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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体パッケージ上に突出電極を介して第２半導体パッケージを積層した半導体装
置において、
　前記第１半導体パッケージには、前記突出電極が接合される複数の第１接合面が形成さ
れ、前記第２半導体パッケージには、前記第１接合面にそれぞれ対向配置され、前記突出
電極が接合される複数の第２接合面が形成されており、
　前記第１接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第１半導体パッケージの中央部か
ら外周部に向かって小さくなっており、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、
前記第２半導体パッケージの中央部から外周部に向かって小さくなっていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項２】
　前記接合面積は、前記突出電極が接合されるランド上の絶縁膜の開口面積であることを
特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記接合面積は、前記半導体パッケージの中央部から外周部に向かって徐々に変化して
いることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１半導体パッケージと前記第２半導体パッケージとの間の間隔が広くなるに従っ
て、前記第１接合面の接合面積および前記第２接合面の接合面積が徐々に小さくなってい
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ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記複数の接合面にそれぞれ接合される突出電極の体積は実質的に同一であることを特
徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１半導体パッケージは、
　第１キャリア基板と、
　前記第１キャリア基板上にフリップチップ実装された第１半導体チップとを備え、
　前記第２半導体パッケージは、
　前記突出電極を介し、前記第１半導体チップ上に保持されるように前記第１キャリア基
板上に実装された第２キャリア基板と、
　前記第２キャリア基板上に搭載された第２半導体チップと、
　前記第２半導体チップを封止する封止材とを備えることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１半導体パッケージは、前記第１キャリア基板上に前記第１半導体チップがフリ
ップチップ実装されたボールグリッドアレイ、前記第２半導体パッケージは、前記第２キ
ャリア基板上に搭載された第２半導体チップがモールド封止されたボールグリッドアレイ
またはチップサイズパッケージであることを特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　第１キャリア基板上に突出電極を介して第２キャリア基板を積層した半導体装置におい
て、
　前記第１キャリア基板上に第１電子部品がフリップチップ実装され、
　前記第２キャリア基板上に封止材で封止された第２電子部品が搭載され、
　前記第１キャリア基板には、前記突出電極が接合される複数の第１接合面が形成され、
前記第２キャリア基板には、前記第１接合面にそれぞれ対向配置され、前記突出電極が接
合される複数の第２接合面が形成されており、
　前記第１接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第１キャリア基板の中央部から外
周部に向かって小さくなっており、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、前記
第２キャリア基板の中央部から外周部に向かって小さくなっていることを特徴とする電子
デバイス。
【請求項９】
　第１半導体パッケージ上に突出電極を介して第２半導体パッケージを積層し、前記第２
半導体パッケージがマザー基板に実装された電子機器において、
　前記第１半導体パッケージには、前記突出電極が接合される複数の第１接合面が形成さ
れ、前記第２半導体パッケージには、前記第１接合面にそれぞれ対向配置され、前記突出
電極が接合される複数の第２接合面が形成されており、
　前記第１接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第１半導体パッケージの中央部か
ら外周部に向かって小さくなっており、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、
前記第２半導体パッケージの中央部から外周部に向かって小さくなっていることを特徴と
する電子機器。
【請求項１０】
　第１半導体パッケージに設けられた第１ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第１開口
部を形成する工程と、
　第２半導体パッケージに設けられた第２ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第２開口
部を形成する工程と、
　前記第２開口部が形成された第２ランド上に突出電極を形成する工程と、
　前記第２ランド上に形成された突出電極を前記第１ランド上に接合することにより、前
記第１半導体パッケージ上に前記第２半導体パッケージを積層する工程とを備え、
　前記第１半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの接合面積が中央部から外周部
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に向かって小さくなっていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　第１キャリア基板に設けられた第１ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第１開口部を
形成する工程と、
　前記第１キャリア基板上に第１電子部品を実装する工程と、
　第２キャリア基板に設けられた第２ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第２開口部を
形成する工程と、
　前記第２キャリア基板上に第２電子部品を実装する工程と、
　前記第２開口部が形成された第２ランド上に突出電極を形成する工程と、
　前記第２ランド上に形成された突出電極を前記第１ランド上に接合することにより、前
記第１キャリア基板上に前記第２キャリア基板を積層する工程とを備え、
　前記第１開口部および前記第１開口部の開口面積が中央部から外周部に向かって小さく
なっていることを特徴とする電子デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は半導体装置、半導体パッケージ、電子デバイス、電子機器、半導体装置の製造方
法および電子デバイスの製造方法に関し、特に、半導体パッケージなどの積層構造に適用
して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の半導体装置では、半導体チップの３次元実装を実現するため、例えば、特許文献１
に開示されているように、金属ボールを介し、半導体チップが実装されたパッケージを積
層する方法がある。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１１－３０７７１７号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、半導体チップをパッケージに実装すると、半導体チップとパッケージとの
間の線膨張係数などの違いから、パッケージに反りが発生する。このため、金属ボールを
介してパッケージを積層する方法では、パッケージに反りが発生すると、パッケージ同士
の間隔にバラツキが発生し、金属ボールの接合強度が劣化して、３次元実装時の接続信頼
性が劣化するという問題があった。
【０００５】
そこで、本発明の目的は、パッケージの反りを考慮しつつ、３次元実装時の接続信頼を向
上させることが可能な半導体装置、半導体パッケージ、電子デバイス、電子機器、半導体
装置の製造方法および電子デバイスの製造方法を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、第１半導
体パッケージ上に突出電極を介して第２半導体パッケージを積層した半導体装置において
、前記第１半導体パッケージには、前記突出電極が接合される複数の第１接合面が形成さ
れ、前記第２半導体パッケージには、前記第１接合面にそれぞれ対向配置され、前記突出
電極が接合される複数の第２接合面が形成されており、前記第１接合面の前記突出電極と
の接合面積が、前記第１半導体パッケージの中央部から外周部に向かって小さくなってお
り、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第２半導体パッケージの中央部
から外周部に向かって小さくなっていることを特徴とする。
【０００７】
これにより、第１接合面および第２接合面の両面で突出電極の広がりを制御することが可
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能となり、第１接合面と第２接合面との間に接合された突出電極の太さを調整することが
可能となる。このため、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間の間隔にバ
ラツキがある場合においても、突出電極の括れを抑制することができ、第１半導体パッケ
ージと第２半導体パッケージとの間の接続信頼性を向上させることが可能となる。
【０００８】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記接合面積は、前記突出電極が接合
されるランド上の絶縁膜の開口面積であることを特徴とする。
これにより、ランド上に形成された絶縁膜の開口パターンを変更することで、突出電極の
接合面積を変化させることが可能となり、製造工程を複雑化させることなく、第１接合面
と第２接合面との間に接合された突出電極の太さを調整することが可能となる。
【０００９】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記接合面積は、前記半導体パッケー
ジの中央部から外周部に向かって徐々に変化していることを特徴とする。
これにより、第１半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの一方または双方に反り
が発生した場合においても、突出電極の括れを抑制しつつ、第１接合面と第２接合面との
間に突出電極を接合させることが可能となる。
【００１０】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体パッケージと前記第２
半導体パッケージとの間の間隔が広くなるに従って、前記第１接合面の接合面積および前
記第２接合面の接合面積が徐々に小さくなっていることを特徴とする。
これにより、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間の間隔が広い領域では
、第１接合面および第２接合面の両面で突出電極の広がりを抑制することが可能となり、
第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間で突出電極を太らせることが可能と
なる。このため、第１半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの一方または双方に
反りが発生した場合においても、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間に
おける突出電極の括れを抑制して、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間
の接続信頼性を向上させることが可能となる。
【００１１】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記複数の接合面にそれぞれ接合され
る突出電極の体積は実質的に同一であることを特徴とする。
これにより、第１半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの一方または双方に反り
が発生した場合においても、突出電極の大きさを変更することなく、突出電極の括れを抑
制することが可能となり、生産効率を劣化させることなく、第１半導体パッケージと第２
半導体パッケージとの間の接続信頼性を向上させることが可能となる。
【００１６】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体パッケージは、第１キ
ャリア基板と、前記第１キャリア基板上にフリップチップ実装された第１半導体チップと
を備え、前記第２半導体パッケージは、前記突出電極を介し、前記第１半導体チップ上に
保持されるように前記第１キャリア基板上に実装された第２キャリア基板と、前記第２キ
ャリア基板上に搭載された第２半導体チップと、前記第２半導体チップを封止する封止材
とを備えることを特徴とする。
【００１７】
これにより、第１半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの種類が異なる場合にお
いても、高さの増大を抑制しつつ、第１半導体パッケージ上に第２半導体パッケージを積
層させることが可能となるとともに、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの
間の間隔にバラツキがある場合においても、突出電極の括れを抑制することが可能となり
、省スペース化を可能としつつ、第１半導体パッケージと第２半導体パッケージとの間の
接続信頼性を向上させることができる。
【００１８】
また、本発明の一態様に係る半導体装置によれば、前記第１半導体パッケージは、前記第
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１キャリア基板上に前記第１半導体チップがフリップチップ実装されたボールグリッドア
レイ、前記第２半導体パッケージは、前記第２キャリア基板上に搭載された第２半導体チ
ップがモールド封止されたボールグリッドアレイまたはチップサイズパッケージであるこ
とを特徴とする。
【００１９】
　これにより、汎用パッケージを用いた場合においても、突出電極の括れを抑制しつつ、
異種パッケージを積層することが可能となり、生産効率を劣化させることなく、異種パッ
ケージ間の接続信頼性を向上させることが可能となる。
　また、本発明の一態様に係る電子デバイスによれば、第１キャリア基板上に突出電極を
介して第２キャリア基板を積層した半導体装置において、前記第１キャリア基板上に第１
電子部品がフリップチップ実装され、前記第２キャリア基板上に封止材で封止された第２
電子部品が搭載され、前記第１キャリア基板には、前記突出電極が接合される複数の第１
接合面が形成され、前記第２キャリア基板には、前記第１接合面にそれぞれ対向配置され
、前記突出電極が接合される複数の第２接合面が形成されており、前記第１接合面の前記
突出電極との接合面積が、前記第１キャリア基板の中央部から外周部に向かって小さくな
っており、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第２キャリア基板の中央
部から外周部に向かって小さくなっていることを特徴とする。
【００２０】
これにより、第１キャリア基板上に第２キャリア基板を積層させることを可能としつつ、
第１キャリア基板および第２キャリア基板の両側から、突出電極の広がりを制御すること
が可能となる。
このため、接合面積の変動量を抑制しつつ、第１接合面と第２接合面との間に接合された
突出電極の太さを調整することが可能となり、第１キャリア基板上に第２キャリア基板と
の間の間隔に大きなバラツキがある場合においても、必要な接合面積を確保することを可
能としつつ、突出電極の括れを抑制することが可能となる。
【００２４】
　また、本発明の一態様に係る電子機器によれば、第１半導体パッケージ上に突出電極を
介して第２半導体パッケージを積層し、前記第２半導体パッケージがマザー基板に実装さ
れた電子機器において、前記第１半導体パッケージには、前記突出電極が接合される複数
の第１接合面が形成され、前記第２半導体パッケージには、前記第１接合面にそれぞれ対
向配置され、前記突出電極が接合される複数の第２接合面が形成されており、
　前記第１接合面の前記突出電極との接合面積が、前記第１半導体パッケージの中央部か
ら外周部に向かって小さくなっており、前記第２接合面の前記突出電極との接合面積が、
前記第２半導体パッケージの中央部から外周部に向かって小さくなっていることを特徴と
する。
【００２５】
　これにより、突出電極の接合面積を変化させることで、第１接合面と第２接合面との間
に接合された突出電極の太さを調整することが可能となり、第１半導体パッケージと第２
半導体パッケージとの間の間隔にバラツキがある場合においても、突出電極の括れを抑制
することが可能となる。
【００２６】
　これにより、突出電極の体積を変化させることで、第１半導体パッケージと第２半導体
パッケージとの間の突出電極の太さを調整することが可能となり、第１半導体パッケージ
と第２半導体パッケージとの間の間隔にバラツキがある場合においても、突出電極の括れ
を抑制することが可能となる。
　また、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法によれば、第１半導体パッケージに
設けられた第１ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第１開口部を形成する工程と、第２
半導体パッケージに設けられた第２ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第２開口部を形
成する工程と、前記第２開口部が形成された第２ランド上に突出電極を形成する工程と、
前記第２ランド上に形成された突出電極を前記第１ランド上に接合することにより、前記
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第１半導体パッケージ上に前記第２半導体パッケージを積層する工程とを備え、前記第１
半導体パッケージおよび第２半導体パッケージの接合面積が中央部から外周部に向かって
小さくなっていることを特徴とする。
【００２７】
これにより、突出電極の接合面積を変化させることが可能となり、ランド上における突出
電極の広がりを制御することが可能となる。このため、第１半導体パッケージおよび第２
半導体パッケージの一方または双方に反りが発生した場合においても、突出電極の括れを
抑制しつつ、第１半導体パッケージ上に第２半導体パッケージを積層することが可能とな
る。
【００３２】
　また、本発明の一態様に係る電子デバイスの製造方法によれば、第１キャリア基板に設
けられた第１ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第１開口部を形成する工程と、前記第
１キャリア基板上に第１電子部品を実装する工程と、第２キャリア基板に設けられた第２
ランド上の絶縁膜に開口面積の異なる第２開口部を形成する工程と、前記第２キャリア基
板上に第２電子部品を実装する工程と、前記第２開口部が形成された第２ランド上に突出
電極を形成する工程と、前記第２ランド上に形成された突出電極を前記第１ランド上に接
合することにより、前記第１キャリア基板上に前記第２キャリア基板を積層する工程とを
備え、前記第１開口部および前記第１開口部の開口面積が中央部から外周部に向かって小
さくなっていることを特徴とする。
【００３３】
　これにより、突出電極の接合面積を変化させることが可能となり、第１キャリア基板お
よび第２キャリア基板の一方または双方に反りが発生した場合においても、突出電極の括
れを抑制しつつ、第１キャリア基板上に第２キャリア基板を積層することが可能となる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態に係る半導体装置、電子デバイスおよびそれら製造方法について
図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第１実施形態は、突出電極２９ａ、２９ｂが接合される半導体パッケージＰＫ１１、ＰＫ
１２の双方の開口部１３ａ、１３ｂおよび開口部２２ａ、２２ｂの開口径を変化させるよ
うにしたものである。
【００３８】
図１において、半導体パッケージＰＫ１１にはキャリア基板１１が設けられている。そし
て、キャリア基板１１の裏面には、突出電極１９を配置するためのランド１４が設けられ
ている。そして、ランド１４が設けられたキャリア基板１１の裏面にはソルダレジストな
どの絶縁膜１２が形成され、絶縁膜１２には、ランド１４の表面を露出させる開口部１２
ａが設けられている。
【００３９】
一方、キャリア基板１１の表面には、突出電極２９ａ、２９ｂをそれぞれ配置するための
ランド１５ａ、１５ｂがそれぞれ設けられるとともに、突出電極１７を配置するためのラ
ンド１５ｃが設けられている。そして、ランド１５ａ～１５ｃが設けられたキャリア基板
１１の表面にはソルダレジストなどの絶縁膜１３が形成され、絶縁膜１３には、ランド１
５ａ～１５ｃの表面を露出させる開口部１３ａ～１３ｃがそれぞれ設けられている。
【００４０】
ここで、突出電極２９ａ、２９ｂに対応してそれぞれ設けられた開口部１３ａ、１３ｂの
開口径は、例えば、キャリア基板１１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなるよ
うに設定することができる。
そして、キャリア基板１１上には半導体チップ１６がフリップチップ実装され、半導体チ
ップ１６には、フリップチップ実装するための突出電極１７が設けられている。そして、
半導体チップ１６に設けられた突出電極１７は、異方性導電フィルム１８を介してランド



(7) JP 4096774 B2 2008.6.4

10

20

30

40

50

１５ｃ上にＡＣＦ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆｉｌｍ）接合さ
れている。また、キャリア基板１１の裏面に設けられたランド１４上には、キャリア基板
１１をマザー基板上に実装するための突出電極１９が設けられている。
【００４１】
一方、半導体パッケージＰＫ１２にはキャリア基板２１が設けられている。そして、キャ
リア基板２１の裏面には、突出電極２９ａ、２９ｂをそれぞれ配置するためのランド２４
ａ、２４ｂが設けられている。そして、ランド２４ａ、２４ｂが設けられたキャリア基板
２１の裏面にはソルダレジストなどの絶縁膜２２が形成され、絶縁膜２２には、ランド２
４ａ、２４ｂの表面を露出させる開口部２２ａ、２２ｂがそれぞれ設けられている。
【００４２】
ここで、突出電極２９ａ、２９ｂにそれぞれ対応して設けられた開口部２２ａ、２２ｂの
開口径は、例えば、キャリア基板２１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなるよ
うに設定することができる。
一方、キャリア基板１１の表面には、ワイヤボンド接続するためのランド２５が設けられ
ている。そして、ランド２５が設けられたキャリア基板２１の表面にはソルダレジストな
どの絶縁膜２３が形成され、絶縁膜２３には、ランド２５の表面を露出させる開口部２３
ａが設けられている。
【００４３】
そして、キャリア基板２１上には、接着層２７ａを介し半導体チップ２６ａがフェースア
ップ実装され、半導体チップ２６ａは、導電性ワイヤ２８ａを介してランド２５にワイヤ
ボンド接続されている。さらに、半導体チップ２６ａ上には、導電性ワイヤ２８ａを避け
るようにして、半導体チップ２６ｂがフェースアップ実装され、半導体チップ２６ｂは、
接着層２７ｂを介して半導体チップ２６ａ上に固定されるとともに、導電性ワイヤ２８ｂ
を介してランド２５にワイヤボンド接続されている。なお、導電性ワイヤ２８ａ、２８ｂ
としては、例えば、ＡｕワイヤやＡｌワイヤなどを用いることができる。
【００４４】
また、キャリア基板２１の裏面に設けられたランド２４ａ、２４ｂ上には、キャリア基板
２１が半導体チップ１６上に保持されるようにして、キャリア基板２１をキャリア基板１
１上に実装するための突出電極２９ａ、２９ｂがそれぞれ設けられている。ここで、突出
電極２９ａ、２９ｂは、半導体チップ１６の搭載領域を避けるようにして配置され、例え
ば、キャリア基板２１の裏面の周囲に突出電極２９ａ、２９ｂを配置することができる。
【００４５】
また、半導体チップ２６ａ、２６ｂの実装面側のキャリア基板２１の一面全体に封止樹脂
３０が設けられ、この封止樹脂３０により半導体チップ２６ａ、２６ｂが封止されている
。なお、封止樹脂３０で半導体チップ２６ａ、２６ｂを封止する場合、例えば、エポキシ
樹脂などの熱硬化性樹脂を用いたモールド成形などにより行うことができる。
【００４６】
ここで、キャリア基板１１や半導体チップ１６などの線膨張係数の違いにより、半導体パ
ッケージＰＫ１１が下側に反り、キャリア基板２１や封止樹脂３０などの線膨張係数の違
いにより、半導体パッケージＰＫ１２が上側に反っているものとする。
そして、例えば、半導体パッケージＰＫ１１が下側に反り、半導体パッケージＰＫ１２が
上側に反った状態で、キャリア基板１１上に設けられたランド１５ａ、１５ｂに突出電極
２９ａ、２９ｂをそれぞれ接合させることにより、キャリア基板２１をキャリア基板１１
上に実装することができる。
【００４７】
ここで、突出電極２９ａ、２９ｂの下面に対応してそれぞれ設けられた開口部１３ａ、１
３ｂの開口径および突出電極２９ａ、２９ｂの上面に対応してそれぞれ設けられた開口部
２２ａ、２２ｂの開口径の双方を、キャリア基板１１、２１の中央部から外周部に向かっ
てそれぞれ小さくなるように設定することにより、積層されたキャリア基板１１、２１の
両側から、突出電極２９ａ、２９ｂの広がりを制御することが可能となる。
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【００４８】
このため、突出電極２９ａ、２９ｂの接合面積の変動量を抑制しつつ、ランド１５ａ、１
５ｂとランド２４ａ、２４ｂとの間にそれぞれ接合された突出電極２９ａ、２９ｂの太さ
を調整することが可能となり、キャリア基板１１、２１の反りが大きい場合においても、
突出電極２９ａ、２９ｂの必要な接合面積を確保することを可能としつつ、突出電極２９
ａ、２９ｂの括れを抑制することが可能となる。
【００４９】
さらに、開口部１３ａ、１３ｂの開口径および開口部２２ａ、２２ｂの開口径の双方を変
化させることにより、キャリア基板１１、２１に反りがある場合においても、突出電極２
９ａ、２９ｂの体積を変化させることなく、突出電極２９ａ、２９ｂの括れを抑制するこ
とが可能となる。このため、突出電極２９ａ、２９ｂをキャリア基板２１に形成する際の
製造効率の劣化を抑制しつつ、キャリア基板１１、２１間の接続信頼性を向上させること
が可能となる。
【００５０】
例えば、突出電極２９ａ、２９ｂを半田ボールで構成した場合のボール径がφ０．３ｍｍ
で等しいものとし、キャリア基板２１の反りが８０μｍだけあるとする。そして、キャリ
ア基板１１の開口部１３ａ、１３ｂの開口径をφ０．３ｍｍで一定とし、キャリア基板２
１の中央部の開口部２４ｂの開口径をφ０．２８ｍｍとすると、キャリア基板２１の中央
部の取り付け高は０．２０５ｍｍとなる。この場合、キャリア基板２１の端部の取り付け
高を０．２８５ｍｍとするには、キャリア基板２１の端部の開口部２４ａの開口径をφ０
．０５ｍｍとする必要がある。このため、開口部２４ａの開口径が極端に小さくなり、突
出電極２９ａとランド２４ａとの接合面積が小さくなり過ぎることから、突出電極２９ａ
とランド２４ａとの接合強度が不足する。
【００５１】
一方、キャリア基板１１の中央部の開口部１３ｂの開口径をφ０．３ｍｍに維持したまま
、キャリア基板１１の端部の開口部１３ａの開口径をφ０．２８ｍｍと小さくすると、キ
ャリア基板２１の端部の取り付け高を０．２８５ｍｍとするには、キャリア基板２１の端
部の開口部２４ａの開口径をφ０．２５ｍｍとすればよい。このため、開口部２４ａの開
口径が小さくなり過ぎることを防止しつつ、必要な取り付け高を確保することができる。
【００５２】
なお、キャリア基板１１、２１としては、例えば、両面基板、多層配線基板、ビルドアッ
プ基板、テープ基板またはフィルム基板などを用いることができ、キャリア基板１１、２
１の材質としては、例えば、ポリイミド樹脂、ガラスエポキシ樹脂、ＢＴレジン、アラミ
ドとエポキシのコンポジットまたはセラミックなどを用いることができる。また、突出電
極１６、１９、２９ａ、２９ｂとしては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで被覆された
ＣｕバンプやＮｉバンプ、あるいは半田ボールなどを用いることができ、特に、突出電極
２９ａ、２９ｂとしては、半田ボールあるいは導電性ペーストなどを用いることが好まし
い。また、キャリア基板２１をキャリア基板１１上に実装するために、突出電極２９ａ、
２９ｂをキャリア基板２１側に設ける方法について説明したが、突出電極２９ａ、２９ｂ
をキャリア基板１１側に設けるようにしてもよい。
【００５３】
また、上述した実施形態では、ＡＣＦ接合により半導体チップ１６をキャリア基板１１上
に実装する方法について説明したが、例えば、ＮＣＦ（Ｎｏｎｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｆ
ｉｌｍ）接合、ＡＣＰ（Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）
接合、ＮＣＰ（Ｎｏｎｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｐａｓｔｅ）接合などのその他の圧接接合
を用いるようにしてもよく、半田接合や合金接合などの金属接合を用いるようにしてもよ
い。また、半導体チップ２６ａ、２６ｂをキャリア基板２１上に実装する場合、ワイヤボ
ンド接続を用いる方法について説明したが、キャリア基板２１上に半導体チップ２６ａ、
２６ｂをフリップチップ実装するようにしてもよい。さらに、上述した実施形態では、キ
ャリア基板１１上に半導体チップ１６を１個だけ実装する方法を例にとって説明したが、
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キャリア基板１１上に複数の半導体チップを実装するようにしてもよい。また、キャリア
基板１１とキャリア基板２１との間の隙間には、必要に応じて樹脂を注入するようにして
もよい。さらに、上述した実施形態では、半導体チップ１６をキャリア基板１１にフェー
スダウン実装する例を示したが、フェースアップ実装されていても良い（図示せず）。こ
の場合、半導体チップ１６は封止されていても良い。また、この場合、キャリア基板１１
の半導体チップ１６が封止されている部分は下に凸に変形し、封止されていない部分は上
に凸に変形する。
【００５４】
また、上述した実施形態では、下側のキャリア基板１１が下側に反り、上側のキャリア基
板２１が上側に反った場合を例にとって説明したが、下側のキャリア基板１１に反りがな
く、上側のキャリア基板２１が上側に反った場合、上側のキャリア基板２１に反りがなく
、下側のキャリア基板１１が下側に反った場合、双方のキャリア基板１１、２１が下側に
反り、下側のキャリア基板１１の方が反りが大きい場合、双方のキャリア基板１１、２１
が上側に反り、上側のキャリア基板２１の方が反りが大きい場合についても同様に適用す
ることができる。
【００５５】
さらに、下側のキャリア基板１１が上側に反り、上側のキャリア基板２１が下側に反った
場合、下側のキャリア基板１１に反りがなく、上側のキャリア基板２１が下側に反った場
合、上側のキャリア基板２１に反りがなく、下側のキャリア基板１１が上側に反った場合
、双方のキャリア基板１１、２１が下側に反り、上側のキャリア基板１１の方が反りが大
きい場合、双方のキャリア基板１１、２１が上側に反り、下側のキャリア基板２１の方が
反りが大きい場合についても適用するようにしてもよい。なお、これらの場合、突出電極
２９ａ、２９ｂの下面に対応してそれぞれ設けられた開口部１３ａ、１３ｂの開口径およ
び突出電極２９ａ、２９ｂの上面に対応してそれぞれ設けられた開口部２２ａ、２２ｂの
開口径の双方を、キャリア基板１１、２１の中央部から外周部に向かってそれぞれ大きく
なるように設定することが好ましい。
【００５６】
図２は、図１の半導体装置の製造方法を示す断面図である。
図２（ａ）において、半導体パッケージＰＫ１１が下側に反り、半導体パッケージＰＫ１
２が上側に反っているものとする。そして、半導体パッケージＰＫ１１上に半導体パッケ
ージＰＫ１２を積層する場合、キャリア基板２２のランド２４ａ、２４ｂ上に突出電極２
９ａ、２９ｂをそれぞれ形成する。ここで、突出電極２９ａ、２９ｂとして、例えば、半
田ボールを用いた場合、ボール径を実質的に（すなわち、製造誤差の範囲内で）等しく設
定することができる。
【００５７】
次に、図２（ｂ）に示すように、突出電極２９ａ、２９ｂが形成された半導体パッケージ
ＰＫ１２を半導体パッケージＰＫ１１上にマウントし、リフロー処理を行うことにより、
突出電極２９ａ、２９ｂをランド１５ａ、１５ｂおよびランド２４ａ、２４ｂ上にそれぞ
れ接合させる。
ここで、突出電極２９ａ、２９ｂの下面に対応してそれぞれ設けられた開口部１３ａ、１
３ｂの開口径および突出電極２９ａ、２９ｂの上面に対応してそれぞれ設けられた開口部
２２ａ、２２ｂの開口径の双方を、キャリア基板１１、２１の中央部から外周部に向かっ
てそれぞれ小さくなるように設定することにより、突出電極２９ａ、２９ｂとして、ボー
ル径の等しい半田ボールを用いた場合においても、突出電極２９ａ、２９ｂの括れを抑制
しつつ、キャリア基板２１の取り付け高をキャリア基板１１、２１の反りに対応させるこ
とが可能となる。
【００５８】
次に、図２（ｃ）に示すように、キャリア基板１１の裏面に設けられたランド１４上に、
キャリア基板１１をマザー基板上に実装するための突出電極１９を形成する。
図３は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
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第２実施形態は、突出電極５９ａ、５９ｂが接合される半導体パッケージＰＫ２１、ＰＫ
２２の双方の開口部４３ａ、４３ｂおよび開口部５２ａ、５２ｂの開口径をそれぞれ変化
させるとともに、突出電極４９ａ～４９ｃが接合される半導体パッケージＰＫ２１の開口
部４２ａ～４２ｃの開口径を変化させるようにしたものである。
【００５９】
　図３において、半導体パッケージＰＫ２１にはキャリア基板４１が設けられている。そ
して、キャリア基板４１の裏面には、突出電極４９ａ～４９ｃを配置するためのランド４
４ａ～４４ｃが設けられている。そして、ランド４４ａ～４４ｃが設けられたキャリア基
板４１の裏面にはソルダレジストなどの絶縁膜４２が形成され、絶縁膜４２には、ランド
４４ａ～４４ｃの表面をそれぞれ露出させる開口部４２ａ～４２ｃが設けられている。
【００６０】
　ここで、突出電極４９ａ～４９ｃにそれぞれ対応して設けられた開口部４２ａ～４２ｃ
の開口径は、例えば、キャリア基板４１の中央部から外周部に向かって徐々に大きくなる
ように設定することができる。
　一方、キャリア基板４１の表面には、突出電極５９ａ、５９ｂをそれぞれ配置するため
のランド４５ａ、４５ｂがそれぞれ設けられるとともに、突出電極４７を配置するための
ランド４５ｃが設けられている。そして、ランド４５ａ、４５ｂ、４５ｃが設けられたキ
ャリア基板４１の表面にはソルダレジストなどの絶縁膜４３が形成され、絶縁膜４３には
、ランド４５ａ～４５ｃの表面を露出させる開口部４３ａ～４３ｃがそれぞれ設けられて
いる。
【００６１】
ここで、突出電極５９ａ、５９ｂに対応してそれぞれ設けられた開口部４３ａ、４３ｂの
開口径は、例えば、キャリア基板４１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなるよ
うに設定することができる。
そして、キャリア基板４１上には半導体チップ４６がフリップチップ実装され、半導体チ
ップ４６には、フリップチップ実装するための突出電極４７が設けられている。そして、
半導体チップ４３に設けられた突出電極４７は、異方性導電フィルム４８を介してランド
４５ｃ上にＡＣＦ接合されている。また、キャリア基板４１の裏面に設けられたランド４
４ａ～４４ｃ上には、キャリア基板４１をマザー基板７１上に実装するための突出電極４
９ａ～４９ｃが設けられている。
【００６２】
一方、半導体パッケージＰＫ２２にはキャリア基板５１が設けられている。そして、キャ
リア基板５１の裏面には、突出電極５９ａ、５９ｂをそれぞれ配置するためのランド５４
ａ、５４ｂがそれぞれ設けられている。そして、ランド５４ａ、５４ｂが設けられたキャ
リア基板５１の裏面にはソルダレジストなどの絶縁膜５２が形成され、絶縁膜５２には、
ランド５４ａ、５４ｂの表面を露出させる開口部５２ａ、５２ｂがそれぞれ設けられてい
る。
【００６３】
ここで、突出電極５９ａ、５９ｂに対応して設けられた開口部５２ａ、５２ｂの開口径は
、例えば、キャリア基板５１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなるように設定
することができる。
一方、キャリア基板５１の表面には、ワイヤボンド接続するためのランド５５が設けられ
ている。そして、ランド５５が設けられたキャリア基板５１の表面にはソルダレジストな
どの絶縁膜５３が形成され、絶縁膜５３には、ランド５５の表面を露出させる開口部５３
ａが設けられている。
【００６４】
そして、キャリア基板５１上には、接着層５７ａを介し半導体チップ５６ａがフェースア
ップ実装され、半導体チップ５６ａは、導電性ワイヤ５８ａを介してランド５５にワイヤ
ボンド接続されている。さらに、半導体チップ５６ａ上には、導電性ワイヤ５８ａを避け
るようにして、半導体チップ５６ｂがフェースアップ実装され、半導体チップ５６ｂは、
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接着層５７ｂを介して半導体チップ５６ａ上に固定されるとともに、導電性ワイヤ５８ｂ
を介してランド５５にワイヤボンド接続されている。
【００６５】
また、キャリア基板５１の裏面に設けられたランド５４ａ、５４ｂ上には、キャリア基板
５１が半導体チップ４６上に保持されるようにして、キャリア基板５１をキャリア基板４
１上に実装するための突出電極５９ａ、５９ｂがそれぞれ設けられている。ここで、突出
電極５９ａ、５９ｂは、半導体チップ４６の搭載領域を避けるようにして配置され、例え
ば、キャリア基板５１の裏面の周囲に突出電極５９ａ、５９ｂを配置することができる。
【００６６】
また、半導体チップ５６ａ、５６ｂの実装面側のキャリア基板５１の一面全体に封止樹脂
６０が設けられ、この封止樹脂６０により半導体チップ５６ａ、５６ｂが封止されている
。
ここで、キャリア基板４１や半導体チップ４６などの線膨張係数の違いにより、例えば、
半導体パッケージＰＫ２１が下側に反り、キャリア基板５１や封止樹脂６０などの線膨張
係数の違いにより、半導体パッケージＰＫ２２が上側に反っているのもとする。
【００６７】
そして、例えば、半導体パッケージＰＫ２１が下側に反り、半導体パッケージＰＫ２２が
上側に反った状態で、キャリア基板４１上に設けられたランド４５ａ、４５ｂに突出電極
５９ａ、５９ｂをそれぞれ接合させることにより、キャリア基板５１をキャリア基板４１
上に実装することができる。
さらに、マザー基板７１上に設けられたランド７２に突出電極４９ａ～４９ｃをそれぞれ
接合させることにより、キャリア基板２１が積層されたキャリア基板１１をマザー基板７
１上に実装することができる。
【００６８】
ここで、突出電極５９ａ、５９ｂの下面に対応してそれぞれ設けられた開口部４３ａ、４
３ｂの開口径および突出電極５９ａ、５９ｂの上面に対応してそれぞれ設けられた開口部
５２ａ、５２ｂの開口径の双方を、キャリア基板４１、５１の中央部から外周部に向かっ
てそれぞれ小さくなるように設定することにより、積層されたキャリア基板４１、５１の
両側から、突出電極５９ａ、５９ｂの広がりを制御することが可能となる。
【００６９】
このため、突出電極５９ａ、５９ｂの接合面積の変動量を抑制しつつ、ランド４５ａ、４
５ｂとランド５４ａ、５４ｂとの間にそれぞれ接合された突出電極５９ａ、５９ｂの太さ
を調整することが可能となり、キャリア基板４１、５１の反りが大きい場合においても、
突出電極５９ａ、５９ｂの必要な接合面積を確保することを可能としつつ、突出電極５９
ａ、５９ｂの括れを抑制することが可能となる。
【００７０】
さらに、キャリア基板５１とマザー基板７１との間に挟まれるキャリア基板４１において
、一方の面に設けられた開口部４３ａ、４３ｂの開口径だけでなく、他方の面に設けられ
た開口部４２ａ～４２ｃの開口径も変化させることにより、キャリア基板４１に反りがあ
る場合においても、キャリア基板５１に接合される突出電極５９ａ、５９ｂの括れだけで
なく、マザー基板７１に接合される突出電極４９ａ～４９ｃの括れも抑制することができ
る。このため、キャリア基板４１とキャリア基板５１との接続信頼性だけでなく、キャリ
ア基板４１とマザー基板７１との接続信頼性も向上させることが可能となる。
【００７１】
なお、キャリア基板４１、５１およびとマザー基板７１としては、例えば、両面基板、多
層配線基板、ビルドアップ基板、テープ基板またはフィルム基板などを用いることができ
、キャリア基板４１、５１およびとマザー基板７１の材質としては、例えば、ポリイミド
樹脂、ガラスエポキシ樹脂、ＢＴレジン、アラミドとエポキシのコンポジットまたはセラ
ミックなどを用いることができる。また、突出電極４６、４９ａ～４９ｃ、５９ａ、５９
ｂとしては、例えば、Ａｕバンプ、半田材などで被覆されたＣｕバンプやＮｉバンプ、あ
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るいは半田ボールなどを用いることができ、特に、突出電極４９ａ～４９ｃ、５９ａ、５
９ｂとしては、半田ボールあるいは導電性ペーストなどを用いることが好ましい
また、上述した実施形態では、下側のキャリア基板４１が下側に反り、上側のキャリア基
板５１が上側に反った場合を例にとって説明したが、上側のキャリア基板５１に反りがな
く、下側のキャリア基板４１が下側に反った場合、双方のキャリア基板４１、５１が下側
に反り、下側のキャリア基板４１の方が反りが大きい場合についても同様に適用すること
ができる。
【００７２】
さらに、下側のキャリア基板４１が上側に反った場合、上側のキャリア基板５１の反りに
かかわりなく、突出電極４９ａ～４９ｃにそれぞれ対応して設けられた開口部４２ａ～４
４ｃの開口径を、キャリア基板４１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなるよう
に設定することができる。
図４、図５は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。
なお、この第３実施形態は、印刷マスク１１１のマスク厚を変化させることにより、キャ
リア基板８１に印刷される導電性ペースト８９ａ、８９ｂの厚みを調整するようにしたも
のである。
【００７３】
図４において、半導体パッケージＰＫ３１にはキャリア基板８１が設けられている。そし
て、キャリア基板８１の裏面には、図５（ｂ）の突出電極１０２を配置するためのランド
８４が設けられている。そして、ランド８４が設けられたキャリア基板１１の裏面には絶
縁膜８２が形成され、絶縁膜８２には、ランド８４の表面を露出させる開口部８２ａが設
けられている。
【００７４】
一方、キャリア基板８１の表面には、図５（ａ）の突出電極１０１ａ、１０１ｂをそれぞ
れ接合させるためのランド８５ａ、８５ｂがそれぞれ設けられるとともに、突出電極８７
を配置するためのランド８５ｃが設けられている。そして、ランド８５ａ～８５ｃが設け
られたキャリア基板８１の表面には絶縁膜８３が形成され、絶縁膜８３には、ランド８５
ａ～８５ｃの表面を露出させる開口部８３ａ～８３ｃがそれぞれ設けられている。なお、
開口部８３ａ～８３ｃの開口径は実質的に同一となるように設定することができる。
【００７５】
そして、キャリア基板８１上には半導体チップ８６がフリップチップ実装され、半導体チ
ップ８６には、フリップチップ実装するための突出電極８７が設けられている。そして、
半導体チップ８６に設けられた突出電極８７は、異方性導電フィルム８８を介してランド
８５ｃ上にＡＣＦ接合されている。
一方、半導体パッケージＰＫ３２にはキャリア基板９１が設けられている。そして、キャ
リア基板９１の裏面には、突出電極９９ａ、９９ｂをそれぞれ配置するためのランド９４
ａ、９４ｂがそれぞれ設けられている。そして、ランド９４ａ、９４ｂが設けられたキャ
リア基板９１の裏面には絶縁膜９２が形成され、絶縁膜９２には、ランド９４ａ、９４ｂ
の表面を露出させる開口部９２ａ、９２ｂがそれぞれ設けられている。なお、開口部９２
ａ、９２ｂの開口径は実質的に同一となるように設定することができる。
【００７６】
一方、キャリア基板９１の表面には、ワイヤボンド接続するためのランド９５が設けられ
ている。そして、ランド９５が設けられたキャリア基板９１の表面には絶縁膜９３が形成
され、絶縁膜９３には、ランド９５の表面を露出させる開口部９３ａが設けられている。
そして、キャリア基板９１上には、接着層９７ａを介し半導体チップ９６ａがフェースア
ップ実装され、半導体チップ９６ａは、導電性ワイヤ９８ａを介してランド９５にワイヤ
ボンド接続されている。さらに、半導体チップ９６ａ上には、導電性ワイヤ９８ａを避け
るようにして、半導体チップ９６ｂがフェースアップ実装され、半導体チップ９６ｂは、
接着層９７ｂを介して半導体チップ９６ａ上に固定されるとともに、導電性ワイヤ９８ｂ
を介してランド９５にワイヤボンド接続されている。
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【００７７】
また、キャリア基板９１の裏面に設けられたランド９４ａ、９４ｂ上には、キャリア基板
９１が半導体チップ８６上に保持されるようにして、キャリア基板９１をキャリア基板８
１上に実装するための突出電極９９ａ、９９ｂがそれぞれ設けられている。
また、半導体チップ９６ａ、９６ｂの実装面側のキャリア基板９１の一面全体に封止樹脂
１００が設けられ、この封止樹脂１００により半導体チップ９６ａ、９６ｂが封止されて
いる。
【００７８】
一方、印刷マスク１１１には、導電性ペースト８９を充填するための開口部１１３ａ、１
１３ｂが設けられるとともに、印刷マスク１１１の転写面側には、半導体チップ８６を挿
入可能な開口部１１２が設けられている。ここで、印刷マスク１１１のマスク厚は、開口
部１１３ａ、１１３ｂの位置に応じて異なるように設定され、例えば、印刷マスク１１１
の中央部から外周部に向かって徐々に厚くなるように設定することができる。
【００７９】
例えば、印刷マスク１１１のマスク厚を変化させる場合、印刷マスク１１１の上面の断面
形状を平坦に保ったまま、印刷マスク１１１の転写面側の断面形状をアーチ状にすること
ができる。
そして、半導体パッケージＰＫ３１が下側に反り、半導体パッケージＰＫ３２が上側に反
っているものとする。そして、半導体パッケージＰＫ３１上に半導体パッケージＰＫ３２
を積層する場合、印刷マスク１１１の上面に導電性ペースト８９を供給する。そして、印
刷マスク１１１の開口部１１３ａ、１１３ｂに導電性ペースト８９がそれぞれ充填される
と、キャリア基板８１を印刷マスク１１１に押し付ける。そして、導電性ペースト８９が
供給された印刷マスク１１１上でスキージ１１４を移動させることにより、開口部１１３
ａ、１１３ｂに導電性ペースト８９をそれぞれ充填する。ここで、印刷マスク１１１の中
央部から外周部に向かってマスク厚を徐々に厚くすることにより、中央部に配置された開
口部１１３ｂに比べて、端部に配置された開口部１１３ａの充填量を多くすることができ
る。
【００８０】
そして、図４（ｂ）に示すように、印刷マスク１１１の開口部１１３ａ、１１３ｂに充填
された導電性ペースト８９を、キャリア基板８１のランド８５ａ、８５ｂ上に転写するこ
とにより、キャリア基板８１のランド８５ａ、８５ｂ上に導電性ペースト８９ａ、８９ｂ
をそれぞれ印刷する。ここで、開口部１１３ｂに充填された導電性ペースト８９の充填量
に比べて、開口部１１３ａに充填された導電性ペースト８９の充填量の方が多い。このた
め、キャリア基板８１のランド８５ｂ上の導電性ペースト８９ｂの厚みに比べ、ランド８
５ａ上に導電性ペースト８９ａの厚みを厚くすることができる。
【００８１】
次に、図４（ｃ）に示すように、導電性ペースト８９ａ、８９ｂが印刷された半導体パッ
ケージＰＫ３１上に、突出電極９９ａ、９９ｂが形成された半導体パッケージＰＫ３２を
マウントする。
次に、図５（ａ）に示すように、リフロー処理を行うことにより、導電性ペースト８９ａ
、８９ｂおよび突出電極９９ａ、９９ｂを溶融させる。そして、導電性ペースト８９ａ、
８９ｂおよび突出電極９９ａ、９９ｂからなる突出電極１０１ａ、１０１ｂをランド８５
ａ、８５ｂおよびランド９４ａ、９４ｂ上にそれぞれ接合させる。
【００８２】
これにより、キャリア基板８１のランド８５ａ、８５ｂ上に導電性ペースト８９ａ、８９
ｂを一括形成することを可能としつつ、キャリア基板８１とキャリア基板９１との間の間
隔に対応して、突出電極１０１ａ、１０１ｂの体積を変化させることが可能となる。この
ため、キャリア基板８１、９１に反りがある場合においても、突出電極１０１ａ、１０１
ｂの括れを抑制することが可能となり、製造効率の劣化を抑制しつつ、キャリア基板８１
、９１間の接続信頼性を向上させることが可能となる。
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【００８３】
次に、図５（ｂ）に示すように、キャリア基板８１をマザー基板上に実装するための突出
電極８９を、キャリア基板８１の裏面に設けられたランド８４上に形成する。
図６は、本発明の第４実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図である。なお、
この第４実施形態は、導電性ペースト８９の塗布量を調整することにより、キャリア基板
８１に塗布される導電性ペースト８９ａ、８９ｂの厚みを調整するようにしたものである
。
【００８４】
図６において、キャリア基板８１のランド８５ａ、８５ｂ上に導電性ペースト８９ａ、８
９ｂを形成する場合、ディスペンサ１２１を用いる。そして、導電性ペースト８９の供給
量をランド８５ａ、８５ｂごとに調整しながら、キャリア基板８１のランド８５ａ、８５
ｂ上に導電性ペースト８９ａ、８９ｂを形成する。これにより、キャリア基板８１とキャ
リア基板９１との間の間隔に対応して、突出電極１０１ａ、１０１ｂの体積を変化させる
ことが可能となり、キャリア基板８１、９１に反りがある場合においても、突出電極１０
１ａ、１０１ｂの括れを抑制することが可能となる。
【００８５】
図７は、本発明の第５実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図である。なお、この
第５実施形態は、Ｗ－ＣＳＰ（ウエハレベル－チップサイズパッケージ）の突出電極２２
７ａ、２２７ｂに対応して設けられた開口部２２６ａ、２２６ｂの開口径を変化させるよ
うにしたものである。
図７において、半導体パッケージＰＫ４１にはキャリア基板２１１が設けられている。そ
して、キャリア基板２１１の裏面には、突出電極２１９を配置するためのランド２１４が
設けられている。そして、ランド２１４が設けられたキャリア基板２１１の裏面にはソル
ダレジストなどの絶縁膜２１２が形成され、絶縁膜２１２には、ランド２１４の表面を露
出させる開口部２１２ａが設けられている。
【００８６】
一方、キャリア基板２１１の表面には、突出電極２２９ａ、２２９ｂをそれぞれ配置する
ためのランド２１５ａ、２１５ｂがそれぞれ設けられるとともに、突出電極２１７を配置
するためのランド２１５ｃが設けられている。そして、ランド２１５ａ～２１５ｃが設け
られたキャリア基板２１１の表面にはソルダレジストなどの絶縁膜２１３が形成され、絶
縁膜２１３には、ランド２１５ａ～２１５ｃの表面を露出させる開口部２１３ａ～２１３
ｃがそれぞれ設けられている。
【００８７】
ここで、突出電極２２９ａ、２２９ｂに対応してそれぞれ設けられた開口部２１３ａ、２
１３ｂの開口径は、例えば、キャリア基板２１１の中央部から外周部に向かって徐々に小
さくなるように設定することができる。
そして、キャリア基板２１１上には半導体チップ２１６がフリップチップ実装され、半導
体チップ２１６には、フリップチップ実装するための突出電極２１７が設けられている。
そして、半導体チップ２１６に設けられた突出電極２１７は、異方性導電フィルム２１８
を介してランド２１５ｃ上にＡＣＦ接合されている。また、キャリア基板２１１の裏面に
設けられたランド２１４上には、キャリア基板２１１をマザー基板上に実装するための突
出電極２１９が設けられている。
【００８８】
一方、半導体パッケージＰＫ４２には半導体チップ２２１が設けられ、半導体チップ２２
１には、電極パッド２２２が設けられるとともに、電極パッド２２２が露出するようにし
て、絶縁膜２２３が設けられている。そして、半導体チップ２２１上には、電極パッド２
２２が露出するようにして応力緩和層２２４が形成され、電極パッド２２２上には、応力
緩和層２２４上に延伸された再配置配線２２５が形成されるとともに、応力緩和層２２４
上には、突出電極２２７ａ、２２７ｂをそれぞれ配置するためのランド２２５ａ、２２５
ｂが設けられている。
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。そして、再配置配線２２５およびランド２２５ａ、２２５ｂ上にはソルダレジスト膜２
２６が形成され、ソルダレジスト膜２２６には、応力緩和層２２４上においてランド２２
５ａ、２２５ｂをそれぞれ露出させる開口部２２６ａ、２２６ｂが形成されている。
【００８９】
ここで、突出電極２２７ａ、２２７ｂに対応して設けられた開口部２２６ａ、２２６ｂの
開口径は、例えば、半導体チップ２２１の中央部から外周部に向かって徐々に小さくなる
ように設定することができる。
そして、開口部２２６ａ、２２６ｂを介して露出されたランド２２５ａ、２２５ｂ上には
、半導体チップ２２１が半導体チップ２１６上に保持されるようにして、半導体チップ２
２１をフェースダウン実装するための突出電極２２７ａ、２２７ｂがそれぞれ設けられて
いる。なお、突出電極２２７ａ、２２７ｂは、半導体チップ２１６の搭載領域を避けるよ
うにして配置することができ、例えば、半導体チップ２２１の周囲に突出電極２２７ａ、
２２７ｂを配置することができる。
【００９０】
ここで、キャリア基板２１１や半導体チップ２１６などの線膨張係数の違いにより、例え
ば、半導体パッケージＰＫ４１が下側に反り、半導体チップ２２１や応力緩和層２２４な
どの線膨張係数の違いにより、半導体パッケージＰＫ４２も下側に反っていて、半導体パ
ッケージＰＫ４１が半導体パッケージＰＫ４２よりも大きく反っているものとする。
【００９１】
そして、例えば、半導体パッケージＰＫ４１が下側に反り、半導体パッケージＰＫ４２も
下側に反り、半導体パッケージＰＫ４１が半導体パッケージＰＫ４２よりも大きく反った
状態で、キャリア基板２１１上に設けられたランド２１５ａ、２１５ｂに突出電極２２７
ａ、２２７ｂをそれぞれ接合させることにより、半導体チップ２２１をキャリア基板２２
１上に実装することができる。なお、上述した例では、半導体パッケージＰＫ４１が半導
体パッケージＰＫ４２よりも大きく反っているものとしたが、半導体パッケージＰＫ４２
が半導体パッケージＰＫ４１よりも大きく反っていても良い。
【００９２】
これにより、半導体チップ２１６がフリップチップ実装されたキャリア基板２１１上にＷ
－ＣＳＰを積層することができ、半導体チップ２１６、２２１の種類またはサイズが異な
る場合においても、半導体チップ２１６、２２１間にキャリア基板を介在させることなく
、半導体チップ２１６上に半導体チップ２２１を３次元実装することが可能となるととも
に、キャリア基板２１１および半導体チップ２２１の両側から、突出電極２２７ａ、２２
７ｂの広がりを制御することが可能となる。
【００９３】
このため、半導体パッケージＰＫ４１、Ｋ４２に反りがある場合においても、半導体チッ
プ２１６、２２１積層時の高さの増大を抑制しつつ、突出電極２２７ａ、２２７ｂの括れ
を抑制することが可能となり、３次元実装時の接続信頼性の劣化を抑制しつつ、半導体チ
ップ２１６、２２１実装時の省スペース化を図ることが可能となる。
【００９４】
　なお、上述した実施形態では、半導体チップ２２１の中央部から外周部に向かって開口
部２２６ａ、２２６ｂの開口径が徐々に小さくなる場合について説明したが、半導体パッ
ケージＰＫ４２が下側に反る場合には、半導体チップ２２１の中央部から外周部に向かっ
て開口部２２６ａ、２２６ｂの開口径が徐々に大きくなるように設定してもよい。
【００９５】
また、上述した半導体装置および電子デバイスは、例えば、液晶表示装置、携帯電話、携
帯情報端末、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）プレーヤなど
の電子機器に適用することができ、電子機器の小型・軽量化を可能としつつ、電子機器の
信頼性を向上させることができる。
また、上述した実施形態では、半導体チップまたは半導体パッケージを実装する方法を例
にとって説明したが、本発明は、必ずしも半導体チップまたは半導体パッケージを実装す
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る方法に限定されることなく、例えば、弾性表面波（ＳＡＷ）素子などのセラミック素子
、光変調器や光スイッチなどの光学素子、磁気センサやバイオセンサなどの各種センサ類
などを実装するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図２】　図１の半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図３】　第２実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【図４】　第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図５】　第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図６】　第４実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す断面図。
【図７】　第５実施形態に係る半導体装置の構成を示す断面図。
【符号の説明】
１１、２１、３１、４１、５１、８１、９１、２１１　キャリア基板、１２、１３、２２
、２３、４２、４３、５２、５３、８２、８３、９２、９３、２１２、２２３　絶縁膜、
１２ａ、１３ａ～１３ｃ、２２ａ、２２ｂ、４２ａ、４３ａ～４３ｃ、５２ａ、５２ｂ、
８２ａ、８３ａ、８３ｂ、９２ａ、９２ｂ、１１２、１１３ａ、１１３ｂ、２１４、２１
５ａ、２１５ｂ、２２６ａ、２２６ｂ　開口部、４４ａ、４４ｂ、４４ｃ、４５ａ、４５
ｂ、４５ｃ、５４ａ、５４ｂ、５５、７２、８４、８５ａ、８５ｂ、８５ｃ、９４ａ、９
４ｂ、９５、２１４、２１５ａ、２１５ｂ、２２５ａ、２２５ｂ　ランド、１６、２６ａ
、２６ｂ、４６、５６ａ、５６ｂ、８６、９６ａ、９６ｂ、２１６、２２１　半導体チッ
プ、１７、１９、２９ａ、２９ｂ、４７、４９ａ、４９ｂ、４９ｃ、５９ａ、５９ｂ、８
７、９９ａ、９９ｂ、１０１ａ、１０１ｂ、１０２、２１７、２１９、２２７ａ、２２７
ｂ　突出電極、１８、４８、８８、２１８　異方性導電フィルム、２７ａ、２７ｂ、５７
ａ、５７ｂ、９７ａ、９７ｂ　接着層、２８ａ、２８ｂ、５８ａ、５８ｂ、９８ａ、９８
ｂ　導電性ワイヤ、３０、６０、１００　封止樹脂、７１　マザー基板、８９、８９ａ、
８９ｂ　導電性ペースト、１１１　印刷マスク　１１４　スキージ、１２１　ディスペン
サ、２２２　電極パッド、２２４応力緩和層、２２５　再配置配線、２２６　ソルダレジ
スト層、ＰＫ１１、ＰＫ１２、ＰＫ２１、ＰＫ２２、ＰＫ３１、ＰＫ３２、ＰＫ４１、Ｐ
Ｋ４２　半導体パッケージ
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