
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に複数の半導体チップを配置して積層体を形成し、次に、前記積層体を

前記積層体を封止樹脂により封止し、その後、前
記封止樹脂を硬化させる半導体装置の製造方法において、
　

　前記積層体の最上段に配置された第１の半導体チップの裏面
第１の半導体チップ

の裏面 への 進入を阻止 前記第１の半導体
チップの裏面と側面の一部 を、硬化後の封止樹脂から外に露出させることを特徴とする
半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　基板上に第２の半導体チップを配置し、前記第２の半導体チップ上に付着させた接着剤
により、前記第１の半導体チップを第２の半導体チップ 固定して配置

した後、
　前記積層体を前記封止樹脂により封止する請求項 に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記積層体を封止樹脂により封止するにあたり、
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップの間に形成された空隙に、前記封止
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金型内に
収納し、前記金型に封止樹脂を注入して

前記積層体を金型内に収納し、前記金型に封止樹脂を注入して前記積層体を封止樹脂に
より封止するにあたり、

と側面の一部とを、前記金
型内に形成された凹部に貼付した離型フィルムを介して押圧し、前記

と側面の一部と 前記封止樹脂の することにより、
と

上にバンプを介して
することにより前記積層体を形成

１



樹脂を充填する請求項 に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
機能の異なる半導体チップを複数組み合わせて半導体装置を構成する方法は、それぞれ異
なるプロセスによって処理されたウエハを使用できることから、全ての機能を集積して一
度に１チップ化する方法と比べて、一般に製造コスト的に優位となる。
【０００３】
そうした方法の中で、複数の半導体チップをバンプ接続により積層して配線し、半導体装
置を構成する方法は、チップオンチップ（ Chip・ On・ Chip）法と呼ばれる。
【０００４】
図９に、従来のチップオンチップ法によって製造された半導体装置の断面図を示す。１０
１ａは、第１の半導体チップであり、積層体の最上段に配置されている。１０１ｂは、第
２の半導体チップであり、その上に第１の半導体チップ１０１ａがバンプ２を介してフリ
ップチップボンドにより搭載されている。１０３は、基板であり、その上に第２の半導体
チップ１０１ｂがダイボンド剤１０５を介して搭載されている。第２の半導体チップ１０
１ｂが基板１０３にワイヤー１０６を介して電気的に接続されている。
【０００５】
また、１０４は、第１の半導体チップ１０１ａと第２の半導体チップ１０１ｂの間に形成
された空隙に充填されたアンダーフィル剤、１０７は封止樹脂である。基板１０３の下部
には、外部部品との接続端子として用いるランド１０３ａが形成されている。
【０００６】
チップオンチップ法によれば、それぞれ個別のプロセスで製造した第１の半導体チップ１
０１ａと第２の半導体チップ１０１ｂを、バンプ１０２を介して電気的に接続して構成す
ることで、高性能な半導体装置を低コストで製造することができる。例えば、第１の半導
体チップ１０１ａであるＤＲＡＭを、ＤＲＡＭ専用プロセスで製造し、第２の半導体チッ
プ１０１ｂであるＣＭＯＳを、ＣＭＯＳ専用プロセスで製造し、その後、ＤＲＡＭをＣＭ
ＯＳにフリップチップボンドすることで、ＤＲＡＭが搭載された高性能な半導体装置を低
コストで製造することができる。
【０００７】
また、チップオンチップ法によれば、第１の半導体チップ１０１ａと第２の半導体チップ
１０１ｂに分割して回路を構成することにより配線長が短縮され、製造歩留まりが向上す
る、半導体チップの占有面積が縮小して半導体装置の小型化が図れるといった利点がある
。
【０００８】
以下、従来のチップオンチップ法による半導体装置の製造方法について、図１０を参照し
ながら、説明する。
【０００９】
先ず、図１０（ａ）の工程において、基板１０３に、ダイボンド剤１０５を介して第２の
半導体チップ１０１ｂを配置し、インライン又はオーブンによるバッチ処理によりダイボ
ンド剤１０５を熱硬化させて固定する（ダイボンド工程）。
【００１０】
次に、図１０（ｂ）の工程において、第１の半導体チップ１０１ａを回路形成面を下にし
て、第２の半導体チップ１０１ｂ上にフリップチップボンドにより搭載する。こうして、
第１の半導体チップ１０１ａの電極パッド（図示せず）と、第２の半導体チップ１０１ｂ
の電極パッド（図示せず）が、バンプ２を介して電気的に接続される（フリップチップボ
ンド工程）。
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【００１１】
次いで、図１０（ｃ）の工程において、第１の半導体チップ１０１ａと第２の半導体チッ
プ１０１ｂの間に形成された空隙に、液状の樹脂からなるアンダーフィル剤１０４を注入
し、半導体チップ同士を接着して固定する（アンダーフィル工程）。
【００１２】
続いて、図１０（ｄ）の工程において、第２の半導体チップ１０１ｂの電極パッドをワイ
ヤー１０６を介して基板１０３に電気的に接続する（ワイヤーボンド工程）。
【００１３】
そして、図１０（ｅ）の工程において、得られた積層体を、金型上部１１０ａと金型下部
１１０ｂから構成される金型１１０内に収納する。そして、この後、金型１１０内に、溶
融した封止樹脂１０７を注入して積層体を被い、そのまま１～２分保持し、封止樹脂１０
７を硬化させて成形が完了する（封止工程）。
【００１４】
以上の工程を経て、図１０（ｆ）に示すように、半導体装置が完成する。
【００１５】
ところが、こうした大規模な半導体装置を高速で動作させると必然的に消費電力が増大し
、発熱量が大きくなる。上述したように、チップオンチップ法は、高性能かつ大規模な半
導体装置の製造に適した方法であるが、積層された複数の半導体チップが封止樹脂によっ
て被覆されるため、放熱性に劣り、携帯電話等の電子機器に使用した場合に、回路からの
発熱による誤動作や故障を引起すことがあった。
【００１６】
この問題に対し、特開２００１－５７４０４号公報には、チップオンチップ法により製造
された半導体装置において、半導体チップの裏面（回路形成面と反対側の面）を研削して
封止樹脂から外に露出させることで、放熱特性を高める技術が開示されている。このよう
な半導体装置の一例を図１１に示す。このように、半導体チップの裏面と周辺の樹脂とが
面一に形成されている（図１１において、同一の符号を付した部分は、全て図９に示した
半導体装置に対応するため、その説明を省略する）。
【００１７】
また、特開２００１－２６７４７０号公報には、そのような半導体装置の露出面に、放熱
板を取り付け、放熱特性を向上させる技術が開示されている。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これら技術は、封止工程の後に、半導体装置を研削する工程が別途必要となり、
生産性に劣る。また、研削時に発生する封止樹脂と半導体チップの研削屑が環境に与える
影響も無視できない。
【００１９】
また、携帯電話等の電子機器では、近年、さらなる小型軽量化・多機能化とそれに伴う回
路部品への高密度実装対応化が要求されており、特に、いわゆるアナログベースバンドプ
ロセッサーの消費電力は数Ｗレベルに達することから、放熱特性をさらに高めることによ
り、携帯電話等の電子機器の信頼性を向上させる技術が強く求められている。
【００２０】
本発明は、このような従来技術における問題点を解決し、放熱性に優れ、携帯電話等の電
子機器に搭載して高い信頼性が得られる半導体装置、およびその製造方法を提供すること
を目的とする。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
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上記目的を達成するために、本発明の半導体装置の製造方法においては、基板上に複数
の半導体チップを配置して積層体を形成し、次に、前記積層体を金型内に収納し、前記金
型に封止樹脂を注入して前記積層体を封止樹脂により封止する。ここで、前記積層体を金
型内に収納し、前記金型に封止樹脂を注入して前記積層体を封止樹脂により封止するにあ



【００２２】
　

【００２３】
　

【００２４】
　

【００２５】
【発明の実施の形態】
本発明の半導体装置は、基板上に重ね合わせて搭載された複数の半導体チップと、複数の
半導体チップを封止する封止樹脂とを備える。これら複数の半導体チップのうち、最上段
に配置された第１の半導体チップの裏面と側面の一部が封止樹脂から外に露出している。
【００２６】
ここで、第１の半導体チップが第２の半導体チップに接着剤により固定されていることが
好ましい。
【００２７】
この構成により、第１の半導体チップが第２の半導体チップに固定され、工程で受ける衝
撃による、第１の半導体チップの位置ズレやフリップチップ接続部の破損等の不具合が防
止される。
【００２８】
また、第１の半導体チップと第２の半導体チップの間に形成された空隙に、封止樹脂が充
填されていることが好ましい。
【００２９】
この構成により、従来存在していたアンダーフィル剤と封止樹脂との界面がなくなるため
、半導体装置の吸湿が低減され、例えば、リフローにおいて、吸湿した水分が加熱されて
気化膨張し、半導体チップや封止樹脂を破損させる問題が解消される。また、アンダーフ
ィル剤によるフィレットのための領域が不要となるため、半導体チップ上に電極パッドを
配置するに当たっての設計上の自由度が高まる。
【００３０】
また、基板として金属リードフレームを用いることが好ましい。
【００３１】
この構成により、金属リードフレームは、ポリイミドやセラミックス等が使用された基板
よりも格段に安価なため、製造コスト的に有利となる。
【００３２】
また、第２の半導体チップが金属リードフレームのダイパッド部にダイボンドにより接続
され、ダイパッド部の接続面の反対面が封止樹脂より外に露出していることが好ましい。
【００３３】
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たり、前記積層体の最上段に配置された第１の半導体チップの裏面と側面の一部とを、前
記金型内に形成された凹部に貼付した離型フィルムを介して押圧し、前記第１の半導体チ
ップの裏面と側面の一部とへの前記封止樹脂の進入を阻止することにより、前記第１の半
導体チップの裏面と側面の一部とを、硬化後の封止樹脂から外に露出させる。

この構成により、封止工程の後に、第１の半導体チップの裏面を露出させる工程が不要
となり、チップオンチップ法による半導体装置の製造方法が簡易かつ生産性の高いものと
なる。さらに、第１の半導体チップの裏面と側面の一部とを、前記金型内に形成された凹
部に貼付した離型フィルムを介して押圧し、前記第１の半導体チップの裏面と側面の一部
とへの前記封止樹脂の進入を阻止することにより、前記第１の半導体チップの裏面と側面
の一部とを、硬化後の封止樹脂から外に露出させることができる。

上記した本発明の半導体装置の製造方法において、基板上に第２の半導体チップを配置
し、前記第２の半導体チップ上に付着させた接着剤により、前記第１の半導体チップを第
２の半導体チップ上にバンプを介して固定して配置することにより前記積層体を形成した
後、前記積層体を前記封止樹脂により封止することが好ましい。

さらに、上記した本発明の半導体装置の製造方法において、前記積層体を封止樹脂によ
り封止するにあたり、前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップの間に形成され
た空隙に、前記封止樹脂を充填することが好ましい。



この構成により、得られる半導体装置が、さらに放熱性に優れたものとなる。
【００３４】
また、第１の半導体チップがさらに複数の半導体チップにより構成され、この複数の半導
体チップからなる第１の半導体チップが、第２の半導体チップ上にフリップチップボンド
により搭載されていることが好ましい。
【００３５】
この構成により、得られる半導体装置が、放熱性に優れたものとなる上、さらに多くの半
導体チップを基板上に搭載することができ、携帯電話等の電子機器において、回路部品へ
の高密度実装対応化に貢献する。
【００３６】
また、第１の半導体チップの露出面に放熱装置が着接されていることが好ましい。
【００３７】
この構成により、得られる半導体装置が、さらに放熱性に優れたものとなる。
【００３８】
本発明の半導体装置の製造方法は、基板上に複数の半導体チップを配置して積層体を形成
し、次に、この積層体を封止樹脂により封止する。ここで、封止樹脂が、積層体の最上段
に配置された第１の半導体チップの裏面への進入を阻止する手段を用い、第１の半導体チ
ップの裏面と側面の一部を、硬化後の封止樹脂から外に露出させる方法である。
【００３９】
ここで、基板上に複数の半導体チップを配置して積層体を形成し、次に、積層体を金型内
に収納し、金型に封止樹脂を注入して積層体を封止するにあたり、第１の半導体チップの
側面が、金型内に形成された凹部に貼付した離型フィルムを介して金型の凹部により押圧
され、第１の半導体チップの裏面への封止樹脂の進入が阻止されるようにしたことが好ま
しい。
【００４０】
この構成により、封止工程において、第１の半導体チップの裏面と側面の一部を露出させ
るため、封止工程の後に、第１の半導体チップの裏面を露出させる工程が不要となり、製
造方法が簡易かつ生産性の高いものとなる。
【００４１】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４２】
（実施の形態１）
図１に、本実施の形態における半導体装置の断面図を示す。１ａは、第１の半導体チップ
であり、積層体の最上段に配置されている。１ｂは、第２の半導体チップであり、その上
に第１の半導体チップ１ａがバンプ２を介してフリップチップボンドにより搭載されてい
る。３は、基板であり、その上に第２の半導体チップ１ｂがダイボンド剤５を介して搭載
されている。第２の半導体チップ１ｂが、基板３にワイヤー６を介して電気的に接続され
ている。
【００４３】
また、４は、第１の半導体チップ１ａと第２の半導体チップ１ｂの間に形成された空隙に
充填されたアンダーフィル剤、７は封止樹脂である。基板３の下部には、外部部品との接
続端子として用いるランド３ａが格子状に配置されている。また、ランド３ａには、金属
ボールを装着しても良い。
【００４４】
本実施の形態における半導体装置は、図１に示すように、積層体の最上段に配置された第
１の半導体チップ１ａの裏面（回路形成面と反対側の面）全面と側面の一部が封止樹脂７
によって被われず、封止樹脂７から外に露出している。
【００４５】
本実施の形態において、第１の半導体チップ１ａと第２の半導体チップ１ｂには、一般的
なＳｉ（シリコン）を用いるが、これ以外に、ＳｉＧｅ、ＧａＡｓ、ＧａＰ等の化合物半
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導体を用いることもできる。また、第１の半導体チップ１ａと第２の半導体チップ１ｂに
は、同種の材料を用いても異種の材料を用いても良い。バンプ２には、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ
、半田等を用いる。基板３には、エッチング等により銅箔に配線パターンが形成されたガ
ラス布基材エポキシ基板、ポリイミド系樹脂によるフレキシブル基板、セラミック基板等
を用いる。これら基板の構造は、単純な構造の両面基板、両面基板を積層した多層基板、
又は、それら基板の表面に、高密度な配線バターンが形成されたビルドアップ基板等を用
いるのが好ましい。
【００４６】
また、ダイボンド剤５には、熱硬化性エポキシ樹脂を主成分とするものを用いる。Ａｇや
Ｐｄ等を分散させ、熱伝導効率を高めたダイボンド剤５を用いても良い。また、ダイボン
ド剤５には、ペースト状又はフィルム状の形態のものを用いる。アンダーフィル剤４と封
止樹脂７には、熱硬化性エポキシ樹脂を用いる。アンダーフィル剤４には、半導体チップ
間に形成された空隙に注入することから液状の樹脂を用いる。封止樹脂７には、一般に固
形の樹脂を使用し、これを金型内で硬化させるが、液状の樹脂を用いることも可能である
。ワイヤー６には、Ａｕ、Ａｌ等の金属やそれらを主成分とした合金を用いる。
【００４７】
以下、本実施の形態における半導体装置の製造方法について、図２を参照しながら、説明
する。
【００４８】
先ず、図２（ａ）の工程において、基板３に、ダイボンド剤５を介して第２の半導体チッ
プ１ｂを配置し、インライン又はオーブンによるバッチ処理によりダイボンド剤５を熱硬
化させて固定する（ダイボンド工程）。
【００４９】
次に、図２（ｂ）の工程において、第１の半導体チップ１ａを回路形成面を下にして、第
２の半導体チップ１ａ上にフリップチップボンドにより搭載する。このとき、第１の半導
体チップ１ａのバンプ２が、第２の半導体チップ１ｂ上の所定の電極パッドに対向して互
いの位置が整合するようにする。ここで、バンプ２は、印刷法、マスク蒸着法、スタッド
バンプ法、めっき法、転写法等により形成することができる。また、バンプ２と電極パッ
ドとの接続方法は、半田バンプを溶融して接続する方法、バンプ２に導電ペーストを付加
して接着する方法、アンダーフィル剤の硬化収縮によりバンプ２を圧接する方法、超音波
を印加して接続する方法等の中から、バンプ２の材料に応じて選択することができる。
【００５０】
このようにして、第１の半導体チップ１ａの電極パッド（図示せず）と、第２の半導体チ
ップ１ｂの電極パッド（図示せず）を、バンプ２を介して電気的に接続する（フリップチ
ップボンド工程）。
【００５１】
次いで、図２（ｃ）の工程において、第１の半導体チップ１ａと第２の半導体チップ１ｂ
の間に形成された空隙に、ディスペンス法によって液状の樹脂からなるアンダーフィル剤
４を注入する。この後、所定の温度と時間でアンダーフィル剤４を硬化させ、半導体チッ
プ同士を接着して固定する（アンダーフィル工程）。
【００５２】
続いて、図２（ｄ）の工程において、基板３と第２の半導体チップ１ｂを加熱し、加圧と
超音波振動を併用することにより、第２の半導体チップ１ｂの電極パッドをワイヤー６を
介して基板３に電気的に接続する（ワイヤーボンド工程）。
【００５３】
そして、図２（ｅ）の工程において、ワイヤーボンド工程迄に組み立てた積層体を、１６
５～１８５℃の成形温度に加熱した、金型上部２０ａと金型下部２０ｂから構成される金
型２０のキャビティ内に収納する。ここでは、金型上部２０ａに形成された凹部の表面の
形状に沿って離型フィルム２１を貼り付け、第１の半導体チップ１ａの側面が、離型フィ
ルム２１を介して金型上部２０ａの凹部により押圧されるようにする。これにより、第１
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の半導体チップ１ａの裏面への封止樹脂７の進入が阻止されると共に、成形後、第１の半
導体チップ１ａの側面の一部が封止樹脂から外に露出するようになる。その後、固形樹脂
を溶融させて液状とした封止樹脂７をキャビティ内に注入して、積層体の基板３から第１
の半導体チップ１ａの側面までを封止樹脂７により被い、５０～２００ｋｇｆ／ｃｍ 2の
圧力を印加した状態で１～２分保持し（この圧力により、封止樹脂７中のボイドが潰され
る）、封止樹脂７を硬化させて成形が完了する。
【００５４】
ここで、離型フィルム２１には、例えば、フッ素系樹脂フィルムが使用でき、市販品とし
て、旭硝子（株）製、アフレックス（商品名）が使用できる。こうした離型フィルム２１
を用いることにより、押圧による半導体チップの割れ、欠け等の破損が防止され、さらに
、成形品を金型２０から離型する際、封止樹脂７の金型上部２０ａ等への付着が防止され
、作業性が向上する。なお、離型フィルム２１は、一定の張力を付与してシワのない状態
で、金型上部２０ａの凹部の表面に真空吸着させるのが好ましい。また、金型２０を備え
た封止装置に、自動的に離型フィルム２１の供給と巻取を行う装置を備えることで、離型
フィルム２１を常に清浄な状態で使用するのが好ましい（封止工程）。
【００５５】
以上の工程を経て、成形品を金型２０から取り出し、図２（ｆ）に示す半導体装置を得る
。この際、離型フィルム２１は、金型上部２０ａの凹部に付着した状態となるので、積層
体から自然に剥がれる。なお、封止樹脂７の硬化を完全にするため、アフターキュア工程
を追加することが好ましい。
【００５６】
本実施の形態によれば、積層体の最上段に配置された第１の半導体チップ１ａの裏面と側
面の一部が封止樹脂から外に露出していることから、従来技術のチップオンチップ法によ
る半導体装置と比べ、さらに放熱性に優れたものとなる。また、封止工程において、第１
の半導体チップ１ａの裏面と側面の一部を露出させるため、封止工程の後に、第１の半導
体チップ１ａの裏面を露出させる工程が不要となり、チップオンチップ法による製造方法
が簡易かつ生産性の高いものとなる。また、半導体装置を研削しないため、封止樹脂と半
導体チップの研削屑が発生することもない。また、封止樹脂に安価な固形樹脂を用いるた
め、製造コスト的に有利となる。
【００５７】
なお、本実施の形態において、図２（ａ）～図２（ｄ）の工程については、上記した手順
以外で行っても良い。即ち、例えば、ウエハー状態の第２の半導体チップ１ｂ上に第１の
半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配置し、半導体チップ間の空隙にアンダ
ーフィル剤４を注入した後、基板３に、ダイボンド剤５を介して配置しても良い。また、
第２の半導体チップ１ｂの電極パッドをワイヤー６を介して基板３に電気的に接続した後
、第２の半導体チップ１ｂ上に第１の半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配
置し、半導体チップ間の空隙に、アンダーフィル剤４を注入しても良い。
【００５８】
また、本実施の形態においては、ワイヤーボンド工程におけるワイヤー６による半導体チ
ップ同士の接続性や封止樹脂７と積層体の密着性を向上させるため、ダイボンド工程又は
ワイヤーボンド工程の後にプラズマクリーニングを施しても良い。
【００５９】
（実施の形態２）
図３に、本実施の形態における半導体装置の断面図を示す。この半導体装置は、第１の半
導体チップ１ａが第２の半導体チップ１ｂに接着剤８により固定され、アンダーフィル剤
４を使用せずに、第１の半導体チップ１ａと第２の半導体チップ１ｂの間に形成された空
隙が封止樹脂により充填されている。その点以外は実施の形態１の半導体装置と同様な構
成であるため、実施の形態１における半導体装置に対応する部分は、同一の符号を付して
その説明を省略する。
【００６０】
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本実施の形態における半導体装置は、図３に示すように、積層体の最上段に配置された第
１の半導体チップ１ａの裏面と側面の一部が封止樹脂７によって被われず、封止樹脂７か
ら外に露出している。
【００６１】
また、本実施の形態において、第１の半導体チップ１ａ、第２の半導体チップ１ｂ、基板
３、アンダーフィル剤４、ダイボンド剤５、ワイヤー６、及び封止樹脂７には、実施の形
態１と同様な材料を用いることができる。
【００６２】
以下、本実施の形態における半導体装置の製造方法について、図４を参照しながら、説明
する。
【００６３】
先ず、図４（ａ）の工程において、基板３に、ダイボンド剤５を介して第２の半導体チッ
プ１ｂを配置し、インライン又はオーブンによるバッチ処理によりダイボンド剤５を熱硬
化させて固定する（ダイボンド工程）。
【００６４】
次に、図４（ｂ）の工程において、液状又はフィルム状の接着剤８を、第２の半導体チッ
プ１ｂ上の、フリップチップボンドの妨げにならない位置に付着させる。接着剤８には、
熱硬化性のエポキシ樹脂系接着剤を使用するのが好ましい。接着剤８によって、第１の半
導体チップ１ａが第２の半導体チップ１ｂに固定され、工程で受ける衝撃による、第１の
半導体チップ１ａの位置ズレやフリップチップ接続部の破損等の不具合が防止される。次
いで、第１の半導体チップ１ａを回路形成面を下にして、第２の半導体チップ１ａ上にフ
リップチップボンドにより配置する。このとき、第１の半導体チップ１ａが第２の半導体
チップ１ｂに接着剤８により固定されるように、また、第１の半導体チップ１ａのバンプ
２が、第２の半導体チップ１ｂ上の所定の電極パッドに対向して互いの位置が整合するよ
うにする。ここで、バンプ２は、印刷法、マスク蒸着法、スタッドバンプ法、めっき法、
転写法等により形成することができる。また、バンプ２と電極パッドとの接続方法は、半
田バンプを溶融して接続する方法、バンプ２に導電ペーストを付加して接着する方法、ア
ンダーフィル剤の硬化収縮によりバンプ２を圧接する方法、超音波を印加して接続する方
法等の中から、バンプ２の材料に応じて選択することができる。
【００６５】
このようにして、第１の半導体チップ１ａの電極パッド（図示せず）と、第２の半導体チ
ップ１ｂの電極パッド（図示せず）を、バンプ２を介して電気的に接続する。その後、必
要な場合は、所定時間放置して接着剤８を硬化させる（フリップチップボンド工程）。
【００６６】
次いで、図４（ｃ）の工程において、基板３と第２の半導体チップ１ｂを加熱し、加圧と
超音波振動を併用することにより、第２の半導体チップ１ｂの電極パッドをワイヤー６を
介して基板３に電気的に接続する（ワイヤーボンド工程）。
【００６７】
続いて、図４（ｄ）の工程において、ワイヤーボンド工程迄に組み立てた積層体を、１６
５～１８５℃の成形温度に加熱した、金型上部２０ａと金型下部２０ｂから構成される金
型２０のキャビティ内に収納する。ここでは、金型上部２０ａに形成された凹部の表面の
形状に沿って離型フィルム２１を貼り付け、第１の半導体チップ１ａの側面が、離型フィ
ルム２１を介して金型上部２０ａの凹部により押圧されるようにする。これにより、第１
の半導体チップ１ａの裏面への封止樹脂７の進入が阻止されると共に、成形後、第１の半
導体チップ１ａの側面の一部が封止樹脂７から外に露出するようになる。その後、固形樹
脂を溶融させて液状とした封止樹脂７をキャビティ内に注入して、積層体の基板３から第
１の半導体チップ１ａの側面までを封止樹脂７により被う。このとき、第１の半導体チッ
プ１ａと第２の半導体チップ１ｂの間に形成された空隙が封止樹脂７により充填される。
本実施の形態では、いわゆるトランスファ注入により封止樹脂７に圧力が加わるため、毛
細管現象によりアンダーフィル剤を充填するよりも、充填性が良好であって、かつ、封止
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樹脂７中のボイドも潰され、半導体装置の信頼性向上に寄与する。また、接着剤８によっ
て、第１の半導体チップ１ａが第２の半導体チップ１ｂに固定され、封止樹脂７の圧力に
よる、第１の半導体チップ１ａの位置ズレやフリップチップ接続部の破損等の不具合が防
止される。さらに、５０～２００ｋｇｆ／ｃｍ 2の圧力を印加した状態で１～２分保持し
（この圧力により、封止樹脂７中のボイドが潰される。）、封止樹脂７を硬化させて成形
が完了する（封止工程）。
【００６８】
以上の工程を経て、成形品を金型２０から取り出し、図４（ｅ）に示す半導体装置を得る
。この際、離型フィルム２１は、金型上部２０ａの凹部に付着した状態となるので、積層
体から自然に剥がれる。なお、封止樹脂７の硬化を完全にするため、アフターキュア工程
を追加することが好ましい。
【００６９】
本実施の形態によれば、実施の形態１と同様な効果が得られる上、積層された半導体チッ
プの間に形成された空隙に封止樹脂７が充填されており、従来存在していたアンダーフィ
ル剤と封止樹脂の界面がなくなるため、半導体装置の吸湿が低減され、例えば、リフロー
において、アンダーフィル剤と封止樹脂との界面において、吸湿した水分が加熱されて気
化膨張し、半導体チップや封止樹脂を破損させる問題が解消される。
【００７０】
また、半導体チップ間の接着にアンダーフィル剤を用いた場合、ベースとなる半導体チッ
プ上に、いわゆるフィレットが形成され、ワイヤーにより接続されたベースとなる半導体
チップの電極パッドにフィレットが接触しないようにする必要があったことから、組み合
わせる半導体チップにサイズ上の制約が生じていた。しかし、本実施の形態によれば、ア
ンダーフィル剤を用いないため、そのような問題が効果的に解消し、半導体チップの選択
の幅や、半導体チップ上に電極パッドを配置するに当たっての設計上の自由度が高まり、
多彩な半導体装置を製造することができる。また、アンダーフィル工程が省略されるため
、生産性が高められる。
【００７１】
なお、本実施の形態において、図４（ａ）～図４（ｃ）の工程については、上記した手順
以外で行っても良い。即ち、例えば、ウエハー状態の第２の半導体チップ１ｂ上に第１の
半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配置し、第２の半導体チップ１ｂを基板
３上にダイボンド剤５を介して配置しても良い。また、第２の半導体チップ１ｂの電極パ
ッドをワイヤー６を介して基板３に電気的に接続した後、第２の半導体チップ１ｂ上に第
１の半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配置しても良い。
【００７２】
また、本実施の形態においては、ワイヤーボンド工程におけるワイヤー６による半導体チ
ップ同士の接続性や封止樹脂７と積層体の密着性を向上させるため、ダイボンド工程又は
ワイヤーボンド工程の後にプラズマクリーニングを施しても良い。
【００７３】
（実施の形態３）
図５に、本実施の形態における半導体装置の断面図を示す。９は、第２の半導体チップ１
ｂをフリップチップボンドする金属リードフレームである。９ａ、９ｂ、及び９ｃは、い
ずれも金属リードフレーム９の一部であり、それぞれダイパッド部、インナーリード部、
及びランド部である。金属リードフレーム９には、Ｃｕ、ＦｅＮｉ合金等が使用できる。
この半導体装置は、基板として金属リードフレーム９を用い、第２の半導体チップ１ｂが
インナーリード部９ｂにワイヤー６を介して電気的に接続されている。その点以外は実施
の形態２の半導体装置と同様な構成であるため、実施の形態２における半導体装置に対応
する部分は、同一の符号を付してその説明を省略する。本実施の形態における半導体装置
は、その外部に電極として露出したリードの形態により、ＱＦＮ（ Quad・ Flat・ Non-lead
ed・ Package）や、ＳＯＮ（ Small・ Outline・ Non-leaded・ Package）、ＬＧＡ（ Land・ Gr
id・ Array）、ＢＧＡ（ Ball・ Grid・ Array）等のタイプに分けられる。
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【００７４】
本実施の形態における半導体装置は、図５に示すように、積層体の最上段に配置された第
１の半導体チップ１ａの裏面と側面の一部が封止樹脂７によって被われず、封止樹脂７か
ら外に露出している。
【００７５】
以下、本実施の形態における半導体装置の製造方法について、図６を参照しながら、説明
する。
【００７６】
先ず、図６（ａ）の工程において、金属リードフレーム９のダイパッド部９ａに、ダイボ
ンド剤５を介して第２の半導体チップ１ｂを配置し、インライン又はオーブンによるバッ
チ処理によりダイボンド剤５を熱硬化させて固定する。ここで、ダイパッド９ａの背面と
ランド部９ｃに封止フィルム１０を貼り付けておく。封止フィルム１０には、ポリイミド
系樹脂が使用できる（ダイボンド工程）。
【００７７】
次に、図６（ｂ）の工程において、実施の形態２と同様にして、第１の半導体チップ１ａ
の電極パッド（図示せず）と、第２の半導体チップ１ｂの電極パッド（図示せず）を、バ
ンプ２を介して電気的に接続する。その後、必要な場合は、所定時間放置して接着剤８を
硬化させる（フリップチップボンド工程）。
【００７８】
次いで、図６（ｃ）の工程において、基板３と第２の半導体チップ１ｂを加熱し、加圧と
超音波振動を併用することにより、第２の半導体チップ１ｂの電極パッドをワイヤー６を
介してインナーリード部９ｂに電気的に接続する（ワイヤーボンド工程）。
【００７９】
続いて、図６（ｄ）の工程において、ワイヤーボンド工程迄に組み立てた積層体を、１６
５～１８５℃の成形温度に加熱した、金型上部２０ａと金型下部２０ｂから構成される金
型２０のキャビティ内に収納する。ここでは、金型上部２０ａに形成された凹部の表面の
形状に沿って離型フィルム２１を貼り付け、第１の半導体チップ１ａの側面が、離型フィ
ルム２１を介して金型上部２０ａの凹部により押圧されるようにする。これにより、第１
の半導体チップ１ａの裏面への封止樹脂７の進入が阻止されると共に、成形後、第１の半
導体チップ１ａの側面の一部が封止樹脂７から外に露出するようになる。一方、金型下部
２１ａに形成された凹部に、封止フィルム１０を介して金属リードフレーム９を載置する
。封止フィルム１０により、封止工程における樹脂漏れが防止されると共に、成形後、ラ
ンド９ｃが封止樹脂７から突出した部分（スタンドオフ）が確保され、半導体装置を外部
ボードの端子にフリップチップボンドする際のショートの発生が防止される。以下、実施
の形態２と同様な操作を経て、封止樹脂７を硬化させて成形が完了する（封止工程）。
【００８０】
以上の工程を経て、成形品を金型２０から取り出し、封止フィルム１０を積層体から剥離
して、図６（ｅ）に示す半導体装置を得る。この際、離型フィルム２１は、金型上部２０
ａの凹部に付着した状態となるので、積層体から自然に剥がれる。なお、封止樹脂７の硬
化を完全にするため、アフターキュア工程を追加することが好ましい。また、アフターキ
ュア工程の後、封止フィルム１０を剥がすのが好ましい。これにより、ランド部９ｂの汚
染が防止される。
【００８１】
本実施の形態によれば、実施の形態２と同様な効果が得られる上、金属リードフレーム９
のダイパッド部９ａが封止樹脂７から外に露出しているため、実施の形態２の半導体装置
と比較して、さらに放熱性に優れたものとなる。また、金属リードフレーム９は、ポリイ
ミドやセラミックス等が使用された基板３よりも格段に安価なため、製造コスト的に有利
となる。
【００８２】
なお、本実施の形態において、図６（ａ）～図６（ｃ）の工程については、上記した手順
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以外で行っても良い。即ち、例えば、ウエハー状態の第２の半導体チップ１ｂ上に第１の
半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配置し、金属リードフレーム９上に第２
の半導体チップ１ｂをダイボンド剤５を介して配置しても良い。また、第２の半導体チッ
プ１ｂの電極パッドをワイヤー６を介して金属リードフレーム９に電気的に接続した後、
第２の半導体チップ１ｂ上に第１の半導体チップ１ａをフリップチップボンドにより配置
しても良い。
【００８３】
また、本実施の形態においては、ワイヤーボンド工程におけるワイヤー６による半導体チ
ップ同士の接続性や封止樹脂７と積層体の密着性を向上させるため、ダイボンド工程又は
ワイヤーボンド工程の後にプラズマクリーニングを施しても良い。
【００８４】
（実施の形態４）
図７に、本実施の形態における半導体装置の断面図を示す。本実施の形態における半導体
装置は、いずれも実施の形態２における半導体装置の最上段に配置された第１の半導体チ
ップ１ａの露出面に、半導体装置の放熱性を高める放熱装置１１が着接されて構成されて
いる。
【００８５】
ここで、図７（ａ）に示すものでは、半導体装置の基板３上の露出面を含む領域をスパッ
タ等により金属膜で被覆し、これを放熱装置１１としている。また、図７（ｂ）に示すも
のでは、ヒートシンクやヒートスプレッダを第１の半導体チップ１ａの裏面に接着剤を用
いて取り付け、これを放熱装置１１としている。ここで、接着剤としては、熱伝導性の高
いものが良く、例えば、半田や金属を混入した熱硬化性エポキシ樹脂系接着剤を用いるこ
とが好ましい。また、これら放熱装置１１の材料としては、放熱性が高められることから
、Ａｌ、Ｃｕ、Ｔｉ等の金属材料を用いることが好ましい。
【００８６】
なお、放熱装置１１が、ヒートシンクやヒートスプレッダの半導体装置の場合は、金属膜
により被覆した方と比べ、格段に安価に製造できる。また、放熱装置１１は、図７（ｂ）
に示すように、フィン形状を有すると、放熱性がさらに高められ、好ましい。
【００８７】
本実施の形態によれば、積層体の最上段に配置された第１の半導体チップ１ａの露出面に
放熱性を高める放熱装置１１が着接されていることから、従来技術による半導体装置と比
べ、さらに放熱性に優れたものとなる。
【００８８】
（実施の形態５）
図８に、本実施の形態における半導体装置の断面図を示す。本実施の形態における半導体
装置は、実施の形態１～４の半導体装置と比べ、基板上にさらに多くの半導体チップが搭
載されて構成されている。
【００８９】
本実施の形態における半導体装置は、図８に示すように、積層体の最上段に配置された１
又は２の半導体チップの裏面と側面の一部が封止樹脂７によって被われず、封止樹脂７か
ら外に露出している。
【００９０】
ここで、図８（ａ）に示すものでは、第３の半導体チップ１ｃが基板３上にダイボンドに
より搭載され、第２の半導体チップ１ｂが第３の半導体チップ１ｃ上にダイボンドにより
搭載され、第１の半導体チップ１ａが第２の半導体チップ１ｂ上にフリップチップボンド
により搭載されている。さらに、第２の半導体チップ１ｂと第３の半導体チップ１ｃがそ
れぞれ基板３にワイヤー６を介して電気的に接続され構成されている。
【００９１】
また、図８（ｂ）に示すものでは、第３の半導体チップ１ｃが基板３上にフリップチップ
ボンドにより搭載され、第２の半導体チップ１ｂが第３の半導体チップ１ｃ上にダイボン
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ドにより搭載され、第１の半導体チップ１ａが第２の半導体チップ１ｂ上にフリップチッ
プボンドにより搭載されている。さらに、第２の半導体チップ１ｂと第３の半導体チップ
１ｃがそれぞれ基板３にワイヤー６を介して電気的に接続され構成されている。
【００９２】
また、図８（ｃ）に示すものでは、第２の半導体チップ１ｃが基板３上にダイボンドによ
り搭載され、第１の半導体チップ１ａと第３の半導体チップ１ｃが第２の半導体チップ１
ｂ上にフリップチップボンドにより搭載されている。さらに、第３の半導体チップ１ｃが
基板３にワイヤー６を介して電気的に接続され構成されている。この構成によれば、基板
３上にＤＲＡＭとフラッシュＥＥＰＲＯＭといった機能の異なる半導体チップをフリップ
チップボンドにより搭載することができる。
【００９３】
なお、本実施の形態の半導体装置において、上記した点以外は、実施の形態２の半導体装
置と同様な構成であり、実施の形態２における半導体装置に対応する部分は、同一の符号
を付してその説明を省略する。
【００９４】
本実施の形態によれば、実施の形態２と同様な効果が得られる上、さらに多くの半導体チ
ップをチップオンチップ法により基板上に搭載することができ、携帯電話等の電子機器に
おいて、回路部品への高密度実装対応化に貢献する。
【００９５】
【発明の効果】
本発明によれば、積層体の最上段に配置された半導体チップの裏面と側面の一部が封止樹
脂から外に露出していることから、従来技術のチップオンチップ法による半導体装置と比
べ、さらに放熱性に優れたものとなる。また、封止工程において、第１の半導体チップ１
ａの裏面と側面の一部を露出させるため、封止工程の後に、第１の半導体チップ１ａの裏
面を露出させる工程が不要となり、チップオンチップ法による半導体装置の製造方法が簡
易かつ生産性の高いものとなる。
【００９６】
また、本発明により得られる半導体装置は、小型軽量化・多機能化が要求される携帯電話
等の電子機器に用いて、高い信頼性を確保できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施の形態１における半導体装置を示す断面図
【図２】　実施の形態１における半導体装置の製造方法を示す工程図
【図３】　実施の形態２における半導体装置を示す断面図
【図４】　実施の形態２における半導体装置の製造方法を示す工程図
【図５】　実施の形態３における半導体装置を示す断面図
【図６】　実施の形態３における半導体装置の製造方法を示す工程図
【図７】　実施の形態４における半導体装置を示す断面図
【図８】　実施の形態５における半導体装置を示す断面図
【図９】　従来の半導体装置を示す断面図
【図１０】　従来の半導体装置の製造方法を示す工程図
【図１１】　従来の半導体装置の別の一例を示す断面図
【符号の説明】
１ａ、１０１ａ　第１の半導体チップ
１ｂ、１０１ｂ　第２の半導体チップ
１ｃ、１０１ｃ　第３の半導体チップ
２、１０２　バンプ
３、１０３　基板
３ａ、１０３ａ　ランド
４、１０４　アンダーフィル剤
５、１０５　ダイボンド剤

10

20

30

40

50

(12) JP 3679786 B2 2005.8.3



６、１０６　ワイヤー
７、１０７　封止樹脂
８　接着剤
９　金属リードフレーム
９ａ　ダイパッド部
９ｂ　インナーリード部
９ｃ　ランド部
１０　封止フィルム
１１　放熱装置
２０、１１０　金型
２０ａ、１１０ａ　金型上部
２０ｂ、１１０ｂ　金型下部
２１　離型フィルム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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