さを有することがより好ましく、さらに、第２配線は第１
配線の厚さの３倍以上の厚さを有し、且つこの第２絶縁層は第１絶縁層の厚さより３倍以
上の厚さを有することがより好ましい。
【００３７】
　第２配線構造層は、その下面全体が第１配線構造層の上面上に設けられ、第２配線構造
層の外周側面は、第１配線構造層の外周側面および半導体基板の外周側面とともに、半導
体素子としての外周側面を構成することができる。また、第２配線構造層の外周側面が第
１配線構造層の外周側面より内側に配置、すなわち、第２配線構造層の外周側面が第１配
線構造層の上面の外縁より内側に配置されていてもよい。また、第２配線構造層の外周側
面は、内側へ傾斜してテーパ形状を形成していてもよい。
【００３８】
　第１配線構造層は、その上面側に、第２配線と接続する第１接続部を有し、第２配線構
造層は、その上面側に、第１接続部と導通し且つ前記ファンアウト配線と接続する第２接
続部（内部端子）を有し、この第２接続部は、第１接続部の位置より前記半導体素子の外
縁側へ向かう方向へ再配置されていることが好ましい。
【００３９】
　本実施形態の配線基板は、上記の上面側配線を覆う保護絶縁膜を有し、この保護絶縁膜
に開口を有し、この開口内の前記上面側配線の露出部からなる外部端子、またはこの開口
に設けられた導電部からなる外部端子を備えることができる。
【００４０】
　本実施形態の配線基板は、この配線基板上に交互に設けられた配線と絶縁層を含む上面
側配線構造層を有することができ、この上面側配線構造層は、少なくとも最下層側の配線
として前記ファンアウト配線を含み、このファンアウト配線は上層側に設けられた配線と
電気的に接続することができる。
【００４１】
　上面側配線構造層の絶縁層は、第２絶縁層の材料と異なる樹脂材料から形成することが
できる。この上面側配線構造層の絶縁層はフィラーを含有することができ、他方、第２絶
縁層はフィラーを含まないことが好ましい。
【００４２】
　上面側配線構造層の配線の厚さは第２配線の厚さより大きく、且つ上面側配線構造層の
絶縁層の厚さは第２絶縁層の厚さより大きいことが好ましい。上面側配線構造層の配線は
、第２配線の厚さの２倍以上の厚さを有することがより好ましい。上面側配線構造層の絶
縁層は、第２絶縁層の２倍以上の厚さを有することがより好ましい。
【００４３】
　本実施形態の配線基板は、上記の上面側配線構造層を有する場合、最上層側に開口をも
つ絶縁層を有し、この開口内の配線の露出部からなる外部端子、またはこの開口に設けら
れた導電部からなる外部端子を備えていてもよい。
【００４４】
　本実施形態の配線基板は、当該配線基板の下面側に交互に設けられた絶縁層および配線
を含む下面側配線構造層を有していてもよい。この下面側配線構造層は、最上層側の配線
として前記下面側配線を含む。
【００４５】
　本実施形態の配線基板は、上記の下面側配線構造層を有する場合、最下層側に開口をも
つ絶縁層を有し、この開口内の配線の露出部からなる外部端子、またはこの開口に設けら
れた導電部からなる外部端子を備えていてもよい。
【００４６】
　本実施形態の配線基板は、上記の下面側配線構造層に代えて、上記の下面側配線を覆う
保護絶縁膜を有し、この保護絶縁膜に開口を有し、この開口内の前記下面側配線の露出部
からなる外部端子、またはこの開口に設けられた導電部からなる外部端子を備えていても
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よい。
【００４７】
　上記の周辺絶縁層は、樹脂材料で形成でき、この樹脂材料はフィラーを含有してもよい
し、織布又は不織布からなる補強材を含有していてもよい。
【００４８】
　本実施形態の配線基板においては、上記の周辺絶縁層が、搭載された半導体素子の上面
（特に端子）を覆うことなく外周側面を覆い、この半導体素子の上面の端子からこの周辺
絶縁層上に前記ファンアウト配線を設けることができる。あるいは、この周辺絶縁層が、
搭載された半導体素子の上面および外周側面を覆い、この周辺絶縁層上において当該半導
体素子の直上の部分（素子の端子に接続するビア又はポストの露出部）から当該半導体素
子の外縁より外側の領域に前記ファンアウト配線を設けることができる。
【００４９】
　本実施形態の配線基板において、半導体素子の下面側には、接着層を介して回路パター
ンを設けてもよい。その場合、接着層を絶縁層とし、回路パターンをグランド電位とする
ことにより、ノイズシールド効果を得ることができる。また、接着層を導電層とし、回路
パターンを半導体素子の電源電位とすることにより、半導体素子の動作安定化効果を得る
ことができる。
【００５０】
　搭載される半導体素子は、その半導体基板の下面側に第３配線と第３絶縁層を含む第３
配線構造層を有することができる。第３配線と第３絶縁層は交互に設けて多層構造を形成
することができる。この第３配線は、前記の下面側配線構造層の配線と電気的に接続して
もよい。この半導体素子は、半導体基板を貫通する素子内ビアを有することができ、この
素子内ビアを介して半導体素子内の配線（第１配線など）と第３配線を電気的に接続する
ことができる。
【００５１】
　本発明の説明において、上層側に位置する配線構造層と下層側に位置する配線構造層と
の間での配線の厚さの比較および絶縁層の厚さの比較は、それぞれ、上層側に位置する配
線構造層の配線および絶縁層の最小厚さと下層側に位置する配線構造層の配線および絶縁
層の最大厚さとを比較するものとする。例えば、「第２配線の厚さは、第１配線の厚さよ
り大きい」とは、第２配線の最小厚さが第１配線の最大厚さより大きいことを意味し、「
第２配線は、第１配線の厚さの２倍以上の厚さを有する」とは、第２配線の最小厚さは第
１配線の最大厚さの２倍以上であることを意味する。
【００５２】
　本実施形態において、第１配線の厚さは０．０８μｍ以上１．６μｍ以下に設定でき、
０．１μｍ以上１．２μｍ以下が好ましく、その場合、第２配線の厚さは、３μｍ以上１
２μｍ以下に設定することが好ましく、５μｍ以上１０μｍ以下がより好ましい。上面側
配線構造層の配線の厚さは、設定した第２配線の厚さより大きく設定することが好ましい
。
【００５３】
　絶縁層の厚さは、配線の厚さに応じて適宜設定できるが、第１絶縁層の厚さ（図１０Ｂ
においては配線含有層２１２の下面から層間絶縁膜２１１の上面に至る基板に垂直方向の
長さ）は０．０９μｍ以上３．０μｍ以下に設定でき、０．１μｍ以上２．０μｍ以下が
好ましい。第２絶縁層の厚さは、例えば３μｍ以上に設定でき、４μｍ以上３０μｍ以下
が好ましく、７μｍ以上２０μｍ以下がより好ましい。上面側配線構造層の絶縁層の厚さ
は、設定した第２絶縁層の厚さより大きく設定することが好ましい。
【００５４】
　本発明の説明において、各配線構造層において配線と交互に設けられた絶縁層の厚さと
は、下層側の配線の下面に接する絶縁層の上面から上層側の配線の下面に接する絶縁層の
上面にいたる厚み方向（基板平面に垂直方向）に沿った長さとする。
【００５５】
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　半導体素子が第１配線構造層と第２配線構造層を含む実施形態によれば、半導体素子の
微細な第１配線構造層上に設けた第２の配線構造層において、電源系配線とグランド系配
線をそれぞれ集約でき、結果、端子数を減少させることができる。端子数を減少できると
、端子のサイズやピッチを大きくできるため、実装性と接続信頼性を高めることができる
。また、半導体素子から周辺領域へ引き出されるファンアウト配線によって、半導体素子
内のピッチに対して十分に拡大したピッチで配線構造や端子を形成できる。このように、
端子数を減少させるとともに、配線ピッチや端子ピッチを拡大できるため、より高密度な
半導体素子を内蔵することができ、また接続信頼性を高めることができる。また、より多
くの信号線を引き出すことが可能になるため、より高機能な半導体素子を内蔵することが
できる。
【００５６】
　また、このような実施形態によれば、上面側配線（または上面側配線構造層）と第１配
線構造層との間に第２配線構造層があることにより、主に熱変形により発生する応力を緩
和することができ、接続不良を抑えることができる。
【００５７】
　半導体素子の絶縁材料（無機材料や低誘電率材料）と、この半導体素子を収容する配線
基板（あるいはこの配線基板上に設けられる部材）を構成する絶縁材料（樹脂材料）との
熱膨張率の差が大きいため、製造時や使用時に、半導体素子と配線基板との接続部分（例
えばビアと端子部との接続部）に応力（特に基板平面に沿った横方向の応力）が発生し、
この接続部分が破断しやすいという問題がある。この問題は、半導体素子の絶縁材料の機
械的特性が低いことに起因し、低誘電率材料（Low-k材料）を用いたときにより顕著にな
る。本実施形態における第２配線構造層は、第２絶縁層が第１絶縁層の材料より機械的特
性、特に機械的強度である破断強度や破断伸び率に優れた樹脂材料で形成されているため
、この第２配線構造層により応力を緩和することができる。十分な応力緩和効果を得る点
から、第２配線構造層は、第２絶縁層として、第１絶縁層の弾性率より小さい弾性率の絶
縁層を含むことが好ましく、上面側配線構造層を設けた場合は、第２配線構造層は、第２
絶縁層として、上面側配線構造層の絶縁層の弾性率より大きい弾性率の絶縁層を含むこと
が好ましい。これらの絶縁層の弾性率の比較は２５℃における比較とする。第２絶縁層お
よび上面側配線構造層の絶縁層の材料は、２５℃における弾性率が、例えば０．１５～８
ＧＰａのものが使用できる。第１絶縁層の材料は、２５℃における弾性率が、例えば４Ｇ
Ｐａ以上のものが使用できる。ｌｏｗ－ｋ材としては、２５℃での弾性率が４～１０ＧＰ
ａのものを好適に使用できる。
【００５８】
　本発明の説明において、絶縁層の膜強度及び破断伸び率は、ＪＩＳ　Ｋ　７１６１（引
張特性試験）に準拠した絶縁材料の引っ張り試験による測定値に相当し、弾性率は、この
引っ張り試験結果に基づいた歪み０．１％における強度からの算出値に相当する。熱膨張
率はＪＩＳ　Ｃ　６４８１に準拠したＴＭＡ法による測定値に相当する。
【００５９】
　また、第２配線は、微細な第１配線と、大型の上面側配線（または上面側配線構造層の
配線）との中間のサイズの設計ルールで形成されていることが好ましい。このような第２
配線を含む第２配線構造層によって、第２配線構造層を設けない場合の接続部における急
峻なサイズ差による応力集中を適度に緩和することができる。また、第２配線構造層は、
応力に十分に対応できる配線厚み及び絶縁厚みの組み合わせを有するとともに、接続部に
集中する応力に十分に対応できるビア部分の接触面積を確保することができ、結果、応力
発生時でも良好な接続状態を保てる接続強度が得られる。また、第２配線構造層により、
前述した通り、第１配線構造層から十分な信号線を引き出すことができる。
【００６０】
　第１配線構造層、第２配線構造層、上面側配線構造層（あるいは上面側配線）、下面側
配線構造層（あるいは下面側配線）における配線の最小デザインルール（Ｌ／Ｓ）は以下
の通りに設定することが好ましい（Ｌは配線幅、Ｓは配線間隔を示す）。
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【００６１】
　第１配線構造層の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝０．０１μｍ／０．０１μｍ
であることが好ましく、すなわち、第１配線は、最小配線幅が０．０１μｍ以上であり、
最小配線間隔が０．０１μｍ以上であることが好ましい。
【００６２】
　第２配線構造層の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝２μｍ／２μｍであることが
好ましく、すなわち、第２配線は、最小配線幅が２μｍ以上であり、最小配線間隔が２μ
ｍ以上であることが好ましい。
【００６３】
　上面側配線構造層（あるいは上面側配線）の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝５
μｍ／５μｍであることが好ましく、すなわち、上面側配線構造層の配線（あるいは上面
側配線）は、最小配線幅が５μｍ以上であり、最小配線間隔が５μｍ以上であることが好
ましい。
【００６４】
　下面側配線構造層（あるいは下面側配線）の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝５
μｍ／５μｍであることが好ましく、すなわち、下面側配線構造層の配線（あるいは下面
側配線）は、最小配線幅が５μｍ以上であり、最小配線間隔が５μｍ以上であることが好
ましい。
【００６５】
　歩留まりの安定化の観点から、以下のデザインルールに設定することが好ましい。
【００６６】
　第１配線構造層の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝０．０２μｍ／０．０２μｍ
であることが好ましく、すなわち、第１配線は、最小配線幅が０．０２μｍ以上であり、
最小配線間隔が０．０２μｍ以上であることが好ましい。
【００６７】
　第２配線構造層の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝５μｍ／５μｍであることが
好ましく、すなわち、第２配線は、最小配線幅が５μｍ以上であり、最小配線間隔が５μ
ｍ以上であることが好ましい。
【００６８】
　上面側配線構造層（あるいは上面側配線）の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝２
０μｍ／２０μｍが好ましく、すなわち、上面側配線構造層の配線（あるいは上面側配線
）は、最小配線幅が２０μｍ以上であり、最小配線間隔が２０μｍ以上であることが好ま
しい。
【００６９】
　下面側配線構造層（あるいは下面側配線）の配線の最小デザインルールは、Ｌ／Ｓ＝２
０μｍ／２０μｍであることが好ましく、すなわち、下面側配線構造層の配線（あるいは
下面側配線）は、最小配線幅が２０μｍ以上であり、最小配線間隔が２０μｍ以上である
ことが好ましい。
【００７０】
　半導体素子のチップサイズとしては、平面形状が正方形や矩形（長方形）等の多角形（
凸多角形）の場合、一辺のサイズは、加工精度等の点から、０．２ｍｍ以上が好ましく、
０．５ｍｍ以上がより好ましく、２ｍｍ以上がさらに好ましく、小型化等の点から、１５
ｍｍ以下が好ましく、１２ｍｍ以下がより好ましい。この場合、周長は０．８ｍｍ以上が
好ましく、２ｍｍ以上がより好ましく、８ｍｍ以上がさらに好ましく、６０ｍｍ以下が好
ましく、５０ｍｍ以下がより好ましい。
【００７１】
　配線基板の下面側にも配線や端子を設けることによって、配線設計の自由度が向上し、
高密度化が可能になる。また、上面側と下面側の両方に他の半導体装置や電子部品を接続
でき、高密度なシステムを構成できる。さらに、上面側配線と下面側配線を電気的に接続
した場合は、配線設計の自由度がさらに向上し、より個密度化が可能になり、また、上面
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側と下面側に設けられた半導体素子や電子部品間を短い距離で接続できるため、デバイス
性能を向上することもできる。
【００７２】
　内蔵される半導体素子の第２配線構造層にフィラーを含有しない絶縁材料を用いること
によって、第１配線構造層の微細ピッチに対応した微細で信頼性の高い配線構造を容易に
形成できる。また、その結果、第１配線構造層にて拡張されるピッチを小さくできること
から、第１配線構造層の層数低減が実現できるとともに、また第２配線構造層においても
配線収容率向上により層数を削減することもでき、製造コストを低減できる。
【００７３】
　上面側配線構造層および下面側配線構造層は、通常の印刷配線板用ビルドアップ材料を
用いて形成でき、低コストに製造できる。また、絶縁層の材料として、フィラーを含む樹
脂材料を用いることができ、耐熱性や機械的強度を高めることができ、さらには半導体素
子との熱膨張差を小さくし、低反りを実現することができる。また、絶縁層の材料として
、成膜温度の比較的低い樹脂材料を用いることができるため、プロセス温度を低く保つこ
とができ、結果、基板全体の反りや材料劣化を低減でき、信頼性を向上することができる
。
【００７４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して具体的に説明する。
【００７５】
　第１の実施形態
　図１は、本発明の第１の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【００７６】
　本実施形態の配線基板においては、図１に示すように、半導体素子（ＬＳＩチップ）２
００がベース絶縁層１０１に接着層１０２を介して固定されている。半導体素子２００の
外周側面及び上面を覆うように周辺絶縁層１０３がベース絶縁層１０１上に設けられてい
る。この周辺絶縁層１０３上には、半導体素子２００を覆うように上面側配線構造層１３
０が形成されている。この配線基板の下面側には、ベース絶縁層１０１の下面上に、周辺
絶縁層１０３の下面および半導体素子２００の下面を覆うように下面側配線構造層１４０
が形成されている。このように、半導体素子２００を内蔵する配線基板が構成されている
。
【００７７】
　この上面側配線構造層１３０は、配線１０５ａ、１０５ｂ、１０８、絶縁層１０６、ビ
ア１０７及び保護絶縁層１０９を含む。配線１０５ａは、半導体素子２００の直上からそ
の外側の周辺領域へ引き出されたファンアウト配線であり、配線１０５ｂは半導体素子２
００の直上に配置された導電層である。配線１０５ｂを介して、半導体素子２００の直上
からその外側の周辺領域へ引き出されていてもよい。上層側の配線１０８は、下層側の配
線１０５ａ、１０５ｂにビア１０７を介して電気的に接続され、保護絶縁層１０９の開口
部における露出部分が外部端子として利用される。この開口部に導電材を設けてバンプを
形成してもよい。保護絶縁層１０９はソルダーレジストを用いて形成できる。
【００７８】
　上面側配線構造層１３０の最下層側の配線は、半導体素子の直上から当該半導体素子の
外縁より外側の周辺領域へ引き出されたファンアウト配線１０５ａ、このファンアウト配
線から延在する或いはこのファンアウト配線に接続する周辺配線（不図示）、及び半導体
素子直上の導電層１０５ｂを含む。ファンアウト配線は、半導体素子直上の絶縁層（本例
では周辺絶縁層）を貫通するビア１０４及びこのビアが接続する半導体素子上面の端子を
介して半導体素子内部の配線に電気的に接続している。ファンアウト配線の周辺領域への
延在部や周辺配線には、ビアが接続され、上層側の配線と電気的に接続される。ビアは、
ファンアウト配線の延在部や周辺配線に接続するものに限られず、半導体素子直上領域内
に設けられてもよい。これにより、半導体素子内のピッチに対して十分に拡大したピッチ
で配線構造や外部端子を形成できる。
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【００７９】
　本例では、上面側配線構造層１３０の配線が２層であるが、さらに絶縁層と配線を交互
に設けた多層構造としてもよい。あるいは、上層側の配線１０８を設けず、下層側の配線
１０５ａ、１０５ｂの１層（上面側配線）とし、その上に保護絶縁層１０９を設け、この
保護絶縁層の開口部における配線の露出部分を外部端子として利用してもよい。あるいは
この開口部に導電材を設けてバンプを形成してもよい。また、本例では、最下層側の配線
（１０５ａ、１０５ｂ）が半導体素子２００の直上からその外側の周辺領域へ引き出され
ているが、上層側の配線が半導体素子の直上からその外側の周辺領域へ引き出されていて
も構わない。
【００８０】
　また、本例では、周辺絶縁層１０３が半導体素子２００の上面を覆うように設けられて
いるが、周辺絶縁層１０３が半導体素子２００の上面（特に端子）を覆うことなく、半導
体素子の外周側面を覆う構造であってもよい。この構造においては、第２配線構造層２２
０の第２配線が、ビア１０４を介することなく第３配線１０５ａ、１０５ｂへ接続される
。この構造は、第２配線構造層２２０と第３配線構造層１３０との狭ピッチ接続の点で有
利である。
【００８１】
　本例の下面側配線構造層１４０は、図１に示すように、ベース絶縁層１０１の下面上の
１層の配線１４３とこの配線を覆う保護絶縁層１４４を含む。この保護絶縁層の開口部に
おける配線の露出部分が外部端子として利用される。この開口部に導電材を設けてバンプ
を形成してもよい。この保護絶縁層はソルダーレジストを用いて形成できる。本例では、
下面側配線構造層１４０の配線が１層であるが、さらに絶縁層と配線を交互に設けた多層
構造としてもよい。下面側配線構造層１４０の絶縁層および配線はそれぞれ、上面側配線
構造層１３０の絶縁層および配線と同様な材料および方法で形成することができる。下面
側配線構造層１４０を設けることで、配線基板の下面側も利用することができ、半導体素
子の裏面側の領域も利用した高密度なパッケージングが可能になる。また、下面側配線構
造層と上面側配線構造層の間で、配線および絶縁層の積層数や材料種等の構造を近いもの
とすることにより、反り発生の抑制効果を得ることができる。
【００８２】
　図３Ａ、図３Ｂ及び図４は、搭載される半導体素子の端子構造を説明するための部分断
面図である。
【００８３】
　図３Ａに示す端子構造では、半導体素子の絶縁層３０ａ上の導電層３１ａ上に、開口を
もつ絶縁層３０ｂ（素子の絶縁表層）が設けられ、この開口から導電層表面が露出してい
る。この露出面（導電層３１ａの一部である第１導電部３１ｂの露出面）を覆うように密
着層３２が設けられている。この密着層３２上に導電層３３（第２導電部）が設けられて
いる。この導電層３３（第２導電部）は、密着層３２の外縁より内側に配置されている。
密着層３２の外縁および導電層３３（第２導電部）の外縁はともに開口の外側に配置され
ている。
【００８４】
　図３Ｂに示す端子構造では、半導体素子の絶縁層３０ａ上の導電層３１ａ上に、開口を
もつ絶縁層３０ｂ（素子の絶縁表層）が設けられ、この開口内に、導電層３１ａに接続す
る導電部３１ｂ（第１導電部）が設けられている。そして、この導電部３１ｂ（第１導電
部）の露出面を覆うように密着層３２が設けられ、この密着層３２上に導電層３３（第２
導電部）が設けられている。この導電層３３（第２導電部）は、密着層３２の外縁より内
側に配置されている。密着層３２の外縁および導電層３３（第２導電部）の外縁はともに
開口の外側（導電部３１ｂの外縁の外側）に配置されている。
【００８５】
　これらの図に示されるように、密着層の外縁がその上に設けられる第２導電部の外縁よ
り外側にあるため、この密着層と半導体素子上面（絶縁表層）との接触面積が大きくなっ
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ている。これにより、この端子部に加わる応力に対して密着層が剥がれにくくなり、端子
部の接続信頼性を高めることができる。
【００８６】
　このような端子部において、例えば図４に示すように、密着層３２上の導電層３３（第
２導電部）の外周側面が内側に傾斜していてもよく、すなわち導電層３３の外径が上面側
から下面にかけて大きくなるテーパ形状を形成していてもよい。これにより、密着層上の
第２導電部が剥がれにくくなり、端子部の接続信頼性をより高めることができる。なお、
図４は、図３Ｂの端子部断面の左側部分の拡大図であり、導電層３１ａ、３１ｂを省略し
ている。
【００８７】
　図５に、半導体素子の端子の配置を示す。図中のＳは信号端子、Ｇはグランド端子、Ｖ
１は電源端子１（例えば１．２Ｖ）、Ｖ２は電源端子２（例えば１．５Ｖ）を示す。この
ように、同電位に設定される電源端子同士を隣り合うように配置し、これらの電源端子間
で一体に形成された密着層を共有することにより、電位の安定化効果を得ることができる
。また、グランド端子同士を隣り合うように配置し、これらのグランド端子間で一体に形
成された密着層を共有することにより、電位の安定化効果を得ることができる。隣り合う
端子は二つに限られず、図５に示すように３つあるいはそれ以上であってもよい。また、
共有する密着層の平面形状は、ライン状に限られず、端子の配置に応じてＬ字形やＴ字形
、コの字形などの種々の形状にすることができる。端子の第２導電部の平面形状は、当該
第２導電部の外縁が密着層の外縁より内側に配置され、密着層との密着強度が十分に得ら
れていれば特に制限はなく、例えば四角形や八角形等の多角形、円形にすることができる
。共有化されない密着層の平面形状は、その外縁が直上に設けられる第２導電部の外縁よ
り外側に設けられ、十分な密着強度が得られていれば特に制限はないが、図５に示すよう
に第２導電部の平面形状に応じた形状（相似形）にすることができる。
【００８８】
　密着層による接続信頼性向上効果、端子作製時の目合わせ精度やエッチング精度等の製
造安定性の点から、密着層の外縁とその上に設けられた第２導電部の外縁との距離Ｌは、
０．３μｍ以上に設定することが好ましく、０．５μｍ以上に設定することがより好まし
い。この距離Ｌは、図３Ａ、図３Ｂ及び図４中のＬで示される長さに相当する。この距離
Ｌは、密着層外縁の任意の点から第２導電部外縁に至る最短距離とする。ここで、密着層
外縁および第２導電部外縁とは、それぞれ、同一の基板平面に対する密着層下面の投影形
状の外縁および第２導電部下面の投影形状の外縁を意味する。
【００８９】
　また、この距離Ｌは、接続しない端子同士の短絡防止を考慮して設定することが好まし
い。この距離Ｌを大きく設定し過ぎ、接続しない端子間における密着層同士の間隙が狭す
ぎると、端子間の絶縁性が不足して信頼性が低下したり、製造時の端子間の密着層の除去
を十分に行うことが困難となり端子間ショートが発生したりする等の問題が生じやすくな
る。これらの観点から、接続しない端子間における密着層同士の間隙は、２μｍ以上が好
ましく、５μｍ以上がより好ましく、距離Ｌは、このような間隙が確保できるように設定
することが好ましい。
【００９０】
　半導体素子の端子は以下のようにして作製することができる。
【００９１】
　まず、第１導電部が露出する半導体素子の絶縁表層上に、密着金属を含む給電層を例え
ばスパッタ法、蒸着法、電解めっき法又は無電解めっき法により形成する。
【００９２】
　次に、給電層上に、第２導電部を形成するための開口をもつめっきレジストを形成する
。続いて、電解めっき法や無電解めっき法により開口内に金属を析出させて第２導電部を
形成する。その後、めっきレジストを除去する。
【００９３】



(15) JP 5605429 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

　次に、第２導電部を覆い且つ所定の密着層のパターン形状をもつレジストマスクを形成
し、給電層をエッチングすることにより、所定のパターン形状をもつ給電層（密着層）が
得られる。その後、レジストマスクを除去する。この給電層のパターニングは、チップに
個片化された半導体素子を後述の支持基板上へ固定した後に行うことができる。
【００９４】
　また、半導体素子の端子は以下のようにして作製することもできる。
【００９５】
　まず、上記の方法と同様にして給電層上に第２導電部を形成する。
【００９６】
　次に、ウェットエッチング又はドライエッチングを行って、第２導電部の形成に用いた
めっきレジストを除去するとともに、第２導電部をマスクとして給電層を除去する。これ
により、第２導電部の平面形状とほぼ同じ形状の給電層（密着層）が得られる。
【００９７】
　次に、第２導電部の金属に対してエッチング性を有し、密着層の金属に対してエッチン
グ性を有しないエッチャント、もしくは密着層の金属に対するエッチングレート（Ｒａ）
より第２導電部の金属に対するエッチングレート（Ｒｂ）が大きいエッチャント（例えば
Ｒｂ／Ｒａ＞３）を用いてエッチングを行う。これにより、第２導電部の上面および側面
がエッチングされ、第２導電部の外径が小さくなる一方で、密着層はエッチングされない
、もしくはエッチングが比較的進まない結果、密着層の外縁が第２導電部の周囲に露出す
る。この方法によれば、第２導電部の側面にテーパがつきやすく、エッチング条件を適宜
調整することにより十分なテーパ形状を形成することがきる。この第２導電部のエッチン
グは、チップに個片化された半導体素子を後述の支持基板上へ固定した後に行うことがで
きる。
【００９８】
　本例では、一つの配線基板に一つの半導体素子が内蔵されているが、複数の半導体素子
を内蔵してもよい。
【００９９】
　内蔵される半導体素子の半導体基板２０１は、固定前に所定の厚さとなるように研削さ
れ、研削面に接着層１０２が設けられる。
【０１００】
　半導体基板２０１は、例えば、シリコン、ゲルマニウム、ガリウム砒素（ＧａＡｓ）、
ガリウム砒素リン、窒化ガリウム（ＧａＮ）、炭化珪素（ＳｉＣ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）
、その他の化合物半導体（ＩＩ－ＶＩ族化合物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物、ＶＩ族化合物）、
ダイアモンド等からなる基板を用いることができるが、これらに限定されない。本実施形
態の半導体素子として、シリコン基板を用いたＬＳＩチップを好適に用いることができる
。半導体基板１０１の厚さは例えば５０μｍに設定でき、チップサイズは例えば１０ｍｍ
角に設定できる。
【０１０１】
　接着層１０２は、半導体素子がベース絶縁層１０１上に所望の強度で固定できれば特に
制限はないが、例えば、ダイアタッチメントフィルム（ＤＡＦ）と呼ばれる半硬化樹脂や
、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢ
Ｏ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）などの樹脂ペースト、あるいは銀ペーストなどを
用いることができる。
【０１０２】
　上面側配線構造層１３０は、通常のプリント配線板製造技術を用いて形成することがで
き、特にインターポーザ基板の形成に適用されるビルドアップ法を用いて好適に形成でき
る。
【０１０３】
　上面側配線構造層１３０の配線または上面側配線は、サブトラクティブ法、セミアディ
ティブ法、フルアディティブ法等により形成できる。
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【０１０４】
　この配線の材料としては、銅、銀、金、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリブデン
、タングステン及びパラジウムからなる群から選択される１種又は２種以上からなる金属
材料を使用することができる。特に、電気抵抗値及びコストの観点から、銅が望ましい。
例えば、厚さ約１０μｍの銅からなる配線をセミアディティブ法により形成することがで
きる。
【０１０５】
　上面側配線構造層１３０の絶縁層の材料としては、樹脂絶縁材料を好適に用いることが
でき、例えば、感光性又は非感光性の有機材料を用いて形成できる。この樹脂絶縁材料と
しては、例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂
、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏ
ｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）、ポリノルボルネン樹脂が
挙げられる。また、ガラスクロスやアラミド繊維などからなる織布や不織布等の補強材に
それらの樹脂を含浸させた複合材料、無機フィラーや有機フィラーを含むそれらの樹脂、
さらにケイ素樹脂（シリコーン樹脂）が挙げられる。例えば、厚さ１０μｍの配線との密
着性を高めるため、表面に十分な凹凸を形成する観点から、絶縁層の材料として、例えば
凹凸形成に有利なフィラーを含むエポキシ樹脂を用いることができる。
【０１０６】
　上面側配線構造層１３０の絶縁層は、例えば、トランスファーモールディング法、圧縮
形成モールド法、印刷法、真空プレス法、真空ラミネート法、スピンコート法、ダイコー
ト法、カーテンコート法、フォトリソグラフィー法を用いて形成することができる。例え
ば、フィラーを含むエポキシ樹脂を用いて真空ラミネート法で良好に形成することができ
る。
【０１０７】
　ベース絶縁層１０１は、上面側配線構造層の絶縁層の形成に用いられる材料および方法
を用いて形成することができる。
【０１０８】
　周辺絶縁層１０３は、半導体素子２００の側面および上面との密着性が良好で、比較的
低温下での成形が容易であり、装置全体の反りを生じさせにくいものであることが好まし
く、樹脂材料が好適であり、例えば、感光性又は非感光性の有機材料で形成できる。この
樹脂材料としては、例えば、エポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリ
レート樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏ
ｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、ＰＢＯ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）、ポリノルボル
ネン樹脂が挙げられる。また、ガラスクロスやアラミド繊維などからなる織布や不織布等
の補強材にそれらの樹脂等を含浸させた複合材料、無機フィラーや有機フィラーを含むそ
れらの樹脂、さらにケイ素樹脂（シリコーン樹脂）が挙げられる。例えば、エポキシ樹脂
を好適に用いることができる。
【０１０９】
　周辺絶縁層１０３は、このような樹脂材料からなる絶縁層を、真空ラミネート法や真空
プレス法などにより、半導体素子２００を覆うようにベース絶縁層１０１（あるいは後に
除去される支持基板）上に設けることにより形成できる。周辺絶縁層は、単一の樹脂層で
形成してもよいし、複数の樹脂層の積層体で形成してもよい。周辺絶縁層が積層体からな
る場合は、複数回に分けて形成してもよい。ガラスクロスやアラミド繊維などからなる補
強材を含む樹脂層を設ける場合は、半導体素子が収容可能な開口を持つ樹脂層を用いて形
成することができる。
【０１１０】
　半導体素子の端子と上面側配線構造層１３０の最下層側の配線（又は上面側配線）との
接続は、例えば、次のようにして行うことができる。
【０１１１】
　半導体素子を覆う周辺絶縁層１０３を形成した後、半導体素子直上の絶縁層（周辺絶縁
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層）に、半導体素子の端子が露出するようにレーザ等により開口を形成し、この開口内に
導電材を充填してビアを形成する。そして、このビアに接続するように配線を形成する。
あるいは、開口を充填する導電膜を形成し、この導電膜をパターニングして配線とビアを
形成する。
【０１１２】
　他の方法として、予め半導体素子の端子上にバンプ（「ポスト」とも称す）を形成し、
このバンプが形成された半導体素子をベース絶縁層あるいは支持基板に固定し、次いで周
辺絶縁層１０３を形成し、バンプ上の絶縁層（周辺絶縁層）を除去してバンプ上面を露出
させる。そして、このバンプの露出部に接続するように配線を形成する。端子の第２導電
部の高さが十分な場合は、端子上にバンプを設けないで半導体素子を覆う絶縁層を形成し
、端子上の絶縁層を除去して端子（第２導電部）の上面を露出させ、この端子の露出部に
配線を接続することができる。
【０１１３】
　なお、半導体素子の端子は、上面側配線構造層の最下層側の配線（又は上面側配線）に
接続されるものの他、ビアを介して上層側の配線に接続されるものがあってもよい。
【０１１４】
　第２の実施形態
　図２は、本発明の第２の実施形態の配線基板を示す断面図である。
【０１１５】
　本実施形態では、周辺絶縁層１０３を貫通する素子側方ビア３０１が設けられ、この素
子側方ビアを介して、上面側配線構造層の配線１０５ａが下面側配線構造層の配線１４３
と電気的に接続されている。素子側方ビアに係る構造の他は、第１の実施形態と同様な構
造にすることができる。
【０１１６】
　図２に示す例では、素子側方ビア３０１の下端は、ベース絶縁層１０１上の接続パッド
１４１ａに接続され、この接続パッド１４１ａの下面にベース絶縁層１０１を貫通するビ
ア１４２の上端が接続され、このビア１４２の下端が配線１４３の上面に接続されている
。接続パッド１４１ａは、上下のビア同士の接続を容易にするためのもので、必要に応じ
て設けることができる。また、本例では、素子側方ビア３０１は周辺絶縁層１０３を貫通
しているが、周辺絶縁層が積層体である場合は、この積層体を構成する各絶縁層にビアが
設けられ、これらのビアが互いに接続されたスタック構造や位置がずれたスタッガード構
造、さらには、３層以上となる場合は、スタック構造とスタッガード構造とが混在する構
造をとることができる。
【０１１７】
　半導体素子２００の下面側には、接着層１０２を介して回路パターン１４１ｂを設ける
ことができる。この回路パターンは、接続パッド１４１ａと同じ材料から形成する場合は
、接続パッドの形成時に同時に形成することができる。接着層１０２を絶縁層とし、回路
パターンをグランド電位とする場合は、ノイズシールド効果を得ることができる。接着層
１０２を導電層とし、回路パターンを電源電位とする場合は、電源電位の安定化効果を得
ることができる。
【０１１８】
　このように素子側方ビア３０１を設けた本例の構造によれば、配線基板の下面側にも、
内蔵された半導体素子と電気的に接続する配線や端子を設けることができるため、配線設
計の自由度が向上し、高密度化が可能になる。また、配線基板の下面側にも、内蔵された
半導体素子と電気的に接続する他の半導体装置や電子部品を接続でき、高密度なシステム
を構成できる。さらに、上面側と下面側に接続された半導体素子や電子部品間を短い距離
で接続できるため、デバイス性能を向上することができる。
【０１１９】
　第３の実施形態
　図９は、本発明の第３の実施形態の配線基板を示す断面図である。
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【０１２０】
　本実施形態の配線基板に内蔵される半導体素子２００は、図１０Ａに示すように、半導
体基板２０１と、この半導体基板上の第１配線構造層２１０と、この第１配線構造層上の
第２配線構造層２２０から構成される。本実施形態の配線基板の半導体素子以外の構造は
、第２の実施形態の構造と同様である。また、半導体素子以外の構造を第１の実施形態と
同様な構造にしてもよい。
【０１２１】
　第２配線構造層２２０は、図１０Ａに示すように、第２絶縁層２２１、第２配線２２２
、第２ビア２２３を含み、第２絶縁層２２１と第２配線２２２が交互に積層されている。
この積層構造において、上層側の第２配線と下層側の第２配線は、これら配線間の第２絶
縁層を貫通する第２ビア２２３により接続されている。最下層側の第２配線は、最下層側
の第２絶縁層（第１配線構造層２１０上の第２絶縁層）を貫通する第２ビアにより第１配
線構造層２１０表面の導電部と接続されている。第２配線構造層２２０の最下層部は、図
１０Ａに示すように、第１配線構造層２１０上に設けられた絶縁層２２１と、この絶縁層
上に設けられた配線２２２と、この配線と第１配線構造層の上面の導電部（不図示）とを
接続するビア２２３が設けられているが、第１配線構造層２１０の上面の導電部（不図示
）と直接接続するように第１配線構造層上に直接配線を形成してもよい。また、図１０Ａ
に示す層数に限定されず、１層以上の配線を持つ構造や、１層以上の配線と絶縁層が交互
に積層される構造としてもよく、図１０Ａに示す層数以上としても構わない。
【０１２２】
　第２配線構造層２２０の上面の導電層の露出部２２４には、前述の端子を形成すること
ができる。
【０１２３】
　第１配線構造層２１０は、図１０Ｂに示すように、機能素子１０が形成された半導体基
板２０１上に設けられている。機能素子１０として、例えばＭＯＳトランジスタを設ける
ことができる。このＭＯＳトランジスタは、半導体基板上にゲート絶縁膜（不図示）を介
して設けられたゲート電極１１及びその両側に形成されたソース／ドレイン領域１２から
構成されている。
【０１２４】
　この機能素子１０を覆うように半導体基板２０１上に層間絶縁膜（第１絶縁層）２１１
が設けられ、この層間絶縁膜２１１上に配線含有層２１２が設けられ、さらに層間絶縁膜
２１１と配線含有層２１２が交互に積層して設けられている。配線含有層２１２は、配線
２１（第１配線）と、配線２１間を充填する配線間絶縁層２２で構成されている。最下層
側の配線２１は、最下層側の層間絶縁膜２１１に形成されたコンタクトプラグ１３を介し
てソース／ドレイン領域１２又はゲート電極と電気的に接続されている。上層側の配線２
１と下層側の配線２１は、これら配線間の層間絶縁膜２１１に形成されたビア２３を介し
て電気的に接続されている。また、図１０Ｂは、平面型のＭＯＳトランジスタが設けられ
ている場合を例として示したが、３次元構造を持つ縦型トランジスタやＦｉｎ型ＦＥＴ、
また有機材料によるトランジスタを設けても構わない。
【０１２５】
　第１配線構造層２１０及び機能素子１０は、通常の半導体製造プロセス技術により形成
することができる。
【０１２６】
　第１配線構造層２１０の配線材料としては、例えば銅やアルミニウムが挙げられる。第
１配線構造層の配線は、例えばダマシン法により形成できる。ダマシン法による配線の形
成は、例えば次にようにして行うことができる。まず、絶縁膜を形成し、この絶縁膜に、
リソグラフィ技術とドライエッチング技術を用いて所望の配線パターンやビアパターンの
形状の溝（トレンチ）を形成する。次に、この溝内を含む全面に、バリアメタル層をスパ
ッタ法、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法、ＡＬＤ（
Ａｔｏｍｉｃ　Ｌａｙｅｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法等で形成し、電解めっき用の給電
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層をスパッタ法等で形成し、電解銅めっき法にて溝を埋め込むように銅膜を形成する。次
に、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ）法により
溝内のみにバリアメタル及び銅が残るように研磨する。
【０１２７】
　第１配線２１の厚みは、例えば０．０８～２μｍの範囲に設定でき、０．１μｍ以上が
好ましく、他方１．６μｍ以下が好ましく、１．２μｍ以下がより好ましい。
【０１２８】
　層間絶縁膜２１１の厚み（配線間絶縁膜を含まない）は、例えば０．０１～２μｍの範
囲に設定でき、０．０３μｍ以上が好ましく、他方１．６μｍ以下が好ましく、１．２μ
ｍ以下がより好ましい。
【０１２９】
　第１配線構造層２１０の絶縁膜の材料としては、小さな配線ルールに対応するため製造
時の精度を高めることや電気特性の安定性を重視して、主に無機絶縁材料を好適に用いる
ことができる。ＳｉＯ２より比誘電率が低い低誘電率材料（Ｌｏｗ－ｋ材料）として有機
絶縁材料を一部に用いてもよい。無機絶縁材料としては、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＮＳＧ
（non　dope　silicate　glass）、ＢＳＧ（boron　silicate　glass）、ＰＳＧ（phosph
o　silicate　glass）、ＢＰＳＧ（boron　phosphorous　silicate　glass）が挙げられ
る。
【０１３０】
　信号系配線に対する寄生容量を低減するために、複数の絶縁膜のうち、半導体基板２０
１の近くに設けられている少なくとも１つの層間絶縁膜２１１あるいは配線間絶縁膜２２
をｌｏｗ－ｋ材で形成することが望ましい。ｌｏｗ－ｋ材としては、例えば多孔質酸化シ
リコン膜（多孔質シリカ膜）、ポーラスＨＳＱ（hydrogen　silisesquioxane）等の無機
系絶縁膜、ポーラスＭＳＱ（methylsilsesquioxane）、有機ポリマー等の有機系絶縁膜、
フッ素系ポリマー等のフッ素含有絶縁膜が挙げられ、２５℃での弾性率が４～１０ＧＰａ
の範囲にあるものを好適に使用できる。
【０１３１】
　第２配線構造層２２０の第２絶縁層２２１は、第１配線構造層２１０の第１絶縁層（層
間絶縁層２１１及び配線間絶縁層２２）と異なる絶縁材料からなり、第２絶縁層２２１の
厚さは第１配線構造層の第１絶縁層の厚さ（層間絶縁層２１１の厚さと配線間絶縁層２２
の厚さの合計）より大きい。また、第２配線構造層２２０の第２配線２２２の厚さは、第
１配線２１の厚さより大きい。
【０１３２】
　このような第２配線構造層２２０の第２配線２２２は、半導体製造プロセスとプリント
配線板製造プロセスの中間領域の配線サイズに好適な配線技術、いわゆるスーパーコネク
トと呼ばれる配線技術（ウエハレベル再配線技術）を利用して形成することができる。
【０１３３】
　第２配線２２２は、サブトラクティブ法、セミアディティブ法、フルアディティブ法等
により形成できる。より微細ピッチに対応する観点から、セミアディティブ法が好ましい
。
【０１３４】
　セミアディティブ法は、無電解めっき法、スパッタ法、ＣＶＤ法等で給電層を形成した
後、所望のパターンに開口されたレジストを形成し、レジスト開口部内に電解めっき法に
より金属を析出させ、レジストを除去した後に給電層をエッチングして所望の配線パター
ンを得る方法である。
【０１３５】
　サブトラクティブ法は、基板又は絶縁層上に設けられた銅箔上に所望のパターンのレジ
ストを形成し、不要な銅箔をエッチングした後に、レジストを剥離して所望のパターンを
得る方法である。
【０１３６】
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　フルアディティブ法は、基板又は絶縁層上に無電解めっき触媒を吸着させた後に、所望
のパターンのレジストを形成し、このレジストを絶縁膜として残したまま触媒を活性化し
、無電解めっき法によりレジスト絶縁膜の開口部に金属を析出させることで所望の配線パ
ターンを得る方法である。
【０１３７】
　第２配線２２２の材料としては、銅、銀、金、ニッケル、アルミニウム、チタン、モリ
ブデン、タングステン、およびパラジウムからなる群から選択される１種又は２種以上か
らなる金属材料を使用することができる。特に、電気抵抗値及びコストの観点から、銅が
望ましい。例えば、厚さ５μｍの銅からなる第２配線をセミアディティブ法により形成す
ることができる。絶縁層に対して密着性の高い導電性材料（例えば、チタンやタングステ
ン、これらの合金）からなる密着層を形成し、その上に他の導電性材料（例えば、銅やア
ルミニウム）からなる導電層を形成し、この密着層と導電層との積層構造を有する第２配
線を形成してもよい。
【０１３８】
　第２配線２２２の厚さは、第１配線２１の厚さより大きく、第１配線２１の厚さの２倍
以上が好ましく、３倍以上がより好ましく、さらに４倍以上に設定することができる。第
２配線の厚さが大きいほど配線抵抗が低くなるため、半導体素子の複数の電源線やグラン
ド線をそれぞれ束ねて端子数を少なくすることができる。同時に半導体素子から引き出す
ことが困難であった新たな信号線も、第２配線構造層２２０によって半導体素子２００か
ら外部へと容易に引き出すことが可能となる。第２配線が厚すぎると、微細な（特に狭ピ
ッチな）第１配線構造層に良好に接続された所望の配線構造の形成が困難になったり、第
２配線構造層の厚みが大きく増加するため、第２配線は厚すぎないように、例えば第１配
線の最大厚みの１０倍以下の範囲で適宜設定することが好ましい。また、第２配線の厚さ
は、上面側配線構造層の配線（あるいは上面側配線）の最小厚みより小さく設定すること
が好ましい。第２配線の厚さは、例えば、３～１２μｍの範囲に設定することができ、５
～１０μｍの範囲がより好ましい。
【０１３９】
　第２絶縁層の材料としては、樹脂絶縁材料を好適に用いることができ、例えば、感光性
又は非感光性の有機材料を用いることができる。この樹脂絶縁材料としては、例えば、エ
ポキシ樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂
、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ＢＣＢ（ｂｅｎｚｏｃｙｃｌｏｂｕｔｅｎｅ）、Ｐ
ＢＯ（ｐｏｌｙｂｅｎｚｏｘａｚｏｌｅ）、ポリノルボルネン樹脂が挙げられるが、これ
らに限定されない。例えば、厚さ１０μｍのポリイミド樹脂からなる第２絶縁層を形成す
ることができる。特に、ポリイミド樹脂及びＰＢＯは、膜強度、引張弾性率及び破断伸び
率等の機械的特性が優れているため、高い信頼性を得ることができる。
【０１４０】
　樹脂絶縁材料として、感光性材料を用いた場合、フォトリソグラフィー法によりビアホ
ールを形成することができる。非感光性の材料や、感光性であってもパターン解像度が低
い有機材料を用いた場合、ビアホールはレーザ、ドライエッチング法、ブラストなどによ
り形成できる。
【０１４１】
　第２絶縁層に樹脂材料を用いることで、半導体素子と上面側配線構造層（あるいは上面
側配線）との間の歪みに起因して発生する半導体素子にかかる応力を、第２絶縁層の変形
により緩和することができ、第１配線構造層への応力伝搬を効果的に低減させることがで
きる。第２絶縁層の材料の２５℃における弾性率は、例えば０．１５～８ＧＰａの範囲に
あることが望ましい。絶縁材料の弾性率が低すぎると、応力緩和時の第２絶縁層の変形量
が大きく第２配線に応力の殆どが印加されることとなり、第２配線の断線や、第２配線／
ビア１０４界面での破損が発生し易くなる。絶縁材料の弾性率が高すぎると、第２絶縁層
の変形量が乏しくなり第２配線構造層による応力緩和が不十分となり、第１配線構造層に
おける層間剥離や絶縁膜破壊等の抑制効果が低減する。また、第１配線構造層の絶縁膜（
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第１絶縁層）の弾性率より第２絶縁層の弾性率が低くなる絶縁材料の組み合わせとするこ
とで、第２配線構造層において応力をより効果的に緩和でき、第１配線構造層の保護効果
を高めることができる。上面側配線構造層を設けた場合は、第２配線構造層が、第２絶縁
層として上面側配線構造層の絶縁層の弾性率より大きい弾性率の絶縁層を含むことにより
、第２配線構造層内の電気的接続機能をより十分に確保しながら、第２配線構造層による
応力緩和効果を得ることができる。
【０１４２】
　第２絶縁層２２１の厚さは、第１絶縁層（層間絶縁層２１１、配線間絶縁層２２）の厚
さより大きく設定され、第１絶縁層の厚さの２倍以上が好ましく、３倍以上がより好まし
く、さらに４倍以上に設定できる。第２絶縁層の厚さが大きいほど、十分な被覆性、耐衝
撃性、応力緩和効果を得ることができる。第２絶縁層が厚すぎると、ビアの形成が困難と
なったり、厚み方向のサイズが大きくなるため、第２絶縁層は厚すぎないように、例えば
第１絶縁層の最大厚みの２０倍以下の範囲で適宜設定することが好ましい。上面側配線構
造層が設けられている場合は、第２絶縁層の厚さは上面側配線構造層の絶縁層の最小厚み
より小さく設定することが好ましい。第２配線構造層の少なくとも最上層側の絶縁層の厚
みが３μｍ以上であることが好ましい。第２絶縁層の厚さは、例えば、３～３０μｍの範
囲に設定することができ、７～２０μｍの範囲が好ましい。
【０１４３】
　第２絶縁層２２１は、例えば、トランスファーモールディング法、圧縮形成モールド法
、印刷法、真空プレス法、真空ラミネート法、スピンコート法、ダイコート法、カーテン
コート法、フォトリソグラフィー法を用いて形成することができる。例えば、ポリイミド
樹脂をスピンコート法で成膜することができる。
【０１４４】
　第２配線構造層の形成において、第２絶縁層２２１の材料として、ガラスクロスやアラ
ミド繊維などからなる織布や不織布等の補強材に樹脂を含浸させた複合材料、無機フィラ
ーや有機フィラーを含む樹脂を用いると、配線が微細になるほど配線間の短絡などが生じ
やすくなる。そのため、第２絶縁層の材料としては、補強材やフィラーを含まない材料が
好ましい。
【０１４５】
　上面側配線構造層の配線（または上面側配線）の厚さは、第２配線の厚さより大きく、
第２配線の厚さの１．５倍以上が好ましく、２倍以上がより好ましい。配線が厚いほど配
線抵抗が低くなるため、半導体素子から引き出された電源線およびグランド線をそれぞれ
束ねて外部端子数を少なくすることができる。配線が厚すぎると、比較的微細な（特に、
比較的狭ピッチな）第２配線構造層に良好に接続された所望の配線構造の形成が困難にな
ったり、上面側配線構造層の厚みが大きく増加するため、厚すぎないように、例えば第２
配線の最大厚みの１０倍以下の範囲で適宜設定することが好ましい。
【０１４６】
　上面側配線構造層の絶縁層の厚さは、第２絶縁層の厚さより大きく設定され、第２絶縁
層１０９の厚さの１．５倍以上が好ましく、２倍以上がより好ましい。絶縁層の厚さが大
きいほど、十分な被覆性、耐衝撃性、応力緩和効果を得ることができる。絶縁層が厚すぎ
ると、ビアの形成が困難となったり、厚み方向のサイズが大きくなるため、厚すぎないよ
うに、例えば第２絶縁層の最大厚みの１０倍以下の範囲で適宜設定することが好ましい。
【０１４７】
　上面側配線構造層の絶縁層の厚さは例えば２０μｍに設定することができ、すなわち第
２絶縁層の厚さを１０μｍに設定した場合、その厚みの２倍に設定することができる。
【０１４８】
　本実施形態の配線基板は、第１配線構造層２１０から第２配線構造層２２０、さらに上
面側配線構造層１３０の順で配線ピッチを拡大することができる。第２配線構造層２２０
では、電源系配線とグランド系配線をそれぞれ集約でき、さらに第２配線構造層２２０か
ら引き出されるファンアウト配線によって、半導体素子内のピッチに対して十分に拡大し
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たピッチで上面側配線構造や端子を形成できる。結果、信頼性を高めることができるとと
もに、高密度な半導体素子（例えばＬＳＩチップ）を内蔵した配線基板（半導体パッケー
ジ）を形成できる。
【０１４９】
　また、第２配線構造層２２０は、第２絶縁層としてフィラーを含有しない樹脂絶縁材料
を用いることがきるため、下層側の配線構造（第１配線構造層２１０）の微細な配線ピッ
チに十分に対応することができるとともに、信頼性の高い配線構造を形成できる。
【０１５０】
　また、上面側配線構造層１３０は、その絶縁層として第２絶縁層よりも硬化温度の低い
材料を用いることができるため、装置全体を薄型化した際にも低反りを実現できる。
【０１５１】
　例えば、第２絶縁層にフィラーを含まないポリイミド樹脂を用い、上面側配線構造層の
絶縁層にフィラーを含む硬化温度の低いエポキシ樹脂を用いた場合は、下層側にエポキシ
樹脂を用い、上層側に硬化温度の高いポリイミド樹脂を用いた場合に比べて、プロセス温
度を低くできるため、反り量を低減できる。また、この場合、第２絶縁層がフィラーを含
まないため、第１配線構造層の微細配線構造に適応した第２配線構造層を形成でき、上面
側配線構造層の絶縁層はフィラーを含有するため、上面側配線構造層の耐熱性および機械
的強度の向上と共に装置全体の耐熱性および機械的強度を向上できる。
【０１５２】
　第３の実施形態の変形例
　本実施形態は、第３の実施形態の変形例として、図１０Ａに示す半導体素子に代えて、
図１１Ａに示す半導体素子を内蔵していてもよい。
【０１５３】
　本実施形態では、配線構造層（以下「第３配線構造層」）２３０が半導体基板２０１の
裏面側に形成されている以外は第３の実施形態と同様である。第３配線構造層２３０は、
第２配線構造層２２０と同様に、第３絶縁層２３１、第３配線２３２及びビア２３３を含
み、必要に応じて端子２３４を含む。第３配線構造層２３０の配線パターンは第２配線構
造層２２０の配線パターンと同一である必要はなく、また層数も任意に設定してもよいが
、反りを抑える観点からは、配線および絶縁層の積層数や配線パターン、材料等の構造が
両者の間で同じあるいは近いことが好ましい。周辺絶縁層１０３は、第１配線構造層２１
０および第２配線構造層２２０の外周側面を取り囲むとともに第３配線構造層２３０の外
周側面も取り囲んでいる。
【０１５４】
　第３配線構造層２３０は、半導体基板２０１の薄く研削された裏面に設けることができ
る。第３配線構造層２３０を含む半導体素子は、第３配線構造層２３０の下面に接着層１
０２設け、ベース絶縁層１０１（あるいは後に除去される支持基板）に固定される。また
、接着層１０２を貫通するビアを設けて、下面側配線構造層１４０の配線と電気的に接続
することにより半導体素子裏面の面積を有効に活用し、配線収容率を向上させることがで
きるとともに、放熱性能やノイズシールド性能などをさらに向上させることができる。
【０１５５】
　このような構造によれば、薄く研削された半導体素子単体に比べ、両面に靱性の高い樹
脂からなる絶縁層が設けられるため、半導体素子の耐衝撃性が向上するとともに、両側の
絶縁層による影響が相殺されて低反り化を行うことができる。これにより、搭載時のピッ
クアップ条件（突き上げ速度、突き上げ量）、ヘッド吸着条件、搭載条件（加圧、加温）
などのプロセスウィンドウが大きくなり製造工程が安定するだけではなく、半導体素子が
平坦であることから吸着性や画像認識性が向上するため、ベース絶縁層（あるいは後に除
去する支持基板）上への搭載精度を向上することができる。結果、配線基板の低反り化と
共に歩留まりを改善することができる。
【０１５６】
　裏面に第３配線構造層が設けられた半導体素子は、図１１Ｂに示すように、半導体基板
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２０１に貫通ビア（以下「素子内基板貫通ビア」）２３５を形成することができる。
【０１５７】
　素子内基板貫通ビア２３５の配置やサイズ、数は任意に設定でき、ビアの材料は導電体
であっても絶縁体であってもよい。このような素子内基板貫通ビアとしては銅からなるビ
アが好適である。
【０１５８】
　このような構造によれば、素子内基板貫通ビアは補強ビア及び放熱ビアとして機能する
ことができる。また、薄く研削された半導体素子単体に比べ、両面に靱性の高い樹脂から
なる絶縁層が設けられるため、半導体素子の耐衝撃性が向上するとともに、両側の絶縁層
による影響が相殺されて低反り化を行うことができる。これにより、搭載時のピックアッ
プ条件（突き上げ速度、突き上げ量）、ヘッド吸着条件、搭載条件（加圧、加温）などの
プロセスウィンドウが大きくなり製造工程が安定するだけではなく、半導体素子が平坦で
あることから吸着性や画像認識性が向上するため、ベース絶縁層（あるいは後に除去する
支持基板）上への搭載精度を向上することができる。結果、配線基板の低反り化と共に歩
留まりを改善することができる。
【０１５９】
　また、素子内基板貫通ビア２３５により第１配線と第３配線を電気的に接続することに
より、半導体素子の裏面側でも信号配線、電源配線、グランド配線の引き回しが可能とな
るため、より高機能な半導体素子を内蔵することが可能となる。
【０１６０】
　以上に説明した配線基板には、いずれかの配線構造層内に、回路のノイズフィルターの
役割を果たすＬＣＲ素子が設けられていてもよい。コンデンサを構成する誘電体材料とし
ては、酸化チタン、酸化タンタル、Ａｌ２Ｏ３、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、ＨｆＯ２、Ｎｂ２

Ｏ５等の金属酸化物；ＢＳＴ（（Ｂａｘ，Ｓｒ１－ｘ）ＴｉＯ３）、ＰＺＴ（Ｐｂ（Ｚｒ

ｘ，Ｔｉ１－ｘ）Ｏ３、ＰＬＺＴ（（Ｐｂ１－ｙ，Ｌａｙ）（Ｚｒｘ，Ｔｉ１－ｘ）Ｏ３

）等のペロブスカイト系材料（０＜ｘ＜１、０＜ｙ＜１）；ＳｒＢｉ２Ｔａ２Ｏ９等のＢ
ｉ系層状化合物が好ましい。また、コンデンサを構成する誘電体材料として、無機材料や
磁性材料を混合した有機材料等を使用してもよい。
【０１６１】
　また、本発明の実施形態の配線基板は、半導体素子を複数内蔵してもよいし、半導体素
子以外に受動部品として、ＬＣＲ部品、ＭＥＭＳ部品、センサ、エネルギーデバイス、光
部品などが内蔵されていてもよい。
【０１６２】
　以下、本発明の実施形態の配線基板の製造方法について説明する。
【０１６３】
　製造例１
　まず、前述の端子を備えた半導体素子２００を用意する。
【０１６４】
　半導体素子は、半導体基板上にトランジスタ等の機能素子および前述の第１配線構造層
を形成する。必要により、この第１配線構造層上に前述の第２配線構造層を形成する。機
能素子および第１配線構造層は、前述の通り通常の半導体製造プロセス技術により形成で
きる。第２配線構造層は、前述の通り、スーパーコネクトと呼ばれる配線技術（ウエハレ
ベル再配線技術）を利用して形成できる。第２配線は、例えばセミアディティブ法により
形成できる。第２絶縁層は、感光性、非感光性のいずれの材料を用いてもよく、スピンコ
ート法、ラミネート法、プレス法、又は印刷法により形成できる。ビア用の開口は、前述
の通り、感光性樹脂を用いた場合はフォトリソグラフィー法により形成でき、非感光性の
材料や、感光性であってもパターン解像度が低い材料を用いた場合は、レーザ、ドライエ
ッチング法、ブラストなどにより形成できる。このようにして形成された開口に導電材を
充填することにより、ビアを形成することができる。ビアを設ける部分に金属ポストをめ
っき法や印刷法により形成しておき、第２絶縁層を形成した後に、ドライエッチング法、
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ＣＭＰ法、研削法、ラップ法などにより第２絶縁層の上層部を除去し、その金属ポストを
露出させることでビアを形成することもできる。必要に応じて、半導体基板の第１配線構
造層が形成された面の反対面に、第２配線構造層と同様にして第３配線構造層を形成する
ことができる。
【０１６５】
　半導体基板としてウェハを用い、このウェハ上に上記の半導体素子に対応する素子構造
を複数形成し、その後、ダイシングやカッティング、エッチング等により切断し、各半導
体素子へ個片化することができる。
【０１６６】
　次に、図６（ａ）に示すように、支持基板１上のベース絶縁層１０１上に接着層１０２
を介して半導体素子２００を固定する。ベース絶縁層を設けないで、支持基板１上に接着
層を介して半導体素子を固定してもよい。このとき、半導体素子が第３配線構造層を有し
ている場合は、第３配線構造層の配線を下面側配線構造層の配線と電気的に接続するため
のビアとして金属ペーストやはんだ材料からなる接続部を設けてもよい。支持基板は、無
機材料や金属材料、樹脂材料等からなる基板を用いることができる。基板材料としては、
例えば、Ｓｉ、ガラス、セラミック、銅、銅系合金、アルミニウム、アルミ合金、ステン
レス、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂が挙げられる。
【０１６７】
　次に、半導体素子２００を覆うように樹脂材料を供給し、硬化して周辺絶縁層１０３を
形成する。樹脂材料の供給方法は、真空ラミネート法や真空プレス法が好適である。樹脂
材料中にガラスクロスやアラミド繊維等の補強材が含まれている場合は、この樹脂材料に
半導体素子を収容できる開口を設け、この開口内に半導体素子が配置されるように樹脂材
料を供給し、さらに他の樹脂材料で覆った後に真空プレスを行い、開口部の隙間を埋める
とともに樹脂材料を一体化する。また、内蔵する半導体素子２００が例えば８０μｍ以上
の厚みを有する場合、半導体素子を収容する開口を設ける絶縁材料として、未硬化の樹脂
材料とともに例えば２０μｍ以上の厚みを有する硬化済みの樹脂材料を重ねて設けてもよ
い。硬化済みの樹脂材料を用いることで、樹脂材料の硬化時の収縮を十分に抑えることが
でき、反りの発生を低減できる。硬化済みの樹脂材料には、配線やビアが設けられていて
も構わない。
【０１６８】
　次に、図６（ｂ）に示すように、半導体素子２００の直上の絶縁層（周辺絶縁層）に、
半導体素子の上面の端子が露出するようにレーザ等により開口を形成し、この開口内に導
電材を充填してビア１０４を形成する。そして、このビアに接続するように配線１０５ａ
、１０５ｂを形成する。必要に応じて、配線を覆う絶縁層を設けてもよい。
【０１６９】
　他の方法として、予め半導体素子の上面の端子上にバンプを形成し、このようなバンプ
が形成された半導体素子をベース絶縁層に固定し、次いで周辺絶縁層を形成し、半導体素
子の直上の絶縁層（周辺絶縁層）を除去してバンプ上面を露出させる。そして、このバン
プに接続するように配線を形成することができる。
【０１７０】
　次に、図６（ｃ）に示すように、支持基板１を除去する。支持基板の材料に応じて、エ
ッチングや研磨、剥離等の方法により支持基板を除去することができる。下面側配線およ
び下面側配線構造層を設けない片面配線構造の配線基板を形成する場合は、補強効果を保
持する観点から支持基板を除去しないで残してもよい。その際、ベース絶縁層１０１を有
しない支持基板を用いて、この支持基板上に、上記のベース絶縁層上に設けた配線構造を
形成してもよい。周辺絶縁層等により十分な強度が確保できる場合は、支持基板を除去し
た片面配線構造としてもよい。
【０１７１】
　以降、上面側に、絶縁層１０６、ビア１０７、配線１０８および保護絶縁層１０９を形
成して上面側配線構造層１３０を完成し、下面側には、配線１４３及び保護絶縁層１４４
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を形成して下面側配線構造層１４０を完成し、結果、図１に示す配線基板が得られる。支
持基板１上にベース絶縁層１０１を設けていなかった場合は、下面側に、順次、ベース絶
縁層１０１、配線１４３及び保護絶縁層１４４を形成して下面側配線構造層１４０を設け
ることができる。その際、ベース絶縁層１０１を設けることなく、配線１４３及び保護絶
縁層１４４を形成して下面側配線構造層１４０を設けることもできる。
【０１７２】
　本例では、支持基板１を用いたが、支持基板１に代えて、予め下面側配線構造層の少な
くとも一部が形成された配線基板を用いてもよい。これにより、支持基板１の除去工程を
省略でき、製造工程を簡略化することができる。
【０１７３】
　また、半導体素子が第３配線構造層を有している場合、接着層１０２及びベース絶縁層
１０１のいずれかもしくは両方にビアを設けることができる。このビアを介して、第３配
線構造層の配線と下面側配線構造層の配線とを電気的に接続することにより、第３配線構
造層に、下面側配線構造層の配線と接続された回路を設けることができる。また、このビ
アは放熱経路として機能させることができる。
【０１７４】
　製造例２
　まず、製造例１と同様にして半導体素子２００を用意する。
【０１７５】
　次に、図７（ａ）に示すように、支持基板１上のベース絶縁層１０１上に、接続パッド
１４１ａ及び回路パターン１４１ｂを形成する。接続パッドと回路パターンは、例えばメ
ッキ法により形成でき、同時に形成してもよいし、順次形成してもよい。後に行う支持基
板の除去をウェットエッチングにより行う場合は、用いるエッチング液に溶解しない材料
で接続パッドと回路パターンを形成する。接続パッド及び回路パターンはそれぞれ、必要
に応じて設けることができ、これらの一方または両方を設けない構成としてもよい。
【０１７６】
　次に、図７（ｂ）に示すように、回路パターン１４１ｂ上に接着層１０２を介して半導
体素子２００を固定する。回路パターン１４１ｂを設けない場合は、ベース絶縁層１０１
上に接着層１０２を介して半導体素子２００を固定する。このとき、半導体素子が第３配
線構造層を有している場合は、第３配線構造層の配線を下面側配線構造層の配線と電気的
に接続するためのビアとして金属ペーストやはんだ材料からなる接続部を設けてもよい。
【０１７７】
　次に、製造例１と同様にして、半導体素子２００を覆うように樹脂材料を供給し、硬化
して周辺絶縁層１０３を形成する。
【０１７８】
　次に、周辺絶縁層１０３に、レーザ法等により接続パッド１４１ａに達するホールを形
成する。必要に応じて、デスミア処理等によりホール内の樹脂残渣を除去する。その後、
メッキ法またはスパッタ法により、ホール内に導電材料を充填して、図７（ｃ）に示すよ
うに、素子側方ビア３０１を形成する。その後、研磨を行って表面を平坦化する。
【０１７９】
　次に、製造例１と同様にして、図７（ｃ）に示すように、ビア１０４及び配線１０５ａ
、１０５ｂを形成する。必要に応じて、これらの配線を覆う絶縁層を設けてもよい。
【０１８０】
　次に、製造例１と同様にして、図７（ｄ）に示すように、支持基板１を除去する。
【０１８１】
　以降、上面側に、絶縁層１０６、ビア１０７、配線１０８および保護絶縁層１０９を形
成して上面側配線構造層１３０を完成し、下面側には、ビア１４２、配線１４３及び保護
絶縁層１４４を形成して下面側配線構造層１４０を完成し、結果、図２に示す配線基板が
得られる。支持基板１上にベース絶縁層１０１、接続パッド１４１ａ及び回路パターン１
４１ｂを設けない場合は、周辺絶縁層１０３を貫通して支持基板１に達する素子側方ビア
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３０１を設けた後、支持基板１を除去することができる。その後、下面側に、順次、素子
側方ビア３０１に接続する接続パッド、絶縁層１０１、この絶縁層を貫通してこの接続パ
ッドに接続するビア１４２、このビアに接続する配線１４３及び保護絶縁層１４４を形成
し、下面側配線構造層１４０を設けることができる。その際、接続パッド、絶縁層１０１
及びビア１４２を形成することなく、素子側方ビア３０１に接続する配線１４３及び保護
絶縁層１４４を形成して下面側配線構造層１４０を設けることもできる。
【０１８２】
　本例では、支持基板１を用いたが、支持基板１に代えて、予め下面側配線構造層の少な
くとも一部が形成された配線基板を用いてもよい。これにより、支持基板１の除去工程を
省略でき、製造工程を簡略化することができる。例えば、図８（ａ）に示すように、ベー
ス絶縁層１０１の上面上に設けられた接続パッド１４１ａ及び回路パターン１４１ｂと、
このベース絶縁層１０１の下面上に設けられた配線１４３と、このベース絶縁層１０１を
貫通し接続パッド１４１ａと配線１４３を接続するビア１４２を備えた配線基板を用意す
る。次に、図８（ｂ）に示すように、この配線基板の回路パターン１４１ｂ上に接着層１
０２を介して半導体素子２００を固定する。次に、図８（ｃ）に示すように、前述の製造
例と同様にして、周辺絶縁層１０３、素子側方ビア３０１、素子上のビア１０４、及び配
線１０５ａ、１０５ｂを形成する。以降、上面側に、絶縁層１０６、ビア１０７、配線１
０８及び保護絶縁層１０９を形成して上面側配線構造層１３０を完成し、下面側には保護
絶縁層１４４を形成して下面側配線構造層１４０を完成し、結果、図２に示す配線基板が
得られる。
【０１８３】
　また、半導体素子が第３配線構造層を有している場合、接着層１０２及びベース絶縁層
１０１のいずれかもしくは両方にビアを設けることができる。このビアを介して、第３配
線構造層の配線と下面側配線構造層の配線とを電気的に接続することにより、第３配線構
造層に、下面側配線構造層の配線と接続された回路を設けることができる。また、このビ
アは放熱経路として機能させることができる。
【０１８４】
　以上、実施例を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施例に限定されるもので
はない。本発明の構成や詳細には、本発明の範囲内で当業者が理解し得る様々な変更をす
ることができる。
【０１８５】
　この出願は、２０１０年４月８日に出願された日本出願特願２０１０－０８９５９４を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１８６】
　１　支持基板
　１０　機能素子
　１１　ゲート電極
　１２　ソース／ドレイン領域
　１３　コンタクトプラグ
　２１　第１配線
　２２　配線間絶縁層
　２３　ビア
　３０ａ　絶縁層
　３０ｂ　絶縁層
　３１ａ　導電層
　３１ｂ　第１導電部
　３２　密着層
　３３　第２導電部
　１０１　ベース絶縁層
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　１０２　接着層
　１０３　周辺絶縁層
　１０４　ビア
　１０５ａ　配線（ファンアウト配線）
　１０５ｂ　配線
　１０６　絶縁層
　１０７　ビア
　１０８　配線
　１０９　保護絶縁層
　１３０　上面側配線構造層
　１４０　下面側配線構造層
　１４１ａ　接続パッド
　１４１ｂ　回路パターン
　１４２　ビア
　１４３　配線
　１４４　保護絶縁層
　２００　半導体素子（ＬＳＩチップ）
　２０１　半導体基板
　２１０　第１配線構造層
　２１１　層間絶縁膜
　２１２　配線含有層
　２２０　第２配線構造層
　２２１　第２絶縁層
　２２２　第２配線
　２２３　ビア
　２２４　導電層露出部
　２３０　第３配線構造層
　２３１　第３絶縁層
　２３２　第３配線
　２３３　ビア
　２３４　端子
　２３５　素子内基板貫通ビア
　３０１　素子側方ビア
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