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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面に複数の第１の接続端子を有する第１の半導体チップ及び該第１の半導体チップの
側面から外方に拡張するように設けられた拡張部を有する第１の拡張型半導体チップと、
　前記第１の拡張型半導体チップ上に搭載され、主面に複数の第２の接続端子を有する第
２の半導体チップと、
　前記第１の半導体チップの前記複数の第１の接続端子と、前記第２の半導体チップの前
記複数の第２の接続端子とを電気的に接続する複数のバンプと、
　前記拡張部の上に設けられ、ワイヤボンディング端子である第１の拡張部電極パッドと
、
　前記第１の半導体チップの周縁部から前記拡張部に亘ってその上面を覆うように形成さ
れ、前記第１の半導体チップの電極と前記第１の拡張部電極パッドとを電気的に接続する
配線を有する再配線部と
　を備え、
　前記再配線部は、前記第１の半導体チップの主面における、前記第２の半導体チップと
の接合部には形成されず、前記第１の接続端子と前記バンプとは、前記再配線部の配線を
介さずに接続することを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記第１の拡張型半導体チップの側端部と、前記第２の半導体チップの側端部との水平
方向の距離は５００μｍ以上であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
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【請求項３】
　前記第１の拡張型半導体チップと前記第２の半導体チップとは、互いに対応する辺同士
が並行して配置され、
　前記第１の拡張型半導体チップの一の辺の長さは、前記第２の半導体チップの対応する
辺の長さよりも長いことを特徴とする請求項１又は２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとは、互いに対応する辺同士が並行
して配置され、
　前記第１の半導体チップの一の辺は、前記第２の半導体チップの対応する辺の長さより
も短いことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップとは、互いに対応する辺同士が並行
して配置され、
　前記第１の半導体チップの一の辺と、前記第２の半導体チップの対応する辺との間隔は
５００μｍ未満であることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の半導体装置
。
【請求項６】
　前記第２の半導体チップはメモリチップであることを特徴とする請求項１～５のいずれ
か１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　上面に前記第１の拡張型半導体チップを搭載した配線基板をさらに備え、
　前記配線基板と前記第１の拡張型半導体チップとは接着層により接合され、
　前記第１の拡張部電極パッドは、前記配線基板の上面に形成されたボンディングパッド
である基板電極パッドと電気的に接続されていることを特徴とする請求項１～６のいずれ
か１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記第１の拡張型半導体チップと前記配線基板との間に挿入された、平板状の接合層を
さらに備えていることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記第１の拡張部電極パッドと前記基板電極パッドとは、金属細線を介して接続されて
いることを特徴とする請求項７又は８に記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１の拡張型半導体チップ、前記第２の半導体チップ及び前記金属細線を封止する
封止樹脂をさらに備えていることを特徴とする請求項９に記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記配線基板は樹脂基板であることを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載
の半導体装置。
【請求項１２】
　前記第１の拡張型半導体チップを搭載するチップ搭載部とリードとを有するリードフレ
ームをさらに備え、
　前記リードフレームと前記第１の拡張型半導体チップとは接着層により接合され、
　前記第１の拡張部電極パッドは、前記リードと電気的に接続されていることを特徴とす
る請求項第１～６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１３】
　前記第１の拡張型半導体チップと前記チップ搭載部との間に挿入された、平板状の接合
層をさらに備えていることを特徴とする請求項１２に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記第１の拡張部電極パッドと前記リードとは、金属細線を介して接続されていること
を特徴とする請求項１２又は１３に記載の半導体装置。
【請求項１５】
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　前記第１の拡張型半導体チップ、前記第２の半導体チップ及び前記リードフレームを封
止する封止樹脂をさらに備え、
　前記リードフレームは、前記封止樹脂の裏面から露出した外部接続端子を有しているこ
とを特徴とする請求項１２～１４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記接合層は金属、ガラス又はシリコンからなることを特徴とする請求項８又は１３に
記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記拡張部は、前記第１の半導体チップの側面を覆う絶縁材料からなることを特徴とす
る請求項１～１６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記拡張部と前記第１の半導体チップとの接合面は、凹凸を有していることを特徴とす
る請求項１～１７のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記第１の半導体チップの、前記拡張部と接している側面は、傾斜角度が異なる複数の
面を有していることを特徴とする請求項１～１７のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記第１の拡張型半導体チップと、前記第２の半導体チップとは、バンプを介して接続
されていることを特徴とする請求項１～１９のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記第１の拡張部電極パッドは複数列形成されることを特徴とする請求項１～１６のい
ずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項２２】
　第３の半導体チップ及び該第３の半導体チップの側面から外方に拡張するように設けら
れた拡張部を有する第２の拡張型半導体チップと、
　配線基板とをさらに備え、
　前記第２の拡張型半導体チップは、前記配線基板の上面に接着層により接合され、
　前記第１の拡張型半導体チップは、前記第２の拡張型半導体チップの上に搭載され、
　前記第２の拡張型半導体チップの拡張部に形成されたワイヤボンディング端子である第
２の拡張部電極パッドは、前記配線基板の上面に形成された基板電極パッドと、金属細線
により電気的に接続されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の半
導体装置。
【請求項２３】
　前記第１の半導体チップ、第２の半導体チップ、第３の半導体チップの平面サイズは、
各々異なることを特徴とする請求項２２に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、半導体装置に関し、特にチップを積層することによって構成されるチップ・
オン・チップ技術を用いた半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルテレビやレコーダー等のシステムでは、高機能化に伴い扱うデータ量が飛躍的
に増加している。このため、システムに搭載される半導体メモリの容量が増加しているだ
けでなく、高いデータ転送レートを有する半導体メモリが要求されている。多くの半導体
メモリを必要とするシステムに搭載するために、メモリコントローラを実装した半導体論
理回路とメモリとを一体とした半導体装置が開発されている。論理回路とメモリとを一体
とする方法には、半導体論理回路チップとメモリとを１つのチップに集積するシステム・
オン・チップ（ＳｏＣ）及び論理回路チップとメモリチップとを積層して１つのパッケー
ジに収納するシステム・イン・パッケージ（ＳｉＰ）とがある。
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【０００３】
　現在では製造コストが比較的低いＳｉＰを用いたシステムが増える傾向にある。ＳｉＰ
には半導体メモリと半導体論理回路チップ間のデータ転送レートを高くするためにマイク
ロバンプなどを介してチップ間を直接フリップチップ接続するチップ・オン・チップ（Ｃ
ｏＣ）技術が用いられる（例えば、特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１４１０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の技術では積層する順序がチップのサイズにより限定されるという
問題がある。メモリと論理回路チップを積層する場合、チップサイズの大小関係からサイ
ズが大きい半導体メモリを下側に、前記半導体メモリよりサイズの小さい半導体論理回路
チップを上側にした構成とする必要がある。このため論理回路チップのサイズがメモリチ
ップのサイズよりも大きい場合、従来技術ではＣｏＣ構成が実現できないという問題があ
る。
【０００６】
　また、従来の技術ではメモリ配線層内に外部接続用端子と半導体メモリ端子とを接続す
る配線を有する特別なメモリチップを使用する必要があり、半導体装置としての汎用性が
低い。
【０００７】
　本開示は、前記の問題を解決し、複数の半導体チップを積層する際におけるサイズの大
小関係の制約を解決すると共に、特別な配線を形成した半導体チップを使用する必要がな
い半導体装置を実現できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の目的を達成するため、本開示は半導体装置を、半導体チップの外縁に樹脂等によ
り拡張部を形成し、拡張部にワイヤボンディング端子を設けた拡張型半導体チップを備え
ている構成とする。
【０００９】
　具体的に、本開示に係る半導体装置は、主面に複数の第１の接続端子を有する第１の半
導体チップ及び該第１の半導体チップの側面から外方に拡張するように設けられた拡張部
を有する第１の拡張型半導体チップと、第１の拡張型半導体チップ上に搭載され、主面に
複数の第２の接続端子を有する第２の半導体チップと、第１の半導体チップの複数の第１
の接続端子と、複数の第２の半導体チップの第２の接続端子とを電気的に接続する複数の
バンプと、拡張部の上に設けられ、ワイヤボンディング端子である第１の拡張部電極パッ
ドと、第１の半導体チップの周縁部から拡張部に亘ってその上面を覆うように形成され、
第１の半導体チップの電極と第１の拡張部電極パッドとを電気的に接続する配線を有する
再配線部とを備え、再配線部は、第１の半導体チップの主面における、第２の半導体チッ
プとの接合部には形成されず、第１の接続端子とバンプとは、再配線部の配線を介さずに
接続する。
【００１０】
　本開示の半導体装置において、第１の拡張型半導体チップの側端部と、第２の半導体チ
ップの側端部との水平方向の距離は５００μｍ以上としてもよい。
【００１１】
　本開示の半導体装置において、第１の拡張型半導体チップと第２の半導体チップとは、
互いに対応する辺同士が並行して配置され、第１の拡張型半導体チップの一の辺の長さは
、第２の半導体チップの対応する辺の長さよりも長くてもよい。
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【００１２】
　本開示の半導体装置において、第１の半導体チップと第２の半導体チップとは、互いに
対応する辺同士が並行して配置され、第１の半導体チップの一の辺は、第２の半導体チッ
プの対応する辺の長さよりも短くてもよい。
【００１３】
　本開示の半導体装置において、第１の半導体チップと第２の半導体チップとは、互いに
対応する辺同士が並行して配置され、第１の半導体チップの一の辺と、第２の半導体チッ
プの対応する辺との間隔は５００μｍ未満であってもよい。
【００１４】
　本開示の半導体装置において、第二の半導体チップはメモリチップであってもよい。
【００１５】
　本開示の半導体装置は、上面に第１の拡張型半導体チップを搭載した配線基板をさらに
備え、配線基板と第１の拡張型半導体チップとは接着層により接合され、第１の拡張部電
極パッドは、配線基板の上面に形成されたボンディングパッドである基板電極パッドと電
気的に接続されていてもよい。この場合において、第１の拡張型半導体チップと配線基板
との間挿入された、平板状の接合層をさらに備えていてもよい。
【００１６】
　本開示の半導体装置において、第１の拡張部電極パッドと基板電極パッドとは、金属細
線を介して接続されていてもよい。
【００１７】
　本開示の半導体装置は、第１の拡張型半導体チップ、第２の半導体チップ及び金属細線
を封止する封止樹脂をさらに備えていてもよい。
【００１８】
　本開示の半導体装置において、配線基板は樹脂基板であってもよい。
【００１９】
　本開示の半導体装置は、第１の拡張型半導体チップを搭載するチップ搭載部とリードと
を有するリードフレームをさらに備え、リードフレームと第１の拡張型半導体チップとは
接着層により接合され、第１の拡張部電極パッドは、リードと電気的に接続されていても
よい。
【００２０】
　本開示の半導体装置は、第１の拡張型半導体チップとチップ搭載部との間に挿入された
、平板状の接合層をさらに備えていてもよい。
【００２１】
　本開示の半導体装置において、第１の拡張部電極パッドとリードとは、金属細線を介し
て接続されていてもよい。
【００２２】
　本開示の半導体装置は、第１の拡張型半導体チップ、第２の半導体チップ及びリードフ
レームを封止する封止樹脂をさらに備え、リードフレームは、封止樹脂の裏面から露出し
た外部接続端子を有していてもよい。
【００２３】
　本開示の半導体装置において、接合層は金属、ガラス又はシリコンとすればよい。
【００２４】
　本開示の半導体装置において、拡張部は、第１の半導体チップの側面を覆う絶縁材料で
あってもよい。
【００２５】
　本開示の半導体装置において、拡張部と第１の半導体チップとの接合面は、凹凸を有し
ていてもよい。
【００２６】
　本開示の半導体装置において、第１の半導体チップの、拡張部と接している側面は、傾
斜角度が異なる複数の面を有していてもよい。
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【００２７】
　本開示の半導体装置において、第１の拡張型半導体チップと、第２の半導体チップとは
、バンプを介して接続されていてもよい。また、本開示の半導体装置において、第１の拡
張部電極パッドは複数列形成されていてもよい。
【００２８】
　本開示の半導体装置は、第３の半導体チップ及び該第３の半導体チップの側面から外方
に拡張するように設けられた拡張部を有する第２の拡張型半導体チップと、配線基板とを
さらに備え、第２の拡張型半導体チップは、配線基板の上面に接着層により接合され、第
１の拡張型半導体チップは、第２の拡張型半導体チップの上に搭載され、第２の拡張型半
導体チップの拡張部に形成されたワイヤボンディング端子である第２の拡張部電極パッド
は、配線基板の上面に形成された基板電極パッドと、金属細線により電気的に接続されて
いてもよい。この場合において、第１の半導体チップ、第２の半導体チップ、第３の半導
体チップの平面サイズは、各々異なっていてもよい。
【発明の効果】
【００２９】
　本開示の半導体装置によれば、複数の半導体チップを積層する際におけるサイズの大小
関係の制約を解決すると共に、特別な配線を形成した半導体チップを使用する必要がない
半導体装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第１の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【図２】図１の領域Ａを拡大して示す断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図５】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図６】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図７】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図８】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図９】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１０】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１１】第１の実施形態に係る半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図１２】第２の実施形態に係る半導体装置を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　半導体装置は、種々の態様をとることができる。例えば、本開示の半導体装置は、第１
の半導体チップ及び該第１の半導体チップの側面から外方に拡張するように設けられた拡
張部を有する第１の拡張型半導体チップと、第１の拡張型半導体チップ上に搭載され、第
１の半導体チップと電気的に接続された第２の半導体チップと、拡張部の上に設けられ、
第１の半導体チップの電極と電気的に接続された第１の拡張部電極パッドとを備えている
構成にすることができる。
【００３２】
　半導体チップの外縁に拡張された拡張部を有する半導体チップを複数個半導体パッケー
ジ上に搭載できる。半導体チップの外縁に拡張された拡張部のワイヤボンディング端子は
複数列形成することができ、拡張部間の電気的接続をすることができる。
【００３３】
　積層された複数の半導体チップは、配線基板の代わりにリードフレームに搭載してもよ
い。この構成により、安価な材料で構成することが可能となる。
【００３４】
　半導体チップの外縁に拡張された拡張部は半導体チップ側面だけでなく半導体チップの
上面及び下面の少なくとも一方を覆うように拡張することができる。
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【００３５】
　半導体チップの外縁に拡張された拡張部と半導体チップとの境界面に凹凸を形成したり
、半導体チップの側面を垂直方向に対して傾斜させることにより、半導体チップと拡張部
との接合面積を大きくし、接合強度を高めることができる。
【００３６】
　ワイヤボンディング端子と半導体チップの電極とを電気的に接続するための配線層は半
導体チップの全面に形成されていても、部分的に形成されていてもよい。
【００３７】
　また、第１の半導体チップを拡張するために、配線層と片面にワイヤボンディング端子
を有する配線基板の互いに異なる面に第１の半導体チップ及び第２の半導体チップを搭載
し、第１の半導体チップを覆うように樹脂により封止し、配線基板のワイヤボンディング
端子を半導体パッケージの配線基板等とワイヤにより電気的に接続してもよい。
【００３８】
　配線基板を曲げに強いフレキシビリティのある配線基板で構成することにより、半導体
チップ間の接続と半導体パッケージと半導体チップとの電気的接続に用いることができる
。この場合、配線基板は半導体チップの全面を覆うようにしても、部分的に覆うようにし
てもよい。
【００３９】
　また、片面にワイヤボンディング端子を配した再配線基板と、再配線基板に接続された
半導体チップと、積層された半導体チップと、ボールを有する半導体パッケージ配線基板
とを備えていてもよい。
【００４０】
　また、両面に半導体チップを搭載でき且つ片面にボンディング端子を有し、搭載する半
導体チップよりもサイズが大きい再配線基板と、再配線基板に実装する複数の半導体チッ
プと、半導体外部との接続をする半導体パッケージ配線基板とを備え、再配線基板の片側
に半導体チップをバンプにより電気的に接続して樹脂により封止し、封止された再配線基
板にバンプにより別の半導体チップを電気的に接続し、前記再配線基板のワイヤボンディ
ング端子と半導体パッケージとがワイヤにより電気的に接続された構成としてもよい。
【００４１】
　例示した半導体装置によれば、ＣｏＣ構造の半導体パッケージにおいて下側に配置され
る半導体チップのサイズよりも、上側に配置される半導体チップサイズの方が大きい場合
にも、下側に配置される半導体チップと半導体パッケージ外部端子とをワイヤにより接続
できる。また、積層される半導体チップに特別に半導体プロセスを用いて配線を行う必要
がないため、積層する半導体チップが制限されないという利点が得られる。
【００４２】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る半導体装置（積層半導体パッケージ）の断面構成を示し
ている。拡張型半導体チップ３１は、論理回路チップである第１のチップ６ａと、その外
縁部に樹脂により形成された拡張部１ａとを有している。拡張部１ａの上にはワイヤボン
ディング端子である拡張部電極パッド２１ａが形成されている。拡張部電極パッド２１ａ
は、再配線部２ａを介して第１のチップ６ａに設けられた電極と電気的に接続されている
。拡張型半導体チップ３１の上にはメモリチップである第２のチップ５が積層されている
。拡張型半導体チップ３１の一の辺と、第２のチップ５の対応する辺とが並行するように
、拡張型半導体チップ３１と第２のチップ５とは配置されている。拡張型半導体チップ３
１の平面サイズが、第２のチップ５の平面サイズよりも大きくなるように、拡張部１ａは
形成されている。具体的には、拡張型半導体チップ３１の各辺の長さは、第２のチップ５
の対応する辺の長さよりも長い。また、拡張型半導体チップ３１の各辺の長さが、第２の
チップ５のいずれの辺の長さよりも長い構成であってもよい。
【００４３】
　第１のチップ６ａの上面に設けられた端子（図示せず）と、第２のチップ５の下面に設
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けられた端子（図示せず）とは、バンプ８を介して電気的に接合されている。通常は、第
１のチップ６ａの上面に形成された端子が、再配線部２ａ内に形成された配線を介して再
配線部２ａの上面に形成された端子と接続され、再配線部２ａの上面に形成された端子と
バンプ８とが接続されている。但し、再配線部２ａは、第１のチップ６ａ及び拡張部１ａ
上の全面に形成されている必要はない。拡張型半導体チップ３１の中央部において、第１
のチップ６ａの上面が露出するようにし、第１のチップ６ａの上に直接第２のチップ５を
搭載してもよい。
【００４４】
　第２のチップ５と拡張型半導体チップ３１との間にはアンダーフィル９ｂが注入されて
おり、第２のチップ５と拡張型半導体チップ３１との接合部は固定されている。拡張型半
導体チップ３１と第２のチップ５とが積層された積層チップは、接着層であるアンダーフ
ィル９ａにより配線基板７上に固定されている。配線基板７は、例えば樹脂基板であり、
その上面には、ワイヤボンディングパッドである基板電極パッド３ａが形成されており、
拡張部電極パッド２１ａと基板電極パッド３ａとはワイヤ４ａにより電気的に接続されて
いる。配線基板７の下面には、パッケージボール１２ａが形成されており、半導体装置の
外部と電気的に接続することができる。積層チップは封止樹脂１０により封止され、Ｃｏ
Ｃ型の積層半導体パッケージとなっている。なお、配線基板７に代えてリードフレーム等
を用いることも可能である。
【００４５】
　図２は図１のＡ部分を拡大して示している。第１のチップ６ａの上面には、第１のチッ
プ６ａ中の種々の素子と電気的に接続された電極２０が形成されている。第１のチップ６
ａの上面と拡張部１ａの上面とを覆うように再配線２２を有する再配線部２ａが形成され
ている。拡張部１ａの再配線部２ａの上には拡張部電極パッド２１ａが形成されている。
電極２０と拡張部電極パッド２１ａとは再配線２２により電気的に接続されている。この
ため、本実施形態の半導体装置は、積層する半導体チップの平面サイズに制限されること
なく積層ＣｏＣ構造を実現することができる。図２においては、再配線部２ａは一層であ
るが、複数層形成されていてもよい。
【００４６】
　図１は、拡張型半導体チップが１つである例を示したが、図３に示すように、複数の拡
張型半導体チップを積層してもよい。第１の拡張型半導体チップ３１Ａは、第１のチップ
６ａとその外縁部に樹脂により形成された拡張部１ａとを有している。第１の拡張型半導
体チップ３１Ａの上には、図１と同様にして第２のチップ５が積層されている。第１の拡
張型半導体チップ３１Ａと第２のチップ５とは、第２の拡張型半導体チップ３２の上に積
層されている。第２の拡張型半導体チップ３２は、第３のチップ６ｂと拡張部１ｂとを有
している。第２の拡張型半導体チップ３２の平面サイズが第１の拡張型半導体チップ３１
Ａの平面サイズよりも大きくなるように、拡張部１ｂは形成されている。拡張部１ｂの上
には拡張部電極パッド２１ｂが形成されている。拡張部電極パッド２１ｂは、第１の拡張
型半導体チップ３１Ａと同様に再配線部２ｂを介して第３のチップ６ｂの電極と接続され
ている。第１の拡張型半導体チップ３１Ａと第２の拡張型半導体チップ３２との界面には
アンダーフィル９ｃが注入されている。拡張部電極パッド２１ａと拡張部電極パッド２１
ｂとは、ワイヤ４ｃにより電気的に接続されている。拡張部電極パッド２１ｂと配線基板
７の上面に形成された基板電極パッド３ａとは、ワイヤ４ｂにより電気的に接続されてい
る。
【００４７】
　以上のような構成においても図１に示した構成と同様の効果を得ることができる。さら
に、図３に示した構成においては平面サイズが同等又は異なる複数の半導体チップを積層
の順序に制約を受けることなく積層して、積層型のＣｏＣ構造を実現することが可能とな
る。
【００４８】
　また、図４に示すように、拡張部電極パッド２１ａ及び拡張部電極パッド２１ｂとを、
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それぞれワイヤ４ｄ及びワイヤ４ｂを介して、基板電極パッド３ｂ及び基板電極パッド３
ａと接続してもよい。
【００４９】
　以上のような構成においても図１及び図３に示した構成と同様の効果を得ることができ
る。さらに、図４に示した構成においては拡張部にボンディングパッドの領域を多くとる
必要がないという利点が得られる。
【００５０】
　図１は、拡張型半導体チップ３１がアンダーフィル９ａにより配線基板７と接合されて
いる例を示したが、図５に示すように、拡張型半導体チップ３１と配線基板７との間に平
板状の接合層９１を挿入してもよい。拡張型半導体チップ３１と接合層９１とを、接着材
９０により接合し、接合層９１と配線基板７とをアンダーフィル９ａにより接合すればよ
い。
【００５１】
　拡張型半導体チップ３１と配線基板７との間に接合層９１を挿入しても、図１に示した
構成と同様の効果が得られる。また、金属等の伝熱性が高い材料からなる接合層９１を挿
入することにより、拡張型半導体チップ３１において発生する熱を配線基板７及び封止樹
脂１０へ効率良く伝導し、半導体パッケージの外部へ放熱させることが可能となる。また
、ガラス又はシリコン等の剛性が高い材料からなる接合層９１を挿入することにより、半
導体パッケージの反りを低減したり、拡張部にワイヤボンディングをする際の衝撃に対す
る耐久性を向上させることができる。第１のチップ６ａの厚さが１００μｍ以下の場合や
、配線基板７の厚さが６００μｍ以下の場合には特に大きな効果が得られる。
【００５２】
　なお、図３及び図４に示した構成において、第２の拡張型半導体チップ３２と配線基板
７との間に接合層９１を挿入してもよい。また、第１の拡張型半導体チップ３１Ａと第２
の拡張型半導体チップ３２との間に接合層９１を挿入してもよい。
【００５３】
　図１において、配線基板を用いたＢＧＡ（Ball Grid Array）パッケージの例を示した
が、図６に示すように、拡張型半導体チップ３１をリードフレームのダイパッド１００の
上に搭載し、外部電極であるリード１０１と拡張部１ａの拡張部電極パッド２１ａとをワ
イヤ４ａにより接続する構成としてもよい。このような構成においても、図１に示した構
成と同様の効果を得ることができる。さらに図６に示す構成においては、配線基板よりも
安価なリードフレームを用いるため半導体パッケージのコストを低減できる。
【００５４】
　また、図７に示すように拡張型半導体チップ３１をリードフレームのダイパッド１００
の上に搭載し、半導体パッケージの裏面に外部電極１０２が設けられた構成としてもよい
。この場合にも、図１及び図６に示した構成と同様の効果が得られる。
【００５５】
　なお、配線基板に代えてリードフレームを用いる場合にも、図３及び図４に示すような
複数の拡張型半導体チップを有する構成としてもよい。また、拡張型半導体チップとダイ
パッドとの間に接合層を挿入する構成としてもよい。
【００５６】
　図１～図７において、第１のチップ６ａの平面サイズが第２のチップ５よりも小さく、
第１のチップ６ａの辺の長さが第２のチップ５の辺の長さよりも短い例を示した。しかし
、図８に示すように、第１のチップ６ａが第２のチップ５よりも長い辺を有している場合
にも、拡張部１ａは有用である。拡張部１ａを設けることにより、拡張型半導体チップ３
１の上面における第２のチップ５に覆われていない領域の面積を十分に確保することがで
きる。
【００５７】
　下側の半導体チップの端子数は上側の半導体チップによって覆われていない領域の面積
によって制限される。下側の半導体チップの面積と上側の半導体チップの面積との差が小
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さく、端子を形成する領域を十分に確保できない場合にも、拡張部１ａを設けることによ
り必要とする端子数を確保することができる。また、上側の半導体チップの側端部と拡張
型半導体チップの側端部との水平方向（半導体チップの主面と平行な方向）の距離は、ワ
イヤボンダーによりボンディングを行うことを考慮して、５００μｍ以上とすることが好
ましい。拡張部１ａを設けることにより、上側に搭載する半導体チップの側端部と拡張型
半導体チップの側端部との水平方向の距離を確保でき、ワイヤボンダーによるボンディン
グが容易となるという効果も得られる。第１のチップ６ａのサイズが第２のチップ５のサ
イズと同一であっても同様である。
【００５８】
　図２においては、第１のチップ６ａと拡張部１ａとの界面が平坦である例を示したが、
図９に示すように第１のチップ６ａの側面を凹凸が形成された側面５０ａとし、拡張部１
ａとの界面に凹凸を形成してもよい。第１のチップ６ａの側面に凹凸が形成されているこ
とにより、拡張部１ａの形成時に樹脂が第１のチップ６ａと接合しやすくなり、吸着性を
高めることが可能となる。
【００５９】
　また、界面に凹凸を形成するのではなく、図１０に示すように第１のチップ６ａの側面
を上面に対して垂直ではなく、傾斜した側面５０ｂとしてもよい。さらに、図１０に示す
ように傾斜角度が異なる複数の傾斜面により形成されている構成としてもよい。このよう
な構成とすることにより、第１のチップ６ａと拡張部１ａとの接触面積を大きくすること
ができる。特に、第１のチップ６ａの厚さが薄い場合には有用である。
【００６０】
　さらに、図１１に示すように、第１のチップ６ａの下面を覆うような拡張部１ｄを形成
してもよい。このような構成とすることにより、拡張部１ｄの形成が容易性となり、接合
強度も高くすることができる。
【００６１】
　なお、第１のチップと拡張部との界面の構成例は、互いに組み合わせてもよい。例えば
、第１のチップの側面に凹凸を設けると共に、拡張部が第１のチップの下面を覆うように
してもよい。第１の拡張型半導体チップについて説明したが、複数の拡張型半導体チップ
を積層する場合には、他の拡張型半導体チップも同様の構成とすることができる。また、
拡張型半導体チップを構成する半導体チップは、論理回路チップに限らず、他の種類のチ
ップとしてもよい。拡張型半導体チップの上に積層する半導体チップもメモリチップに限
らず、他の種類のチップとしてもよい。
【００６２】
　（第２の実施形態）
　図１２は、第２の実施形態に係る半導体装置における、拡張型半導体チップ４１の要部
を拡大して示している。本実施形態の拡張型半導体チップ４１は、論理回路チップである
第１のチップ６ａと第１のチップ６ａの外縁部に形成された樹脂等からなる拡張部１ｅと
を有している。第１のチップ６ａの上面には第１のチップ６ａ中の種々の素子と電気的に
接続された電極２０が形成されている。第１のチップ６ａ及び拡張部１ｅの上を覆うよう
に、上部配線基板８０が形成されている。上部配線基板８０の上には、拡張部電極パッド
８３が形成されている。拡張部電極パッド８３と電極２０とは基板配線８２により電気的
に接続されている。電極２０と基板配線８２とは、例えばバンプ（図示せず）を介して接
続されている。本実施形態の半導体装置は、第１のチップ６ａの電極２０と拡張部１ｅの
上に形成された拡張部電極パッド８３とが、再配線に代えて基板配線８２により接続され
ていることを特徴とする。図１２においては、上部配線基板８０には基板配線８２が１層
しか形成されていないが、基板配線が複数層形成されていてもよい。
【００６３】
　上部配線基板８０の上には、図１と同様にしてメモリチップ等の第２のチップがバンプ
等を介して積層されている。上部配線基板８０のサイズは、第１のチップ及び第２のチッ
プよりも大きい。拡張部電極パッド８３は、配線基板に形成された基板電極パッドとワイ
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ヤ４ａにより電気的に接続されている。
【００６４】
　上部配線基板８０は、どのようなものでもよいが曲げに強いフレキシビリティのある配
線基板が好ましい。また、上部配線基板８０が第１のチップ６ａ及び拡張部１ｅの上を完
全に覆っている必要はない。拡張部１ｅの上に形成された拡張部電極パッド８３と第１の
チップ６ａの電極との間を電気的に接続できればよい。このため、拡張型半導体チップ４
１の中央部において、第１のチップ６ａの上面が露出するようにし、第２のチップを第１
のチップ６ａの上に直接搭載するようにしてもよい。
【００６５】
　このような構成とすることにより、第１の実施形態の半導体装置と同様に、積層する半
導体チップのサイズに制限を受けることなく、積層型のＣｏＣ構造を実現できる。また、
配線基板を用いることにより、配線の層数を多くすることが容易にでき、特に多信号の接
続が必要な場合に有用である。
【００６６】
　なお、本実施形態の半導体装置においても、複数の拡張型半導体チップを積層してもよ
い。この場合には、第１の実施形態の拡張型半導体チップと混在させてもよい。また、第
１の実施形態と同様に拡張型半導体チップを構成する半導体チップと拡張部との界面に凹
凸等を形成してもよい。
【００６７】
　第１及び第２の実施形態において、拡張部はチップの４辺すべてに設ける必要はなく、
必要とする辺だけに設ける構成としてもよい。また、チップの複数の辺に拡張部を設ける
場合には、拡張部の幅をすべて等しくする必要はない。例えば、第１のチップが平面長方
形状であり、短辺の長さは上側に搭載する第２のチップの対応する辺の長さよりも短く、
長辺の長さは第２のチップの対応する辺の長さよりも長い場合には、短辺を延長するよう
に長辺側にのみ拡張部を設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本開示の半導体装置は、半導体チップのサイズに依存することなく、自由に半導体チッ
プを組み合わせて積層することができ、さらに、下側の半導体チップに特別な工程により
配線層を付加する必要がなく、半導体パッケージ組み立の容易性と積層する半導体チップ
の組み合わせの自由度を高めることが可能であり、特にチップ・オン・チップ技術を用い
た半導体装置等として有用である。
【符号の説明】
【００６９】
　１ａ　　拡張部
　１ｂ　　拡張部
　１ｄ　　拡張部
　１ｅ　　拡張部
　２ａ　　再配線部
　２ｂ　　再配線部
　３ａ　　基板電極パッド
　３ｂ　　基板電極パッド
　４ａ　　ワイヤ
　４ｂ　　ワイヤ
　４ｃ　　ワイヤ
　４ｄ　　ワイヤ
　５　　　第２のチップ
　６ａ　　第１のチップ
　６ｂ　　第３のチップ
　７　　　配線基板
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　８　　　バンプ
　９ａ　　アンダーフィル
　９ｂ　　アンダーフィル
　９ｃ　　アンダーフィル
１０　　　封止樹脂
１２ａ　　パッケージボール
２０　　　電極
２１ａ　　拡張部電極パッド
２１ｂ　　拡張部電極パッド
２２　　　再配線
３１　　　拡張型半導体チップ
３１Ａ　　第１の拡張型半導体チップ
３２　　　第２の拡張型半導体チップ
４１　　　拡張型半導体チップ
５０ａ　　側面
５０ｂ　　側面
８０　　　上部配線基板
８２　　　基板配線
８３　　　拡張部電極パッド
９０　　　接着材
９１　　　接合層
１００　　ダイパッド
１０１　　リード
１０２　　外部電極

【図１】

【図２】

【図３】
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