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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板がＮ×Ｍ個（Ｎは３以上の整数、Ｍは１以上の整数）連設されたブロックを有する
配線基板であって、
　前記各基板は、基板本体と、前記基板本体の上面に形成されたパッドと、前記パッドを
露出させる開口部を有するソルダレジスト層とを有し、
　前記パッドのうち、少なくとも前記ブロックの角部に位置する前記基板に設けられた第
１パッドの平面形状は、当該第１パッドから前記ブロックの平面中心に向かう方向に第１
軸を有し、前記第１軸に沿う長さが前記第１軸と直交する第２軸に沿う長さよりも長く形
成されており、
　前記第１パッドは、当該第１パッドを有する前記基板が前記ブロックの平面中心から離
れるほど、前記第１軸が長く、且つ前記第２軸が短くなるように形成されていることを特
徴とする配線基板。
【請求項２】
　基板がＮ×Ｍ個（Ｎは２以上の整数、Ｍは１以上の整数）連設されたブロックを有する
配線基板であって、
　前記各基板は、基板本体と、前記基板本体の上面に形成されたパッドと、前記パッドを
露出させる開口部を有するソルダレジスト層とを有し、
　前記パッドのうち、少なくとも前記ブロックの角部に位置する前記基板に設けられた第
１パッドの平面形状は、当該第１パッドを有する前記基板の平面中心から前記ブロックの
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平面中心に向かう方向に第１軸を有し、前記第１軸に沿う長さが前記第１軸と直交する第
２軸に沿う長さよりも長く形成されていることを特徴とする配線基板。
【請求項３】
　前記第１パッドは、前記複数の基板のうち、少なくとも前記ブロックの周縁部に位置す
る基板に設けられたパッドであることを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記Ｎが３以上の整数であり、
　前記第１パッドは、当該第１パッドを有する前記基板が前記ブロックの平面中心から離
れるほど、前記第１軸が長く、且つ前記第２軸が短くなるように形成されていることを特
徴とする請求項２又は３に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第１パッドは、当該第１パッドが前記ブロックの平面中心から離れるほど、前記第
１軸が長く、且つ前記第２軸が短くなるように形成されていることを特徴とする請求項２
又は３に記載の配線基板。
【請求項６】
　前記ブロック内に設けられた全ての前記パッドの面積が同一であることを特徴とする請
求項１～５のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項７】
　前記第１パッドの平面形状は、前記第１軸が長軸となり、前記第２軸が短軸となる楕円
形状であることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項８】
　第１接続用パッドを有する第１基板がＮ×Ｍ個（Ｎは３以上の整数、Ｍは１以上の整数
）連設されたブロックを有する配線基板を形成する工程と、
　前記各第１基板の前記第１接続用パッドが設けられた側の面に電子部品を実装する工程
と、
　第２接続用パッドを有する第２基板がＮ×Ｍ個連設された基板材を形成する工程と、
　前記第２接続用パッド上にはんだボールを接合する工程と、
　前記はんだボールを前記第１接続用パッドに接合し、前記はんだボールを介して前記基
板材を前記配線基板に固定する工程と、
　前記第１基板及び前記第２基板を所定箇所で切断して個片化する工程と、を有し、
　前記配線基板を形成する工程では、前記第１接続用パッドのうち、少なくとも前記ブロ
ックの角部に位置する前記第１基板に設けられた第１パッドの平面形状が、当該第１パッ
ドから前記ブロックの平面中心に向かう方向に第１軸を有し、前記第１軸に沿う長さが前
記第１軸と直交する第２軸に沿う長さよりも長い形状になるように形成され、
　前記第１パッドは、当該第１パッドを有する前記第１基板が前記ブロックの平面中心か
ら離れるほど、前記第１軸が長く、且つ前記第２軸が短くなるように形成されることを特
徴とする半導体パッケージの製造方法。
【請求項９】
　第１接続用パッドを有する第１基板がＮ×Ｍ個（Ｎは２以上の整数、Ｍは１以上の整数
）連設されたブロックを有する配線基板を形成する工程と、
　前記各第１基板の前記第１接続用パッドが設けられた側の面に電子部品を実装する工程
と、
　第２接続用パッドを有する第２基板がＮ×Ｍ個連設された基板材を形成する工程と、
　前記第２接続用パッド上にはんだボールを接合する工程と、
　前記はんだボールを前記第１接続用パッドに接合し、前記はんだボールを介して前記基
板材を前記配線基板に固定する工程と、
　前記第１基板及び前記第２基板を所定箇所で切断して個片化する工程と、を有し、
　前記配線基板を形成する工程では、少なくとも前記ブロックの角部に位置する前記第１
基板に設けられた前記第１接続用パッドの平面形状が、当該第１接続用パッドを有する前
記第１基板の平面中心から前記ブロックの平面中心に向かう方向に第１軸を有し、前記第
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１軸に沿う長さが前記第１軸と直交する第２軸に沿う長さよりも長い形状になるように形
成されることを特徴とする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、配線基板及び半導体パッケージの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上基板と下基板との間に電子部品を配置し、その電子部品の周囲に封止樹脂を充填して
形成した半導体パッケージが提案されている（例えば、特許文献１参照）。このような半
導体パッケージの製造方法としては、以下のような方法が知られている。
【０００３】
　例えば、図１７に示すように、まず、複数（図１７では、７×４個）の下基板７０が形
成されたブロック７１を有する大判の基板７２を準備し、各下基板７０に半導体チップや
受動部品等の電子部品を実装する。続いて、複数（図１７では、７×４個）の上基板８０
を有する大判の基板８１を準備し、各上基板８０の接続用パッドにはんだボールを接合す
る。次いで、各下基板７０の接続用パッドに上記はんだボールを接合して、そのはんだボ
ールを介して各上基板８０が対応する下基板７０の上に搭載されるように、大判の基板８
１を大判の基板７２に搭載する。そして、基板７２と基板８１との間に封止樹脂を充填し
、それら基板７２、基板８１及び封止樹脂をダイシングにより切断して個片化することに
よって、半導体パッケージを製造する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００７／０６９６０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、大判の基板７２と大判の基板８１とを重ね合わせると、基板７２，８１の周
縁部での位置ずれ量が大きくなる。特に、製造誤差等に起因して、基板７２のブロック７
１の対角寸法と基板８１の対角寸法との差が大きくなると、ブロック７１の角部に位置す
る下基板７０と対応する上基板８０との間の位置ずれ量が大きくなる。すると、下基板７
０の接続用パッドを露出するソルダレジスト層の開口の縁部にはんだボールが乗り上げ、
はんだ濡れ不足が発生してしまう。そして、はんだ濡れ不足に起因して、下基板７０と上
基板８０との接続信頼性が低下するという問題が発生する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、基板がＮ×Ｍ個（Ｎは３以上の整数、Ｍは１以上の整数）連
設されたブロックを有する配線基板であって、前記各基板は、基板本体と、前記基板本体
の上面に形成されたパッドと、前記パッドを露出させる開口部を有するソルダレジスト層
とを有し、前記パッドのうち、少なくとも前記ブロックの角部に位置する前記基板に設け
られた第１パッドの平面形状は、当該第１パッドから前記ブロックの平面中心に向かう方
向に第１軸を有し、前記第１軸に沿う長さが前記第１軸と直交する第２軸に沿う長さより
も長く形成されており、前記第１パッドは、当該第１パッドを有する前記基板が前記ブロ
ックの平面中心から離れるほど、前記第１軸が長く、且つ前記第２軸が短くなるように形
成されている。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、接続信頼性の低下を抑制することができるという効果を奏す
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る。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）は、一実施形態の配線基板を示す概略平面図、（ｂ）は、（ａ）に示した
配線基板の一部を拡大した拡大平面図。
【図２】接続用パッドの平面形状を模式的に示す概略平面図。
【図３】一実施形態の配線基板の一部を示す概略断面図（図１（ｂ）における３－３断面
図）。
【図４】一実施形態の半導体パッケージを示す概略断面図。
【図５】一実施形態の半導体パッケージを示す概略平面図。
【図６】（ａ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略平面図、（ｂ），（ｃ）
は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図。
【図７】（ａ）は、一実施形態の配線基板の製造方法を示す概略断面図、（ｂ）は、一実
施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図８】一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略平面図。
【図９】（ａ），（ｂ）は、一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図
。
【図１０】一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す説明図。
【図１１】一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図１２】一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図１３】（ａ）～（ｄ）は、一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す説明図。
【図１４】一実施形態の半導体パッケージの製造方法を示す概略断面図。
【図１５】変形例の配線基板を示す概略平面図。
【図１６】変形例の接続用パッドを示す概略平面図。
【図１７】従来の半導体パッケージの製造方法を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、一実施形態を添付図面を参照して説明する。
　なお、添付図面は、特徴を分かりやすくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示
している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また
、断面図では、各部材の断面構造を分かりやすくするために、一部の部材のハッチングを
梨地模様に代えて示し、一部の部材のハッチングを省略している。
【００１０】
　まず、図１～図３に従って、配線基板１０の構造について説明する。
　図１（ａ）に示すように、配線基板１０は、例えば平面視略矩形状に形成されている。
配線基板１０には、複数（ここでは、３つ）のブロック１１が分離して画定されている。
各ブロック１１には、基板１２がマトリクス状（ここでは、３×３）に複数個連設して設
けられている。この基板１２は、半導体チップ等の電子部品が実装され、スペーサ部材の
接合された他の基板が搭載され、さらに当該基板１２と他の基板との間に封止樹脂が充填
されて最終的に個々の半導体パッケージとして切り出されるものである。また、封止樹脂
を充填する際には、例えば、ブロック１１毎に一括モールディング方式により樹脂封止が
行われる。なお、以下の説明では、便宜上、各ブロック１１に設けられた９個の基板１２
を、図１（ａ）に示した基板Ａ１～Ａ９と称する場合もある。すなわち、以下の説明では
、各ブロック１１の中央部に位置する基板１２を基板Ａ１と称し、各ブロック１１の周縁
部に位置する基板１２を基板Ａ２～Ａ９と称する場合もある。
【００１１】
　図３に示すように、各基板１２は、基板本体２０と、最上層の配線パターン３０と、金
属層３１と、ソルダレジスト層３２と、最下層の配線パターン３３と、金属層３４と、ソ
ルダレジスト層３５とを有している。
【００１２】
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　基板本体２０は、コア基板２１と、コア基板２１の貫通孔２１Ｘに形成された貫通電極
２２と、コア基板２１に積層された複数の絶縁層２３，２４と、それら複数の絶縁層２３
，２４に形成された配線２５，２６及びビア２７，２８とを有している。基板本体２０に
設けられた貫通電極２２、配線２５，２６及びビア２７，２８は、配線パターン３０及び
配線パターン３３を電気的に接続している。なお、コア基板２１の材料としては、例えば
、補強材であるガラスクロス（ガラス織布）にエポキシ樹脂を主成分とする熱硬化性の絶
縁性樹脂を含浸させ硬化させた、いわゆるガラスエポキシ樹脂を用いることができる。絶
縁層２３，２４の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂などの絶縁
性樹脂を用いることができる。また、貫通電極２２、配線２５，２６及びビア２７，２８
の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）や銅合金を用いることができる。
【００１３】
　配線パターン３０は、絶縁層２３の上面に設けられている。すなわち、配線パターン３
０は、半導体チップ４１（図４参照）が実装される実装面側の基板本体２０の面（ここで
は、上面）に設けられている。配線パターン３０の材料としては、例えば、銅や銅合金を
用いることができる。この配線パターン３０は、半導体チップ４１と電気的に接続される
チップ用パッドＰ１、又は当該基板１２とその基板１２の上に搭載される他の基板４３（
図４参照）との間を電気的に接続するための接続用パッドＰ２とを有している。チップ用
パッドＰ１は、平面視は図示を省略するが、半導体チップ４１に設けられたバンプ４１ａ
（図４参照）の配設形態に応じて、半導体チップ４１が実装される実装領域Ｒ１（図１（
ｂ）参照）に配設されている。例えば、チップ用パッドＰ１は、実装領域Ｒ１に平面視で
マトリクス状に配列されている。各チップ用パッドＰ１は、例えば、平面視略円形状に形
成されている。
【００１４】
　ソルダレジスト層３２は、配線パターン３０の一部を覆うように絶縁層２３の上面に設
けられている。ソルダレジスト層３２の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアクリ
ル系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。ソルダレジスト層３２には、配線パタ
ーン３０の一部をチップ用パッドＰ１として露出させるための複数の開口部３２Ｘと、配
線パターン３０の一部を接続用パッドＰ２として露出させるための複数の開口部３２Ｙと
が形成されている。これら開口部３２Ｘ，３２Ｙから露出する配線パターン３０上、つま
りチップ用パッドＰ１上及び接続用パッドＰ２上には、金属層３１が形成されている。こ
の金属層３１の例としては、配線パターン３０の上面から、ニッケル（Ｎｉ）層／金（Ａ
ｕ）層を順に積層した金属層を挙げることができる。また、金属層３１の他の例としては
、配線パターン３０の上面から、Ｎｉ層／パラジウム（Ｐｄ）層／Ａｕ層を順に積層した
金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／銀（Ａｇ）層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層
／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。これらＮｉ層、Ａｕ層、Ｐｄ層、
Ａｇ層としては、例えば、無電解めっき法により形成された金属層（無電解めっき金属層
）を用いることができる。ここで、Ｎｉ層はＮｉ又はＮｉ合金からなる金属層、Ａｕ層は
Ａｕ又はＡｕ合金からなる金属層、Ｐｄ層はＰｄ又はＰｄ合金からなる金属層、Ａｇ層は
Ａｇ又はＡｇ合金からなる金属層である。例えば、金属層３１がＮｉ層／Ａｕ層である場
合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～５μｍ程度とすることができ、Ａｕ層の厚さを０．０
１～１μｍ程度とすることができる。なお、金属層３１によってチップ用パッドＰ１が被
覆される場合には、その金属層３１がチップ用パッドＰ１として機能する。また、金属層
３１によって接続用パッドＰ２が被覆される場合には、その金属層３１が接続用パッドＰ
２として機能する。
【００１５】
　図１（ｂ）は、基板１２（例えば、基板Ａ２）における接続用パッドＰ２及び開口部３
２Ｙの平面配置を模式的に示した平面図である。図１（ｂ）に示すように、接続用パッド
Ｐ２及び開口部３２Ｙは、実装領域Ｒ１の外周縁を囲む配置で複数列（ここでは、二列）
に設けられている。
【００１６】
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　図２は、各ブロック１１に設けられた基板Ａ１～Ａ９における接続用パッドＰ２及び開
口部３２Ｙの平面形状を模式的に示した平面図である。なお、図２では、各基板Ａ１～Ａ
９における接続用パッドＰ２及び開口部３２Ｙの数を減らして簡易的にその平面形状を示
している。以下では、接続用パッドＰ２と開口部３２Ｙとの平面形状は同一であるため、
接続用パッドＰ２の平面形状のみについて説明する。
【００１７】
　図２に示すように、基板Ａ１～Ａ９に設けられた接続用パッドＰ２は、ブロック１１内
の位置に応じて異なる平面形状に形成されている。本例の基板Ａ１に設けられた接続用パ
ッドＰ２の平面形状は、略真円形状に形成されている。一方、本例の基板Ａ２～Ａ９に設
けられた接続用パッドＰ２の平面形状は、略楕円形状に形成されている。すなわち、ブロ
ック１１の周縁部に位置する基板Ａ２～Ａ９に設けられた接続用パッドＰ２は平面視略楕
円形状に形成され、ブロック１１の中心部に位置する基板Ａ１に設けられた接続用パッド
Ｐ２は平面視略真円形状に形成されている。以下に、基板Ａ２～Ａ９に設けられた接続用
パッドＰ２の平面形状について詳述する。
【００１８】
　基板Ａ２～Ａ９に設けられた各接続用パッドＰ２（第１パッド）の平面形状は、当該接
続用パッドＰ２からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向（基板Ａ２，Ａ３における
破線矢印参照）に長軸ＡＸ１を有する楕円形状に形成されている。また、基板Ａ２～Ａ９
に設けられた各接続用パッドＰ２の平面形状は、当該接続用パッドＰ２を有する基板１２
のブロック１１内での位置が平面中心Ｂ１から離れるほど、長軸ＡＸ１が長くなるように
形成されている。例えば、平面視楕円形状の各接続用パッドＰ２は、当該接続用パッドＰ
２を有する基板１２の平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１までの距離が長いほど長
軸ＡＸ１が長くなるように形成されている。さらに、基板Ａ２～Ａ９に設けられた各接続
用パッドＰ２の平面形状は、当該接続用パッドＰ２を有する基板１２のブロック１１内で
の位置が平面中心Ｂ１から離れるほど、楕円の短軸ＡＸ２が短くなるように形成されてい
る。すなわち、基板Ａ２～Ａ９に設けられた各接続用パッドＰ２の平面形状は、当該接続
用パッドＰ２を有する基板１２のブロック１１内での位置が平面中心Ｂ１から離れるほど
、長軸ＡＸ１の長さ（長径）と短軸ＡＸ２の長さ（短径）の比である楕円率が小さくなる
ように形成されている。
【００１９】
　このため、本例では、基板Ａ２に設けられた接続用パッドＰ２の楕円率は、その基板Ａ
２よりもブロック１１の平面中心Ｂ１に近い基板Ａ３に設けられた接続用パッドＰ２の楕
円率よりも小さくなる。また、本例では、基板Ａ２の平面中心Ｂ２からブロック１１の平
面中心Ｂ１までの距離、基板Ａ４の平面中心Ｂ４から平面中心Ｂ１までの距離、基板Ａ７
の平面中心Ｂ７から平面中心Ｂ１までの距離、基板Ａ９の平面中心Ｂ９から平面中心Ｂ１
までの距離は、全て同じ距離になる。このため、基板Ａ２，Ａ４，Ａ７，Ａ９に設けられ
た接続用パッドＰ２の楕円率は全て同一の値に設定されている。また、本例では、基板Ａ
３の平面中心Ｂ３から平面中心Ｂ１までの距離、基板Ａ５の平面中心Ｂ５から平面中心Ｂ
１までの距離、基板Ａ６の平面中心Ｂ６から平面中心Ｂ１までの距離、基板Ａ８の平面中
心Ｂ８から平面中心Ｂ１までの距離は、全て同じ距離になる。このため、基板Ａ３，Ａ５
，Ａ６，Ａ８に設けられた接続用パッドＰ２の楕円率は全て同一の値に設定されている。
【００２０】
　なお、本例では、同一の基板１２内に設けられた接続用パッドＰ２の楕円率は全て同一
の値に設定されている。すなわち、同一の基板１２内に設けられた接続用パッドＰ２の大
きさ、つまり楕円の長径と短径は全て同じ長さに設定されている。このため、１つの基板
内では、同じ大きさの複数の接続用パッドＰ２が、ブロック１１の平面中心Ｂ１との位置
関係に応じて、異なる角度で設けられている。
【００２１】
　さらに、ブロック１１内の全ての基板Ａ１～Ａ９に設けられた全ての接続用パッドＰ２
の上面の面積が同一の値に設定されている。すなわち、基板Ａ１に設けられた平面視真円
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形状の接続用パッドＰ２の面積と、基板Ａ２，Ａ４，Ａ７，Ａ９に設けられた平面視楕円
形状の接続用パッドＰ２の面積と、基板Ａ３，Ａ５，Ａ６，Ａ８に設けられた平面視楕円
形状の接続用パッドＰ２の面積とが同一の値に設定されている。
【００２２】
　なお、本例では、１つの基板１２（例えば、基板Ａ２）に設けられた複数の接続用パッ
ドＰ２の各々が、その接続用パッドＰ２の平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１に向
かう方向（破線矢印参照）が長軸ＡＸ１となるように形成されている。すなわち、１つの
基板１２内において、複数の接続用パッドＰ２を、ブロック１１の平面中心Ｂ１との位置
関係に応じて、異なる角度で設けるようにした。これに限らず、例えば、１つの基板１２
（例えば、基板Ａ２）に設けられた接続用パッドＰ２の全てを、１つの方向（例えば、当
該基板１２の平面中心（例えば、基板Ａ２の平面中心Ｂ２）からブロック１１の平面中心
Ｂ１に向かう方向）に沿って長軸ＡＸ１が延びるように形成するようにしてもよい。すな
わち、１つの基板１２内において、複数の接続用パッドＰ２を、同一の角度で設けるよう
にしてもよい。
【００２３】
　また、本例では、同一の基板１２内に設けられた接続用パッドＰ２の長径及び短径を全
て同一の長さとなるように設定した。これに限らず、例えば、同一の基板１２内において
も、複数の接続用パッドＰ２の長径及び短径を、ブロック１１の平面中心Ｂ１との位置関
係に応じて、異なる長さに設定するようにしてもよい。すなわち、基板Ａ２～Ａ９毎では
なく、基板Ａ２～Ａ９内の接続用パッドＰ２毎に長径及び短径を設定するようにしてもよ
い。
【００２４】
　図３に示すように、配線パターン３３は、絶縁層２４の下面に設けられている。すなわ
ち、配線パターン３３は、実装面とは反対側の基板本体２０の面（ここでは、下面）に設
けられている。この配線パターン３３は、当該基板１２をマザーボード等の実装用基板に
実装する際に使用されるはんだボールやリードピン等の外部接続端子を配設するための外
部接続用パッドＰ３を有している。この外部接続用パッドＰ３は、図示を省略するが、例
えば平面視でマトリクス状に配置されている。また、各外部接続用パッドＰ３の平面形状
は、例えば円形状に形成されている。
【００２５】
　ソルダレジスト層３５は、配線パターン３３の一部を覆うように絶縁層２４の下面に設
けられている。ソルダレジスト層３５の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアクリ
ル系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。このソルダレジスト層３５には、配線
パターン３３の一部を外部接続用パッドＰ３として露出させるための複数の開口部３５Ｘ
が形成されている。これら開口部３５Ｘから露出する配線パターン３３上、つまり外部接
続用パッドＰ３上には金属層３４が形成されている。この金属層３４の例としては、配線
パターン３３の下面から、Ｎｉ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。
また、金属層３４の他の例としては、配線パターン３３の下面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａ
ｕ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐ
ｄ層／Ａｇ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。例えば、金属層３４
がＮｉ層／Ａｕ層である場合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～５μｍ程度とすることがで
き、Ａｕ層の厚さを０．０１～１μｍ程度とすることができる。ここで、金属層３４によ
って外部接続用パッドＰ３が被覆される場合には、その金属層３４が外部接続用パッドと
して機能する。
【００２６】
　なお、開口部３５Ｘから露出する配線パターン３３上にＯＳＰ（Organic Solderabilit
y Preservative）処理を施して金属層３４の代わりにＯＳＰ膜を形成し、そのＯＳＰ膜に
外部接続端子を接続するようにしてもよい。また、開口部３５Ｘから露出する配線パター
ン３３（あるいは、配線パターン３３上に金属層３４やＯＳＰ膜が形成されている場合に
は、それら金属層３４又はＯＳＰ膜）自体を、外部接続端子としてもよい。
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【００２７】
　次に、図４及び図５に従って、半導体パッケージ（電子部品内蔵基板）４０の構造につ
いて説明する。ここでは、基板１２として図１（ａ）に示した基板Ａ２を有する半導体パ
ッケージ４０の構造について説明する。
【００２８】
　図４に示すように、半導体パッケージ４０は、基板１２（基板Ａ２）と、半導体チップ
４１と、アンダーフィル樹脂４２と、基板４３と、はんだボール４４と、封止樹脂４５と
を有している。
【００２９】
　半導体チップ４１は、基板１２にフリップチップ実装されている。すなわち、半導体チ
ップ４１の回路形成面（ここでは、下面）に配設されたバンプ４１ａをチップ用パッドＰ
１上に形成された金属層３１に接合することにより、半導体チップ４１は基板１２にフェ
イスダウンで接合される。この半導体チップ４１は、バンプ４１ａ及び金属層３１を介し
て、チップ用パッドＰ１と電気的に接続されている。
【００３０】
　半導体チップ４１としては、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）チップやＧＰ
Ｕ（Graphics Processing Unit）チップなどのロジックチップを用いることができる。ま
た、半導体チップ４１としては、例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）チッ
プ、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）チップやフラッシュメモリチップなどの
メモリチップを用いることもできる。この半導体チップ４１の大きさは、例えば平面視で
３ｍｍ×３ｍｍ～１２ｍｍ×１２ｍｍ程度とすることができる。また、半導体チップ４１
の厚さは、例えば５０～１００μｍ程度とすることができる。
【００３１】
　バンプ４１ａとしては、例えば、金バンプやはんだバンプを用いることができる。はん
だバンプの材料としては、例えば、鉛（Ｐｂ）を含む合金、錫（Ｓｎ）とＡｕの合金、Ｓ
ｎとＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。
このバンプ４１ａの高さは、例えば２０～７０μｍ程度とすることができる。
【００３２】
　なお、基板１２に半導体チップ４１を実装するようにしたが、これに限らず、他の電子
部品（例えば、キャパシタ、インダクタ等）を基板１２に実装するようにしてもよい。
　アンダーフィル樹脂４２は、基板１２の上面と半導体チップ４１の下面との隙間を充填
するように設けられている。アンダーフィル樹脂４２の材料としては、例えば、エポキシ
系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。
【００３３】
　次に、基板４３の構造について説明する。
　基板４３は、コア基板５１と、コア基板５１の貫通孔５１Ｘに形成された貫通電極５２
と、最上層の配線パターン５３と、金属層５４と、ソルダレジスト層５５と、最下層の配
線パターン５６と、金属層５７と、ソルダレジスト層５８とを有している。配線パターン
５３と配線パターン５６とは貫通電極５２を介して電気的に接続されている。なお、コア
基板５１の材料としては、例えば、ガラスエポキシ樹脂などの絶縁性樹脂を用いることが
できる。
【００３４】
　配線パターン５３は、コア基板５１の上面に設けられている。配線パターン５３の材料
としては、例えば、銅や銅合金を用いることができる。この配線パターン５３は、半導体
チップ４１とは別の電子部品（例えば、半導体チップや受動素子）や半導体パッケージと
電気的に接続される部品接続パッドＰ４を有している。各部品接続パッドＰ４の平面形状
は、例えば円形状に形成されている。
【００３５】
　ソルダレジスト層５５は、配線パターン５３の一部を覆うようにコア基板５１の上面に
積層されている。ソルダレジスト層５５の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアク
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リル系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。このソルダレジスト層５５には、配
線パターン５３の一部を部品接続パッドＰ４として露出させるための複数の開口部５５Ｘ
が形成されている。この開口部５５Ｘから露出する配線パターン５３上、つまり、部品接
続パッドＰ４上には金属層５４が形成されている。この金属層５４の例としては、配線パ
ターン５３の上面から、Ｎｉ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。ま
た、金属層５４の他の例としては、配線パターン５３の上面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ
層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ
層／Ａｇ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。例えば、金属層５４が
Ｎｉ層／Ａｕ層である場合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～５μｍ程度とすることができ
、Ａｕ層の厚さを０．０１～１μｍ程度とすることができる。なお、金属層５４によって
部品接続パッドＰ４が被覆される場合には、その金属層５４が部品接続パッドとして機能
する。
【００３６】
　一方、配線パターン５６は、コア基板５１の下面に設けられている。この配線パターン
５６は、基板１２と基板４３との間を電気的に接続するための接続用パッドＰ５を有して
いる。
【００３７】
　ソルダレジスト層５８は、配線パターン５６の一部を覆うようにコア基板５１の下面に
積層されている。ソルダレジスト層５８の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やアク
リル系樹脂などの絶縁性樹脂を用いることができる。このソルダレジスト層５８には、配
線パターン５６の一部を接続用パッドＰ５として露出させるための複数の開口部５８Ｘが
形成されている。これら開口部５８Ｘから露出する配線パターン５６上、つまり接続用パ
ッドＰ５上には金属層５７が形成されている。この金属層５７の例としては、配線パター
ン５６の下面から、Ｎｉ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。また、
金属層５７の他の例としては、配線パターン５６の下面から、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｕ層を
順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／Ａｇ層を順に積層した金属層、Ｎｉ層／Ｐｄ層／
Ａｇ層／Ａｕ層を順に積層した金属層を挙げることができる。例えば、金属層５７がＮｉ
層／Ａｕ層である場合には、Ｎｉ層の厚さを０．０５～５μｍ程度とすることができ、Ａ
ｕ層の厚さを０．０１～１μｍ程度とすることができる。なお、金属層５７によって接続
用パッドＰ５が被覆される場合には、その金属層５７が接続用パッドとして機能する。
【００３８】
　ここで、図５は、接続用パッドＰ２（開口部３２Ｙ）と接続用パッドＰ５（開口部５８
Ｘ）との位置関係を模式的に示した平面図である。
　図５に示すように、接続用パッドＰ５は、基板１２に形成された平面視略楕円形状の接
続用パッドＰ２の各々に対向するように設けられている。すなわち、本例の接続用パッド
Ｐ５は、平面視で半導体チップ４１の外周縁を囲む配置で複数列（ここでは、二列）に設
けられている。各接続用パッドＰ５の平面形状は、例えば円形状に形成されている。ここ
で、各接続用パッドＰ２の平面形状は、その接続用パッドＰ２から任意の点Ｂ１０に向か
う方向に長軸ＡＸ１を有する楕円形状に形成されている。この任意の点Ｂ１０は、例えば
、図２に示したブロック１１の平面中心Ｂ１に対応する位置の点であり、接続用パッドＰ
２と同一平面上に位置し、且つ、当該半導体パッケージ４０の外側に位置する点である。
そして、各接続用パッドＰ５は、その下面全面が、対向する接続用パッドＰ２の上面の一
部と平面視で重なるように設けられている。
【００３９】
　例えば、本例では、基板１２（基板Ａ２）の平面中心Ｂ２と基板４３の平面中心Ｃ１と
が図中の矢印方向に位置ずれしている。すなわち、基板４３は、その平面中心Ｃ１が基板
Ａ２の平面中心Ｂ２から任意の点Ｂ１０に向かう方向に位置ずれして基板Ａ２上に搭載さ
れている。このため、基板４３に設けられた接続用パッドＰ５も、対向する接続用パッド
Ｐ２の平面中心から任意の点Ｂ１０に向かう方向に位置ずれしている。このとき、接続用
パッドＰ２は、対向する接続用パッドＰ５との位置ずれの方向に長軸を有するように形成
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されている。これにより、基板Ａ２の平面中心Ｂ２と基板４３の平面中心Ｃ１との間に位
置ずれが発生した場合であっても、各接続用パッドＰ５の下面全面を、対応する接続用パ
ッドＰ２の上面に対向させることができる。
【００４０】
　図４に示すように、各接続用パッドＰ５（金属層５７）には、はんだボール４４が接合
されている。各はんだボール４４は、基板１２の接続用パッドＰ２（金属層３１）にも接
合されている。すなわち、はんだボール４４は、基板１２と基板４３との間に介在して設
けられ、その一端が金属層５７に接合され、他端が金属層３１に接合されている。はんだ
ボール４４は、接続用パッドＰ２と接続用パッドＰ５とを電気的に接続する接続端子とし
て機能するとともに、基板１２と基板４３との間の距離（離間距離）を規定値に保持する
スペーサとして機能する。
【００４１】
　本例のはんだボール４４は、球形状の銅コアボール４４Ａの周囲をはんだ４４Ｂで覆っ
た構造を有する。このはんだボール４４では、はんだ４４Ｂが接合材として機能する。こ
のため、はんだボール４４は、はんだ４４Ｂによって接続用パッドＰ２と接合されるとと
もに、はんだ４４Ｂによって接続用パッドＰ５と接合されている。また、はんだボール４
４では、銅コアボール４４Ａがスペーサとして機能する。このため、銅コアボール４４Ａ
の高さ（直径）により、基板１２と基板４３との間の空間の高さが設定され、はんだボー
ル４４のピッチが設定される。このような銅コアボール４４Ａの高さは、例えば、半導体
チップ４１の厚さよりも高く設定されている。具体的には、銅コアボール４４Ａの高さは
、半導体チップ４１の厚さとバンプ４１ａの厚さとを合計した厚さよりも高く設定されて
いる。例えば、銅コアボール４４Ａの高さは、１００～２００μｍ程度とすることができ
る。なお、はんだボール４４のピッチは、例えば２００～４００μｍ程度とすることがで
きる。
【００４２】
　基板１２と基板４３との間の空間には、封止樹脂４５が充填されている。この封止樹脂
４５によって、基板４３が基板１２に対して固定されるとともに、基板１２に実装された
半導体チップ４１が封止される。すなわち、封止樹脂４５は、基板１２と基板４３とを接
着する接着剤として機能するとともに、半導体チップ４１を保護する保護層として機能す
る。さらに、封止樹脂４５を設けたことにより、半導体パッケージ４０全体の機械的強度
を高めることができる。
【００４３】
　封止樹脂４５の材料としては、例えば、エポキシ系樹脂やポリイミド系樹脂などの絶縁
性樹脂を用いることができる。また、封止樹脂４５の材料としては、例えば、エポキシ系
樹脂やポリイミド系樹脂にシリカ（ＳｉＯ２）等のフィラーを混入した樹脂材を用いるこ
とができる。フィラーとしては、シリカ以外に、例えば、酸化チタン、酸化アルミニウム
、窒化アルミニウム、炭化珪素、チタン酸カルシウム、ゼオライト等の無機化合物、又は
、有機化合物等を用いることができる。また、封止樹脂４５としては、例えば、トランス
ファーモールド法、コンプレッションモールド法やインジェクションモールド法などによ
り形成されたモールド樹脂を用いることができる。
【００４４】
　次に、配線基板１０の製造方法について説明する。
　まず、配線基板１０を製造するためには、図６（ａ）及び図６（ｂ）に示すように、コ
ア基板２１を用意する。コア基板２１は、例えば平面視矩形状の平板である。このコア基
板２１としては、基板１２が多数個取れる大判の基板が使用される。詳述すると、コア基
板２１は、図６（ａ）に模式的に示すように、複数（ここでは、３つ）のブロック１１が
互いに分離して画定されている。各ブロック１１には、基板１２に対応する構造体が形成
される領域である基板形成領域Ｅ１がマトリクス状（ここでは、３×３）に形成されてい
る。なお、大判のコア基板２１は、半導体パッケージ４０を製造する際の後工程において
、切断線Ｆ１に沿ってダイシングブレード等によって切断される。以下に示す図６（ｃ）
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～図７（ｂ）においては、説明の便宜上、一つの基板形成領域Ｅ１の構造を示している。
【００４５】
　続いて、図６（ｃ）に示す工程では、コア基板２１の所要箇所に貫通孔２１Ｘを形成し
、その貫通孔２１Ｘの内側面にめっきを施して貫通電極２２を形成することで両面を導通
させた後、例えばサブトラクティブ法により配線２５，２６を形成する。次いで、コア基
板２１の上面及び下面にそれぞれ絶縁層２３，２４を樹脂フィルムの真空ラミネートによ
り形成し、加熱して硬化させる。なお、ペースト状又は液状の樹脂の塗布と加熱により絶
縁層２３，２４を形成するようにしてもよい。次に、絶縁層２３，２４にそれぞれ開口部
を形成し、必要であればデスミア処理した後、例えば、セミアディティブ法によりビア２
７，２８及び配線パターン３０，３３を形成する。
【００４６】
　続いて、図７（ａ）に示す工程では、配線パターン３０の一部をチップ用パッドＰ１と
して露出させるための開口部３２Ｘと、配線パターン３０の一部を接続用パッドＰ２とし
て露出させるための開口部３２Ｙとを有するソルダレジスト層３２を形成する。また、配
線パターン３３の一部を外部接続用パッドＰ３として露出させるための開口部３５Ｘを有
するソルダレジスト層３５を形成する。本工程において、開口部３２Ｙ及び接続用パッド
Ｐ２は、図１（ｂ）に示した平面配置及び平面形状で形成される。これにより、ブロック
１１の周縁部に位置する基板形成領域Ｅ１では、平面視略楕円形状の接続用パッドＰ２が
形成される。
【００４７】
　次いで、例えば、無電解めっき法により、チップ用パッドＰ１上及び接続用パッドＰ２
上に金属層３１を形成し、外部接続用パッドＰ３上に金属層３４を形成する。以上の製造
工程により、各基板形成領域Ｅ１に基板１２に対応する構造体を製造することができ、基
板１２を多数個有する配線基板１０を製造することができる。
【００４８】
　次に、半導体パッケージ４０の製造方法について説明する。
　まず、図７（ｂ）に示す工程では、半導体チップ４１のバンプ４１ａをチップ用パッド
Ｐ１上に形成された金属層３１にフリップチップ接合する。すなわち、半導体チップ４１
を配線基板１０の各基板形成領域Ｅ１にフリップチップ実装する。その後、半導体チップ
４１とソルダレジスト層３２との間にアンダーフィル樹脂４２を充填し、硬化する。
【００４９】
　次に、図８及び図９（ａ）に示すように、基板４３を形成するための基板材６０を準備
する。基板材６０は、複数枚の基板４３を形成するための一枚の基板材であり、基板４３
が形成される領域である基板形成領域Ｅ２を複数有している。本例の基板材６０には、基
板形成領域Ｅ２がマトリクス状（ここでは、３×３）、具体的には配線基板１０の基板形
成領域Ｅ１（基板１２）と同一の平面配置で形成されている。ここで、図８は、各基板形
成領域Ｅ２に基板４３に対応する構造体が形成された状態、つまり各基板形成領域Ｅ２の
下面側に多数の接続用パッドＰ５及び金属層５７が形成された状態を示している。この基
板材６０は、後工程において基板４３毎にダイシングブレード等によって切断される。こ
れにより、基板４３に対応する構造体が個片化される。この基板４３に対応する構造体は
、公知の製造方法により製造することが可能であるが、その概略について、図８及び図９
（ａ）を参照しながら簡単に説明する。なお、以下に示す図９、図１１及び図１３におい
ては、説明の便宜上、一つの基板形成領域Ｅ２の基板材６０の断面構造を示している。
【００５０】
　まず、図９（ａ）に示すように、コア基板５１の所要箇所に貫通孔５１Ｘを形成し、そ
の貫通孔５１Ｘの内側面にめっきを施して貫通電極５２を形成することで両面を導通させ
た後、例えば、サブトラクティブ法により配線パターン５３，５６を形成する。次に、配
線パターン５３の一部を部品接続パッドＰ４として露出させるための開口部５５Ｘを有す
るソルダレジスト層５５を形成するとともに、配線パターン５６の一部を接続用パッドＰ
５として露出させるための開口部５８Ｘを有するソルダレジスト層５８を形成する。この
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とき、図８に示すように、開口部５８Ｘ及び接続用パッドＰ５は、開口部３２Ｙ及び接続
用パッドＰ２と同様に、各基板形成領域Ｅ２の外周縁に沿ってペリフェラル状に形成され
る。また、各開口部５８Ｘ及び各接続用パッドＰ５は、平面視略円形状に形成される。こ
れら各接続用パッドＰ５の直径は、例えば基板Ａ１に設けられた平面視略真円形状の接続
用パッドＰ２の直径よりも小径に設定されている。なお、図８では、各基板形成領域Ｅ２
における接続用パッドＰ５の数を減らして簡易的にその接続用パッドＰ５の平面配置及び
平面形状を示している。
【００５１】
　続いて、図９（ａ）に示すように、例えば無電解めっき法により、部品接続パッドＰ４
上に金属層５４を形成するとともに、接続用パッドＰ５上に金属層５７を形成する。以上
の製造工程により、基板材６０の各基板形成領域Ｅ２に基板４３に対応する構造体を製造
することができる。
【００５２】
　次に、図９（ｂ）に示す工程では、金属層５７上に、はんだボール４４を搭載（接合）
する。例えば、金属層５７上に、適宜フラックスを塗布した後、はんだボール４４を搭載
し、２３０～２６０℃程度の温度でリフローして金属層５７上にはんだボール４４を固定
する。その後、表面を洗浄してフラックスを除去する。
【００５３】
　図１０に示すように、以上説明した製造工程により、はんだボール４４の接合された基
板４３が複数形成された基板材６０を３個（つまり、配線基板１０が有するブロック１１
の数と同じ個数）製造する。
【００５４】
　続いて、図１０に示す工程では、３個の基板材６０を、配線基板１０が有する３個のブ
ロック１１上にそれぞれ積層する。すなわち、各基板材６０に設けられた３×３個の基板
４３を、各ブロック１１に設けられた３×３個の基板１２上に積層する。
【００５５】
　具体的には、まず、各ブロック１１内の３×３個の基板１２と、各基板材６０内の３×
３個の基板４３とがそれぞれ上下に整列するように、基板材６０をブロック１１上に配置
する。より具体的には、図１１に示すように、各基板１２のソルダレジスト層３２の上面
と各基板４３のソルダレジスト層５８の下面とを対向させて、金属層３１（接続用パッド
Ｐ２）とはんだボール４４（接続用パッドＰ５）とが対向するように位置決めされる。
【００５６】
　続いて、パッドとなる金属層３１の上面に、はんだボール４４を接合する。例えば、金
属層３１の上面に、適宜フラックスを塗布した後に、図１２に示すように、基板材６０を
、はんだボール４４を間に挟んだ状態で、配線基板１０のブロック１１（基板１２）上に
配置する。すると、各基板１２のソルダレジスト層３２と各基板４３のソルダレジスト層
５８との間には、はんだボール４４により間隙（空間）が形成される。そして、上述のよ
うに重ね合わされた配線基板１０及び基板材６０をリフロー炉で２３０～２６０℃程度の
温度で加熱する。これにより、はんだボール４４のはんだ４４Ｂが溶融し、はんだボール
４４が金属層３１に接合される。このようにして、はんだボール４４を介して基板材６０
が配線基板１０に固定されるとともに、はんだボール４４を介して接続用パッドＰ２と接
続用パッドＰ５とが電気的に接続される。なお、本工程では、基板材６０を配線基板１０
に対して押圧しながらリフローが行われるが、はんだボール４４の銅コアボール４４Ａが
スペーサとして機能するため、基板材６０と配線基板１０との間の間隔が所定の距離に維
持される。
【００５７】
　ここで、図１３に従って、図１０～図１２に示した工程において、ブロック１１の平面
形状の対角寸法と、基板材６０の平面形状の対角寸法との差が大きい場合の接続用パッド
Ｐ２，Ｐ５の位置関係について説明する。
【００５８】
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　まず、先の図１０に示した工程では、例えば、基板材６０の平面中心Ｃ２がブロック１
１の平面中心Ｂ１に一致するように、基板材６０がブロック１１上に積層される。ここで
、図１３（ａ）に示すように、基板材６０の平面形状の対角寸法がブロック１１の平面形
状の対角寸法よりも小さい場合には、ブロック１１の角部からブロック１１の平面中心Ｂ
１に向かう方向に位置ずれが発生する。このため、基板材６０に設けられた接続用パッド
Ｐ５は、対応する接続用パッドＰ２の平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう
方向に位置ずれした状態で接続用パッドＰ２上に配置される。このとき、位置ずれ量が大
きくなるブロック１１の周縁部に位置する基板Ａ２～Ａ９に設けられた接続用パッドＰ２
の平面形状は、当該接続用パッドＰ２の平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１に向か
う方向に長軸ＡＸ１を有する楕円形状に形成されている。このため、図１３（ｂ）に示す
ように、位置ずれ量が最も大きくなるブロック１１の角部に位置する基板Ａ２においても
、接続用パッドＰ５の下面全面を、対応する接続用パッドＰ２の上面の一部に対向させる
ことができる。
【００５９】
　一方、図１３（ｃ）に示すように、基板材６０の平面形状の対角寸法がブロック１１の
平面形状の対角寸法よりも大きい場合には、ブロック１１の平面中心Ｂ１からブロック１
１の角部（基板材６０の角部）に向かう方向に位置ずれが発生する。このため、接続用パ
ッドＰ５は、対応する接続用パッドＰ２の平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１に向
かう方向とは反対方向に位置ずれした状態で接続用パッドＰ２上に配置される。このとき
、基板Ａ２～Ａ９に設けられた接続用パッドＰ２の平面形状は、当該接続用パッドＰ２の
平面中心からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向に長軸ＡＸ１を有する楕円形状に
形成されている。このため、図１３（ｄ）に示すように、位置ずれ量が最も大きくなるブ
ロック１１の角部に位置する基板Ａ２であっても、接続用パッドＰ５の下面全面を、対応
する接続用パッドＰ２の上面の一部に対向させることができる。
【００６０】
　以上のことから、先の図１２に示した工程では、接続用パッドＰ２，Ｐ５が上下に対向
するように位置合わせされているため、接続用パッドＰ５に接合されたはんだボール４４
を、対向する接続用パッドＰ２上に好適に搭載することができる。すなわち、図１３に示
したような位置ずれが発生した場合であっても、はんだボール４４が基板１２のソルダレ
ジスト層３２の開口部３２Ｙの縁部に乗り上げるといった問題の発生を抑制することがで
きる。
【００６１】
　次に、図１４に示す工程では、配線基板１０と基板材６０との間の空間、つまりソルダ
レジスト層３２とソルダレジスト層５８との間の空間を充填するように封止樹脂４５を形
成する。例えば、一括モールディング方式により、ブロック１１（図１０参照）毎に、配
線基板１０（基板１２）と基板材６０（基板４３）との間の空間に封止樹脂４５を形成す
る。この封止樹脂４５によって、配線基板１０と基板材６０とが強固に固定されるととも
に、半導体チップ４１が封止される。この封止工程は、特に図示はしないが、例えば、モ
ールディング金型（１組の上型及び下型）の下型上に図１２に示した構造体を載せ、上方
から上型で挟み込むようにして、モールドゲート部（図示略）から対応するブロック１１
に絶縁性樹脂を注入しながら加熱及び加圧することにより行われる。このとき、封止樹脂
４５の材料として熱硬化性を有したモールド樹脂を用いる場合には、モールディング金型
内に圧力（例えば、５～１０ＭＰａ程度）を印加し、流動化したモールド樹脂を導入する
。その後、モールド樹脂を加熱（加熱温度は、例えば１８０℃）して硬化させることで、
封止樹脂４５を形成する。なお、モールド樹脂を充填する方法としては、例えば、トラン
スファーモールド法、コンプレッションモールド法やインジェクションモールド法などの
方法を用いることができる。
【００６２】
　以上の製造工程により、配線基板１０の各基板形成領域Ｅ１及び基板材６０の各基板形
成領域Ｅ２に半導体パッケージ４０に対応する構造体が製造される。
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　そして、図１４に示した構造体を、ブロック１１の切断線Ｆ１に沿ってダイシングブレ
ード等により切断することで、多数の半導体パッケージ４０を個片化する。以上の製造工
程を経て、多数の半導体パッケージ４０を一括して製造することができる。なお、一括し
て製造する半導体パッケージ４０の数は特に限定されず、基板１２と基板４３とが準備で
きる範囲内で、任意の数の半導体パッケージ４０を一括して製造することができる。
【００６３】
　以上説明した本実施形態によれば、以下の効果を奏することができる。
　（１）接続用パッドＰ２の平面形状（ソルダレジスト層３２の開口部３２Ｙの平面形状
）を、当該接続用パッドＰ２からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向に長軸ＡＸ１
を有する楕円形状とした。これにより、ブロック１１の対角寸法と基板材６０の対角寸法
との差に起因して接続用パッドＰ２，Ｐ５間で位置ずれが発生した場合であっても、接続
用パッドＰ２と接続用パッドＰ５とを上下に対向させることができる。したがって、接続
用パッドＰ２，Ｐ５間で位置ずれが発生した場合であっても、はんだボール４４を接続用
パッドＰ２上に好適に搭載することができ、ソルダレジスト層３２の開口部３２Ｙの縁部
にはんだボール４４が乗り上げるといった問題の発生を抑制することができる。このため
、ソルダレジスト層３２上へのはんだボール４４の乗り上げによって発生され得る、はん
だ濡れ不足という問題の発生を抑制することができる。さらに、そのはんだ濡れ不足に起
因して接続信頼性が低下するといった問題の発生も抑制することができる。
【００６４】
　（２）ブロック１１の対角寸法と基板材６０の対角寸法との差に起因して接続用パッド
Ｐ２，Ｐ５間で位置ずれが発生した場合であっても、はんだボール４４を接続用パッドＰ
２上に好適に搭載することができるため、接続用パッドＰ２，Ｐ５の狭ピッチ化に容易に
対応することができる。すなわち、接続用パッドＰ２，Ｐ５の狭ピッチ化に伴ってはんだ
ボール４４の径が小さくなった場合であっても、ブロック１１及び基板材６０の寸法誤差
による影響を緩和しつつ、はんだボール４４を接続用パッドＰ２上に好適に搭載すること
ができる。
【００６５】
　（３）基板Ａ２～Ａ９に設けられた各接続用パッドＰ２の平面形状を、当該接続用パッ
ドＰ２を有する基板１２のブロック１１内での位置が平面中心Ｂ１から離れるほど、楕円
の長軸ＡＸ１が長くなるように形成した。これにより、例えば、ブロック１１の角部に位
置する基板Ａ２，Ａ４，Ａ７，Ａ９において、接続用パッドＰ２，Ｐ５間の位置ずれ量が
大きくなった場合であっても、その位置ずれ方向に沿って接続用パッドＰ２の長軸ＡＸ１
が長く形成されているため、はんだボール４４を接続用パッドＰ２上に好適に搭載するこ
とができる。
【００６６】
　（４）基板Ａ２～Ａ９に設けられた各接続用パッドＰ２の平面形状を、当該接続用パッ
ドＰ２を有する基板１２のブロック１１内での位置が平面中心Ｂ１から離れるほど、楕円
の短軸ＡＸ２が短くなるように形成した。これにより、平面中心Ｂ１から離れるほど長軸
ＡＸ１を長くする場合であっても、平面中心Ｂ１から離れた基板１２（例えば、基板Ａ２
，Ａ４，Ａ７，Ａ９）における接続用パッドＰ２の上面の面積が増大することを好適に抑
制することができる。したがって、はんだボール４４におけるはんだ量が増大することを
抑制することができる。
【００６７】
　（５）ブロック１１内に設けられた全ての接続用パッドＰ２の上面の面積を同一の値に
設定するようにした。これにより、ブロック１１上に設けられる全てのはんだボール４４
のはんだ量を同一の量に設定することができる。
【００６８】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態は、これを適宜変更した以下の態様にて実施することもできる。
　・上記実施形態では、ブロック１１の周縁部に位置する基板Ａ２～Ａ９に設けられた接
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続用パッドＰ２を平面視略楕円形状に形成するようにした。これに限らず、例えば、ブロ
ック１１内に設けられた全ての接続用パッドＰ２のうち、ブロック１１の角部に位置する
基板Ａ２，Ａ４，Ａ７，Ａ９に設けられた接続用パッドＰ２のみを平面視略楕円形状に形
成するようにしてもよい。この場合には、残りの基板Ａ１，Ａ３，Ａ５，Ａ６，Ａ８に設
けられた接続用パッドＰ２は平面視略真円形状に形成される。また、例えば、ブロック１
１内に設けられた全ての接続用パッドＰ２を平面視略楕円状に形成するようにしてもよい
。
【００６９】
　・上記実施形態では、基板１２がマトリクス状に複数個連設されたブロック１１を有す
る配線基板１０に具体化したが、例えば、基板１２が帯状に複数個連設されたブロック１
１を有する配線基板１０に具体化してもよい。すなわち、基板１２がＮ×Ｍ個（Ｎは２以
上の整数、Ｍは１以上の整数）連設されたブロック１１を有する配線基板であれば、その
基板１２の配列は特に限定されない。
【００７０】
　例えば、上記実施形態では、ブロック１１の平面中心Ｂ１とそのブロック１１の中央部
に配置された基板Ａ１の平面中心とが一致していたが、これに限定されない。また、上記
実施形態では、ブロック１１の周縁部以外に位置する基板１２の数を１つとしたが、これ
に限定されない。
【００７１】
　例えば、図１５に示すように、基板１２が７×４個連設されたブロック１１を有する配
線基板に具体化してもよい。このとき、ブロック１１内に設けられた全ての接続用パッド
Ｐ２のうち、ブロック１１の角部に位置する基板１２（図中のＤ１～Ｄ４参照）に設けら
れた接続用パッドＰ２のみを平面視略楕円形状に形成するようにしてもよい。この場合に
は、残りの基板１２（図中のＤ５～Ｄ２８参照）に設けられた接続用パッドＰ２は平面視
略真円形状に形成される。また、ブロック１１内に設けられた全ての接続用パッドＰ２の
うち、ブロック１１の周縁部に位置する基板１２（図中の太線で囲まれたＤ１～Ｄ１８参
照）に設けられた接続用パッドＰ２のみを平面視略楕円形状に形成するようにしてもよい
。この場合には、残りの基板１２（図中のＤ１９～Ｄ２８参照）に設けられた接続用パッ
ドＰ２は平面視略真円形状に形成される。あるいは、ブロック１１内に設けられた全ての
接続用パッドＰ２を平面視略楕円形状に形成するようにしてもよい。
【００７２】
　なお、いずれの場合であっても、平面視略楕円形状の接続用パッドＰ２は、当該接続用
パッドＰ２からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向（又は、当該接続用パッドＰ２
を有する基板１２から平面中心Ｂ１に向かう方向）に長軸ＡＸ１を有するように形成され
る。
【００７３】
　・上記実施形態では、接続用パッドＰ２，Ｐ５のうちの接続用パッドＰ２を平面視略楕
円状に形成するようにした。これに限らず、例えば、接続用パッドＰ２，Ｐ５のうちの接
続用パッドＰ５を平面視略楕円状に形成するようにしてもよい。この場合には、例えば、
接続用パッドＰ２にはんだボール４４を接合した後に、そのはんだボール４４を平面視略
楕円状の接続用パッドＰ５に接合する。
【００７４】
　・上記実施形態では、少なくとも一部の接続用パッドＰ２を平面視略楕円形状に形成す
るようにした。これに限らず、接続用パッドＰ２の平面形状を、略楕円形状に代えて、例
えば、略長方形状や略長円形状に変更してもよい。
【００７５】
　例えば、図１６に示すように、接続用パッドＰ２の平面形状を略長方形状にした場合に
は、当該接続用パッドＰ２からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向（破線矢印参照
）に第１軸ＡＸ３を有し、その第１軸ＡＸ３に沿う長さ（長辺）が第１軸ＡＸ３と直交す
る第２軸ＡＸ４に沿う長さ（短辺）よりも長く形成される。
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【００７６】
　このように、接続用パッドＰ２からブロック１１の平面中心Ｂ１に向かう方向に第１軸
ＡＸ３を有し、その第１軸ＡＸ３に沿う長さが第１軸ＡＸ３と直交する第２軸ＡＸ４に沿
う長さよりも長く形成された平面形状であれば、接続用パッドＰ２の平面形状を適宜変更
してもよい。なお、接続用パッドＰ２の平面形状は、当該接続用パッドＰ２を有する基板
１２から平面中心Ｂ１に向かう方向に第１軸ＡＸ３を有し、その第１軸ＡＸ３に沿う長さ
が第２軸ＡＸ４に沿う長さよりも長く形成された形状であってもよい。
【００７７】
　・上記実施形態では、ブロック１１内に設けられた全ての接続用パッドＰ２の上面の面
積を同一の値に設定するようにしたが、ブロック１１内において接続用パッドＰ２の上面
の面積を異なる値に設定するようにしてもよい。
【００７８】
　・上記実施形態では、接続用パッドＰ２の長軸ＡＸ１（第１軸ＡＸ３）の長さと短軸Ａ
Ｘ２（第２軸ＡＸ４）の長さとの双方を、ブロック１１の平面中心Ｂ１との位置関係に応
じて変更するようにした。これに限らず、例えば、ブロック１１の平面中心Ｂ１との位置
関係に応じて、接続用パッドＰ２の長軸ＡＸ１（第１軸ＡＸ３）の長さのみを変更するよ
うにしてもよい。この場合には、例えば、接続用パッドＰ２の長軸ＡＸ１（第１軸ＡＸ３
）の長さを、当該接続用パッドＰ２を有する基板１２が平面中心Ｂ１から離れるほど長く
する一方で、接続用パッドＰ２の短軸ＡＸ２（第２軸ＡＸ４）の長さを一定とする。
【００７９】
　・上記実施形態の基板１２において、最外層の配線パターン３０，３３よりも内層の構
造については特に限定されない。すなわち、基板１２は、少なくとも、最外層の配線パタ
ーン３０，３３が基板内部を通じて相互に電気的に接続された構造を有していれば十分で
あるため、最外層の配線パターン３０，３３よりも内層の構造については特に限定されな
い。例えば、コア基板２１の構造及び材質は特に限定されない。また、コア基板２１上に
形成される下層配線（例えば、配線２５，２６）とその下層配線を覆う絶縁層（例えば、
絶縁層２３，２４）の層数についても特に限定されない。あるいは、基板本体２０を、コ
ア基板２１を有するコア付きビルドアップ基板に代えて、コア基板２１を含まないコアレ
ス基板としてもよい。
【００８０】
　・上記実施形態の基板４３において、最外層の配線パターン５３，５６よりも内層の構
造については特に限定されない。すなわち、基板４３は、少なくとも、最外層の配線パタ
ーン５３，５６が基板内部を通じて相互に電気的に接続された構造を有していれば十分で
あるため、最外層の配線パターン５３，５６よりも内層の構造については特に限定されな
い。例えば、コア基板５１の構造及び材質は特に限定されない。また、コア基板５１上に
下層配線とその下層配線を覆う絶縁層とを所要の層数形成するようにしてもよい。あるい
は、基板４３を、コア基板５１を含まないコアレス基板としてもよい。
【００８１】
　・上記実施形態では、はんだボール４４の導電性コアボールとして銅コアボール４４Ａ
を用いるようにした。これに限らず、銅コアボール４４Ａの代わりに、例えば、金やニッ
ケル等の銅以外の金属により形成された導電性コアボールを用いるようにしてもよいし、
樹脂により形成された樹脂コアボールを用いるようにしてもよい。あるいは、はんだボー
ル４４の代わりに、導電性コアボールや樹脂コアボールを省略した、はんだボールを用い
るようにしてもよい。
【００８２】
　・上記実施形態の半導体パッケージ４０において、基板１２上に複数の電子部品を搭載
するようにしてもよい。
　・上記実施形態における封止樹脂４５を省略してもよい。
【００８３】
　・上記実施形態では、２つの基板１２，４３がはんだボール４４を介して互いに積層さ
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の基板がはんだボール４４を介して互いに積層された構造を有する半導体パッケージに具
体化してもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　配線基板
　１１　ブロック
　１２　基板（第１基板）
　Ａ１～Ａ９，Ｄ１～Ｄ２８　基板（第１基板）
　２０　基板本体
　３０　配線パターン
　３２　ソルダレジスト層
　３２Ｙ　開口部
　４０　半導体パッケージ
　４１　半導体チップ（電子部品）
　４３　基板（第２基板）
　４４　はんだボール
　６０　基板材
　ＡＸ１　長軸
　ＡＸ２　短軸
　ＡＸ３　第１軸
　ＡＸ４　第２軸
　Ｂ１　平面中心
　Ｂ１０　任意の点
　Ｐ２　接続用パッド（パッド、第１接続用パッド）
　Ｐ５　接続用パッド（第２接続用パッド）
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