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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体チップを含む半導体装置の製造方法であって、
　搭載基板及び支持基板を準備する基板準備ステップと、
　前記基板準備ステップの後に前記搭載基板の下面に少なくとも１つの半導体チップを搭
載する下面搭載ステップと、
　前記下面搭載ステップの後に前記搭載基板の下面に搭載された前記半導体チップを接着
剤で前記支持基板の片面に固定するチップ固定ステップと、
　前記チップ固定ステップの後に前記搭載基板の下面に搭載された前記半導体チップを樹
脂で封止する樹脂封止ステップと、
　前記樹脂封止ステップの後に前記搭載基板の上面に少なくとも１つの半導体チップを搭
載する上面搭載ステップと、
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記搭載基板の上面から下面にかけて貫通電極を形成する電極形成ステップを更に含み
、
　前記下面搭載ステップ及び前記上面搭載ステップは、前記半導体チップの表面の電極パ
ッドと前記貫通電極とが電気的に接続されるように前記半導体チップを前記搭載基板に搭
載することを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
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　前記基板準備ステップにおける前記搭載基板は同一ウエハ上に形成されている複数の搭
載基板のうちの１つであり、
　前記下面搭載ステップの後に前記ウエハを個片化して前記搭載基板を得る基板個片化ス
テップを更に含むことを特徴とする請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数の半導体チップを含む半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、１つの半導体パッケージで多くの機能を実現できるようにするため、１つの半導
体パッケージに複数の半導体チップを搭載して高密度化を図っている。図１は従来の高密
度半導体パッケージの１例を表す図である。シリコン基板２１上に複数の半導体チップ２
２が搭載されている。シリコン基板２１と半導体チップ２２とはマイクロバンプ２３によ
り互いに接続されている。半導体チップ２２は、樹脂２４により封止されている。シリコ
ン基板２１はプリント基板２５上に搭載され、ワイヤ２６により互いに電気的に接続され
ている。
【０００３】
　従来、このような半導体装置２０を製造する場合、シリコン基板２１上に搭載した複数
の半導体チップ２２を樹脂２４により封止した後、シリコン基板２１をプリント基板２５
上に搭載していた。例えば、特許文献１に開示されている半導体装置の製造方法も、この
ような手順によるものである（例えば図３、図４に示される製造方法）。
【特許文献１】特開２００６－１９４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記したような従来の製造方法の場合、半導体チップ２２を封止する樹
脂２４の熱収縮によってシリコン基板２１に反りが生じてしまっていた。これにより、シ
リコン基板２１をプリント基板２５上に正常に搭載できなくなってしまう、あるいは、シ
リコン基板２１とプリント基板２５との接合不良によって半導体装置２０が正常に動作し
なくなってしまうという問題点があった。
【０００５】
　本発明は上記した如き問題点に鑑みてなされたものであって、複数の半導体チップを搭
載した場合でも正常に動作する半導体装置を製造することができる半導体装置の製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による半導体装置の製造方法は、複数の半導体チップを含む半導体装置の製造方
法であって、搭載基板及び支持基板を準備する基板準備ステップと、前記基板準備ステッ
プの後に前記搭載基板の下面に少なくとも１つの半導体チップを搭載する下面搭載ステッ
プと、前記下面搭載ステップの後に前記搭載基板の下面に搭載された前記半導体チップを
接着剤で前記支持基板の片面に固定するチップ固定ステップと、前記チップ固定ステップ
の後に前記搭載基板の下面に搭載された前記半導体チップを樹脂で封止する樹脂封止ステ
ップと、前記樹脂封止ステップの後に前記搭載基板の上面に少なくとも１つの半導体チッ
プを搭載する上面搭載ステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明による半導体装置の製造方法によれば、複数の半導体チップを搭載した場合でも
、製造工程において支持基板に反りを発生させず、正常に動作する半導体装置を提供する
ことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明に係る実施例について添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。図２は本
実施例による半導体装置の製造方法によって製造された半導体装置１０を表す図である。
【０００９】
　搭載基板１１は例えばシリコン基板である。搭載基板１１は例えば同一シリコンウエハ
上に形成された複数の基板を個片化して得られたものである。なお、個片化とは、シリコ
ンウエハを裁断して複数の基板片を得ることである。搭載基板１１にはその上面から下面
にかけて貫通する導電体である貫通電極１２が形成されている。搭載基板１１における貫
通電極１２の個数や配置に制限は無く、複数個の貫通電極１２を例えば正方格子状又は斜
格子状に配置できる。貫通電極１２の材料は例えば銅などである。搭載基板１１には図示
せぬ配線層が形成されており、その配線層に形成されている配線（図示せず）と貫通電極
１２が電気的に接続されている。
【００１０】
　搭載基板１１の下面には半導体チップ１３－１及び１３－２がバンプ１４により固定さ
れている。同様に搭載基板１１の上面には半導体チップ１８がバンプ１４により固定され
ている。半導体チップ１３－１、１３－２及び１８の各々の表面には複数の電極（図示せ
ず）が形成されており、これらの電極とバンプ１４とは電気的に接続されている。また、
バンプ１４と貫通電極１２とは物理的及び電気的に接続されている。バンプ１４は例えば
ＢＧＡ（Ball Grid Array）バンプなどであり、その材料は例えば銅などである。貫通電
極１２及びバンプ１４の周辺にはショート防止のため、適宜、絶縁処理が施されている。
【００１１】
　半導体チップ１３－１及び１３－２は接着剤１６によって支持基板１５に固定さている
。接着剤１６の材料に制限は無く例えばエポキシ系の接着剤である。支持基板１５は例え
ば一般的なプリント基板などである。半導体チップ１３－１及び１３－２はそれらの全体
を樹脂１７によって封止されている。樹脂１７は、半導体チップ１３－１及び１３－２の
固定の強化や保護を目的としており、搭載基板１１の下面と支持基板１５の上面との間に
充填されている。樹脂１７は例えば粒径が数μｍのシリカなどのフィラーを含むエポキシ
系の樹脂などである。
【００１２】
　搭載基板１１の表面に形成されている電極（図示せず）と支持基板１５の表面に形成さ
れている電極（図示せず）とはワイヤ１９により電気的に接続されている。ワイヤ１９の
材料は例えばアルミニウムなどである。なお、半導体装置１０が実現する機能に制限は無
く、例えば半導体チップ１３－１が計算用のロジックチップであり、半導体チップ１３－
２が記憶用のメモリチップであり、半導体装置１０は計算及び記憶の機能などにより例え
ばシミュレーション処理などを行う装置である。
【００１３】
　図３は本実施例における半導体装置の製造フローを表すフローチャートである。図４は
本実施例における半導体装置の各製造工程を表す図である。以下、図３及び４を参照しつ
つ、半導体装置の各製造工程について説明する。
【００１４】
　先ず、搭載基板１１及び支持基板１５を準備する（ステップＳ１０１）。搭載基板１１
は例えばシリコンウエハ上に形成された複数の基板を個片化して得られたシリコン基板で
ある。支持基板１５は例えば複数の配線層及び電源層が積層された多層プリント基板であ
る。支持基板１５の表面には必要に応じて例えばコンデンサなどの素子等を搭載しても良
い。
【００１５】
　次に、搭載基板１１に貫通電極１２を形成する（ステップＳ１０２、図４（ａ））。例
えば搭載基板１１の上面から下面にかけて機械的に貫通穴を形成し、そこに銅などの導電
体を埋め込むことにより貫通電極１２を形成する。複数の貫通電極１２を搭載基板１１に
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例えば正方格子状に形成する。また、必要に応じて貫通電極１２の周辺部に絶縁処理を施
す。
【００１６】
　次に、搭載基板１１の下面に半導体チップ１３－１及び１３－２を搭載する（ステップ
Ｓ１０３、図４（ｂ））。例えば、半導体チップ１３－１の表面に形成されている複数の
電極パッド（図示せず）に電気的に接続されるようにバンプ１４を形成し、その後、搭載
基板１１に形成されている貫通電極１２とバンプ１４とが物理的及び電気的に接続される
ように接合する。この接合は例えば通常の熱圧着方式により実現される。このようにして
、半導体チップ１３－１をバンプ１４により搭載基板１１に固定する。半導体チップ１３
－２についても同様の方法で、半導体チップ１３－１と同時にあるいは別途、搭載基板１
１の下面に搭載する。搭載基板１１の下面に搭載する半導体チップの個数に制限は無く、
例えば１つでも良いし、３つ以上でも良い。
【００１７】
　次に、搭載基板１１を支持基板１５に搭載する（ステップＳ１０４、図４（ｃ））。詳
細には搭載基板１１に搭載されている半導体チップ１３－１及び１３－２を接着剤１６に
よって支持基板１５に固定する。半導体チップ１３－１の上下面のうち、搭載基板１１に
固定されている面（以下、上面とする）と反対の面（以下、下面とする）を支持基板１５
に固定する。接着剤１６の材料に制限は無く、例えばエポキシ系の接着剤である。同様に
半導体チップ１３－２についてもその下面を支持基板１５に固定する。
【００１８】
　ステップＳ１０４の搭載段階では、半導体チップ１３－１等を樹脂１７により封止して
いないので、樹脂１７の熱収縮による搭載基板１１の反りは生じず、搭載基板１１を安定
的に支持基板１５に固定することができる。
【００１９】
　次に、搭載基板１１の下面に搭載された半導体チップ１３－１及び１３－２を樹脂１７
で封止する（ステップＳ１０５、図４（ｄ））。樹脂１７は例えばエポキシ系などの絶縁
性の樹脂である。樹脂１７に含まれるフィラーは例えばその粒径が数μｍ以下のものが望
ましい。図４（ｄ）に示される側面の側から液状化された流動性の樹脂１７を搭載基板１
１の下面と支持基板１５の上面との間に注入して充填する。充填後、熱処理等により樹脂
１７を硬化させて固定化する。このようにして半導体チップ１３－１及び１３－２を樹脂
１７で包埋する。
【００２０】
　半導体チップ１３－１及び１３－２は接着剤１６によって支持基板１５に固定されてお
り、樹脂１７の熱収縮があった場合にも支持基板１５上の半導体チップ１３－１及び１３
－２の搭載位置は変動せず、半導体チップ１３－１及び１３－２をバンプ１４により固定
している搭載基板１１にも反りが生じない。
【００２１】
　次に、搭載基板１１の上面に半導体チップ１８を搭載する（ステップＳ１０６、図４（
ｅ））。例えば、半導体チップ１８の表面に形成されている複数の電極パッド（図示せず
）に電気的に接続されるようにバンプ１４を形成し、その後、搭載基板１１に形成されて
いる貫通電極１２とバンプ１４とが物理的及び電気的に接続されるように通常の熱圧着方
式などにより接合する。このようにして、半導体チップ１８をバンプ１４により搭載基板
１１に固定する。搭載基板１１には樹脂１７の熱収縮による反りが生じていないので、半
導体チップ１８を搭載基板１１に安定的に搭載することができる。
【００２２】
　次に、搭載基板１１の表面に形成されている電極（図示せず）と支持基板１５の表面に
形成されている電極（図示せず）とをワイヤ１９により電気的に接続する（ステップＳ１
０７）。ワイヤ１９の材料は例えばアルミニウムなどである。ワイヤ１９による接続は通
常のワイヤボンディング方式による接続で良い。以上の製造工程により半導体装置１０が
完成する。
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【００２３】
　上記したように本実施例による半導体装置の製造方法は、搭載基板１１の下面に半導体
チップ１３－１等を搭載し、半導体チップ１３－１等を樹脂１７により封止する前に半導
体チップ１３－１等を接着剤１６により支持基板１５に固定する。当該固定の段階では、
半導体チップ１３－１等を樹脂１７により封止していないので、樹脂１７の熱収縮による
搭載基板１１の反りは生じず、搭載基板１１を安定的に支持基板１５に固定することがで
きる。
【００２４】
　また、半導体チップ１３－１等を接着剤１６により支持基板１５に固定した後に半導体
チップ１３－１等を樹脂１７で封止するので、樹脂１７の熱収縮が生じた場合にも半導体
チップ１３－１等の搭載位置が変動せず、半導体チップ１３－１等をバンプ１４により固
定している搭載基板１１にも反りが生じない。搭載基板１１には樹脂１７の熱収縮による
反りが生じていないので、半導体チップ１８を搭載基板１１に安定的に搭載することがで
きる。なお、半導体チップ１３－１及び１３－２が支持基板１５に固定されてさえいれば
搭載基板１１に反りが生じないので、これらの固定は必ずしも接着剤によらなくても良い
。例えば、固定用のフレーム等により機械的に半導体チップ１３－１及び１３－２を固定
しても良い。
【００２５】
　また、本実施例による半導体装置の製造方法は、半導体チップ１３－１等を支持基板１
５に固定し樹脂１７により封止した後で、半導体チップ１８を搭載基板１１に搭載する。
樹脂１７での封止及び接着剤１６での固定により、半導体チップ１３－１等と搭載基板１
１及び支持基板１５との間の固定が強化されているので、半導体チップ１８を搭載基板１
１に搭載する際の衝撃によって半導体チップ１３－１等が搭載基板１１からはずれるのを
防止することができる。
【００２６】
　複数の半導体チップをステップＳ１０３において図４（ｂ）に示す如く搭載基板１１に
対して水平方向に並べて搭載した場合には、複数の半導体チップを搭載基板１１に対して
垂直方向に縦積み搭載した場合に比較して以下の利点がある。すなわち、ステップＳ１０
４において図４（ｃ）に示す如く複数の半導体チップを接着剤１６により支持基板１５に
固定する際に、縦積み搭載に比較して接着面積が大きくなるため、より強固に半導体チッ
プを支持基板１５に固定できる。これにより、ステップＳ１０５において図４（ｄ）に示
す如く搭載基板１１の下面に搭載された半導体チップを樹脂１７で封止した場合にも、樹
脂１７の熱収縮による影響を受けない。そのため、半導体チップを固定している搭載基板
１１の反りの発生を防止することができる。
【００２７】
　図５は、ステップＳ１０３において２つの半導体チップを搭載基板１１に対して水平方
向に並べて搭載したときの搭載基板１１をその下面から見た図である。このように搭載す
ることで、接着面積が大きくなり、半導体チップをより強固に支持基板１５に固定でき、
搭載基板１１の反りの発生を防止することができる。なお、半導体チップのサイズには特
に制限はない。
【００２８】
　上記したように本実施例による半導体装置の製造方法によれば、搭載基板１１に複数の
半導体チップを搭載した場合でも、製造工程において搭載基板１１に反りが発生しないの
で、搭載基板１１を安定的に支持基板１５に固定することができ、且つ、半導体チップを
搭載基板１１に安定的に搭載することができる。これにより、正常に動作する半導体装置
１０を製造することができる。
【００２９】
　上記した例は、個片化後の搭載基板１１に半導体チップ１３－１等を搭載した場合の例
であるが、個片化前のウエハレベルの段階で搭載基板１１に半導体チップ１３－１等を搭
載するようにしても良い。図６は、そのようにした場合の半導体装置の製造フローを表す
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フローチャートである。
【００３０】
　先ず、複数の搭載基板１１が形成されたシリコンウエハ及び支持基板１５を準備する（
ステップＳ２０１）。次に、シリコンウエハに形成されている複数の搭載基板１１の各々
に貫通電極１２を形成する（ステップＳ２０２）。この形成の方法は上記した例と同様で
ある。次に、シリコンウエハに形成されている複数の搭載基板１１の各々に半導体チップ
１３－１及び１３－２を搭載する（ステップＳ２０３）。この搭載の方法も上記した例と
同様である。続いて、シリコンウエハを切断して、個片化した搭載基板１１を得る（ステ
ップＳ２０４）。ステップＳ２０５～Ｓ２０８の工程は、上記した例と同様の処理がなさ
れる。
【００３１】
　このような手順で半導体装置１０を製造した場合にも、搭載基板１１には樹脂１７の熱
収縮による反りが生じず、搭載基板１１を安定的に支持基板１５に固定することができ、
且つ、半導体チップ１８を搭載基板１１に安定的に搭載することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来の製造方法によって製造された半導体装置を表す図である。
【図２】本発明による製造方法によって製造された半導体装置を表す図である。
【図３】本実施例における半導体装置の製造フローを表すフローチャートである。
【図４】本実施例における半導体装置の各製造工程を表す図である。
【図５】半導体チップを搭載基板に対して水平方向に並べて搭載したときの搭載基板をそ
の下面から見た図である。
【図６】半導体装置の別の製造フローを表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３３】
１０　半導体装置
１１　搭載基板
１２　貫通電極
１３－１、１３－２　半導体チップ
１４　バンプ
１５　支持基板
１６　接着剤
１７　樹脂
１８　半導体チップ
１９　ワイヤ
２０　半導体装置
２１　シリコン基板
２２　半導体チップ
２３　マイクロバンプ
２４　樹脂
２５　プリント基板
２６　ワイヤ



(7) JP 5078808 B2 2012.11.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(8) JP 5078808 B2 2012.11.21

【図６】



(9) JP 5078808 B2 2012.11.21

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００６－０１９４３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２１７２０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２８５９９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１５０２０８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　２５／００－２５／１８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

