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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層型半導体装置を製造する方法であって、
（ａ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面を有し、前記第１の面に複数の
電極を有する半導体チップを準備する工程、
（ｂ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面に形成された所定パターンの配
線であって、前記第１の面と前記第２の面との間を電気的に接続する配線を含む配線と、
前記第１の面に形成された複数の接続パッドと、前記第２の面に形成された複数の端子形
成パッドとを有する製品形成部が縦横に整列形成された配線母基板を準備する工程、
（ｃ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面側に前記半導体チップを搭載し
、かつ前記半導体チップの前記各電極を接続手段を介して前記各接続パッドに電気的に接
続する工程、
（ｄ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面に、前記第１の面上の前記配線
の一部を露出させたままとし、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆い、上面と該上面
に連なり前記製品形成部の前記第１の面に至る側面とを有する絶縁性樹脂からなる封止体
を形成する工程、
（ｅ）前記封止体から露出している、前記各製品形成部の前記第１の面上の所定の前記配
線の一部に接続された一端部と、前記封止体の前記上面に形成された他の一端部と、前記
封止体上に形成され、前記一端部と前記他の一端部の間を接続する中間部とを有し、少な
くとも前記他の一端部の側面が前記封止体に埋め込まれている連結用配線を複数形成する
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工程、
（ｆ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第２の面の前記端子形成パッドに外部電
極端子を形成する工程、
（ｇ）前記配線母基板を前記各製品形成部の境界線で切断して個片化する工程、
　によって第１の半導体装置を製造し、
　前記第１の半導体装置に第２の半導体装置を積層し、前記第１の半導体装置の前記連結
用配線の前記他の一端部と前記第２の半導体装置が備える電極とを電気的に接続すること
を特徴とする積層型半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ｄ）の前記封止体の形成工程では、
　前記絶縁性樹脂が充填されるキャビティの壁面に前記連結用配線に対応する突条が設け
られたモールド金型を用いて前記封止体を形成して、前記封止体の前記側面及び前記上面
に選択的に溝を形成し、
　前記工程（ｅ）の連結用配線の形成工程では、
　前記封止体の表面に設けられた前記溝に金属粒子を含むインクを充填し、
　前記インクを硬化処理することによって、前記連結用配線を形成することを特徴とする
請求項１に記載の積層型半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｃ）の前記半導体チップの搭載工程では、
（１）第１の面及びその反対面となる第２の面を有し、前記第１の面にフリップ・チップ
接続用の電極を有する第１の半導体チップと、第１の面及びその反対面となる第２の面を
有し、前記第１の面にワイヤ接続用の電極を有する第２の半導体チップを準備し、
（２）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記接続パッドに、フリップ・チップ接続用
の前記電極を介して前記第１の半導体チップをフリップ・チップ接続し、
（３）前記第２の半導体チップをその第２の面を介して前記第１の半導体チップの前記第
２の面に絶縁性接着剤で接続し、
（４）前記第２の半導体チップのワイヤ接続用の前記電極と前記第１の半導体チップから
外れた位置にある前記接続パッドを導電性のワイヤで接続することを特徴とする請求項１
に記載の積層型半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記工程（ｃ）の前記半導体チップの搭載工程では、
（１）第１の面及びその反対面となる第２の面を有し、前記第１の面の周縁にワイヤ接続
用の電極を有する第１の半導体チップと、第１の面及びその反対面となる第２の面を有し
、前記第１の面にワイヤ接続用の電極を有しかつ前記第１の半導体チップに重ねたときに
前記第１の半導体チップの前記電極が露出する大きさである第２の半導体チップを準備し
、
（２）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面に、前記第１の半導体チップを
その第２の面を介して絶縁性接着剤で接続し、
（３）前記第１の半導体チップのワイヤ接続用の前記電極を露出させる状態で前記第２の
半導体チップをその第２の面を介して前記第１の半導体チップの第１の面に絶縁性接着剤
で接続し、
（４）前記第１及び第２の半導体チップのワイヤ接続用の前記各電極と前記各接続パッド
を導電性のワイヤで接続することを特徴とする請求項１に記載の積層型半導体装置の製造
方法。
【請求項５】
　積層型半導体装置を製造する方法であって、
（ａ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面を有し、前記第１の面に複数の
電極を有する半導体チップを準備する工程、
（ｂ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面に形成された所定パターンの配
線であって、前記第１及び第２の面との間を電気的に接続する配線を含む配線と、前記第
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１の面に形成された複数の接続パッドと、前記第２の面に形成された複数の端子形成パッ
ドとを有する製品形成部が縦横に整列形成された配線母基板を準備する工程、
（ｃ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面側に前記半導体チップを搭載し
、かつ前記半導体チップの前記各電極を接続手段を介して前記各接続パッドに電気的に接
続する工程、
（ｄ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面に、前記第１の面上の前記配線
の一部を露出させたままとし、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆い、上面と前記上
面に連なり前記製品形成部の前記第１の面に至る側面とを有する絶縁性樹脂からなる封止
体を形成する工程、
（ｅ）前記封止体から露出している、前記各製品形成部の前記第１の面上の所定の前記配
線の一部に接続された一端部と、前記封止体の前記上面に形成された他の一端部と、前記
封止体上に形成され、前記一端部と前記他の一端部の間を接続する中間部とを有し、少な
くとも前記他の一端部の側面が前記封止体に埋め込まれている連結用配線を複数形成する
工程、
（ｆ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面側であって、前記封止体の前記
側面から前記製品形成部の外周縁に至る領域に、前記連結用配線を覆う絶縁性樹脂からな
る保護層を形成する工程、
（ｇ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第２の面の前記端子形成パッドに外部電
極端子を形成する工程、
（ｈ）前記配線母基板を前記各製品形成部の境界線で切断して個片化する工程、
　によって第１の半導体装置を製造し、
　前記第１の半導体装置に第２の半導体装置を積層し、前記第１の半導体装置の前記連結
用配線の前記他の一端部と前記第２の半導体装置が備える電極とを電気的に接続すること
を特徴とする積層型半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記工程（ｄ）の前記封止体の形成工程では、
　前記絶縁性樹脂が充填されるキャビティの壁面に前記連結用配線に対応する突条が設け
られたモールド金型を用いて前記封止体を形成して、前記封止体の前記側面及び前記上面
に選択的に溝を形成し、
　前記工程（ｅ）の連結用配線の形成工程では、
　前記封止体の表面に設けられた前記溝に金属粒子を含むインクを充填し、
　前記インクを硬化処理することによって、前記連結用配線を形成することを特徴とする
請求項５に記載の積層型半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置及びその製造方法に係わり、特に、半導体装置の上面に半導体装置
を重ねて積層する積層型半導体装置の製造技術に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の集積度向上及び小型・軽量化を図るためのパッケージ構造として、ＢＧＡ
（Ball Grid Array ）構造及びＬＧＡ（Land Grid Array ）と呼称される表面実装型の半
導体装置が知られている。これら半導体装置は、配線基板上に半導体素子（半導体チップ
）を固定し、かつ半導体チップの電極と配線基板の配線で形成される接続パッドを導電性
のワイヤ（接続手段）で接続し、かつ半導体チップ及びワイヤ等を絶縁性の樹脂からなる
封止体で覆った構造になっている。また、生産性を向上させるために、いわゆる一括モー
ルド方法を採用した製造方法も採用されている。この製造方法では、半導体装置を製造す
る製品形成部を縦横に配列した配線母基板が準備される。その後、各製品形成部に半導体
チップを固定し、かつワイヤの接続を行い、さらに絶縁性樹脂で配線母基板全体を覆い、
ついで配線母基板を樹脂毎縦横に切断して複数の半導体装置を製造する。なお、前記接続
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手段としては、半導体チップの各電極を配線基板の接続パッドにフリップ・チップ接続す
る方法もある。
【０００３】
　一方、半導体装置の集積度及び小型化の向上を図る一つの方法として、ＩＣ等が形成さ
れた半導体チップを積層したり、あるいはパッケージされた半導体装置を積層する手法等
が採用されている（例えば、特許文献１、２）
【特許文献１】特開２００４－１７２１５７号公報
【特許文献２】特開２００４－２７３９３８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者は配線基板の下面に設けた半田ボール（外部電極端子）を利用してパッケージ
された半導体装置を積層する、いわゆるパッケージ・オン・パッケージの積層型半導体装
置の製造について検討した。
【０００５】
　一般に良く知られた半導体装置として、樹脂封止型の半導体装置が知られている。この
半導体装置は、下面に外部電極端子を有する配線基板の上面に半導体チップを搭載すると
ともに、半導体チップの電極を配線基板の配線に接続手段を介して電気的に接続し、かつ
前記半導体チップ及び接続手段を絶縁性樹脂からなる封止体（パッケージ）で覆った構造
になっている。このような半導体装置を積層する場合、例えば、封止体の外側に配線の一
部を露出させる配線基板の外周部分を突出させ、この露出する配線部分に積層する半導体
装置（上段の半導体装置）の外部電極端子（半田バンプ）を接続して積層型半導体装置を
製造する方法が考えられる。
【０００６】
　このような構造では、下段の半導体装置のパッケージに半導体チップを２段積層配置す
る構造では、パッケージが高くなることから、１個の半田ボールで形成するバンプ電極で
は、高さが足りなくなり、中段に積層用の基板を配置し、この基板の上下に半田ボールを
取り付けて上下の半導体装置を電気的に接続する方法が考えられる。
【０００７】
　しかし、このような構造の積層型半導体装置では、積層型半導体装置の高さが高くなり
、積層型半導体装置の薄型化が図り難くなる。また、パッケージの外側にバンプ電極を接
続するための配線基板部分が必要となり、積層型半導体装置の小型化が図り難くなる。
【０００８】
　本発明の目的は、薄型の積層型半導体装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、小型の積層型半導体装置を提供することにある。
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面
からあきらかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のと
おりである。
【００１１】
　このような積層型半導体装置は、（ａ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２
の面を有し、前記第１の面に複数の電極を有する半導体チップを準備する工程、（ｂ）第
１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面に形成された所定パターンの配線であっ
て、前記第１の面と前記第２の面との間を電気的に接続する配線を含む配線と、前記第１
の面に形成された複数の接続パッドと、前記第２の面に形成された複数の端子形成パッド
とを有する製品形成部が縦横に整列形成された配線母基板を準備する工程、（ｃ）前記配
線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面側に前記半導体チップを搭載し、かつ前記半
導体チップの前記各電極を接続手段を介して前記各接続パッドに電気的に接続する工程、



(5) JP 5598787 B2 2014.10.1

10

20

30

40

50

（ｄ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面に、前記第１の面上の前記配線
の一部を露出させたままとし、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆い、上面と該上面
に連なり前記製品形成部の前記第１の面に至る側面とを有する絶縁性樹脂からなる封止体
を形成する工程、（ｅ）前記封止体から露出している、前記各製品形成部の前記第１の面
上の所定の前記配線の一部に接続された一端部と、前記封止体の前記上面に形成された他
の一端部と、前記封止体上に形成され、前記一端部と前記他の一端部の間を接続する中間
部とを有し、少なくとも前記他の一端部の側面が前記封止体に埋め込まれている連結用配
線を複数形成する工程、（ｆ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第２の面の前記
端子形成パッドに外部電極端子を形成する工程、（ｇ）前記配線母基板を前記各製品形成
部の境界線で切断して個片化する工程によって第１の半導体装置を製造し、前記第１の半
導体装置に第２の半導体装置を積層し、前記第１の半導体装置の前記連結用配線の前記他
の一端部と前記第２の半導体装置が備える電極とを電気的に接続することによって製造す
ることができる。
【００１５】
　このような積層型半導体装置は、（ａ）第１の面及びこの第１の面の反対面となる第２
の面を有し、前記第１の面に複数の電極を有する半導体チップを準備する工程、（ｂ）第
１の面及びこの第１の面の反対面となる第２の面に形成された所定パターンの配線であっ
て、前記第１及び第２の面との間を電気的に接続する配線を含む配線と、前記第１の面に
形成された複数の接続パッドと、前記第２の面に形成された複数の端子形成パッドとを有
する製品形成部が縦横に整列形成された配線母基板を準備する工程、（ｃ）前記配線母基
板の前記各製品形成部の前記第１の面側に前記半導体チップを搭載し、かつ前記半導体チ
ップの前記各電極を接続手段を介して前記各接続パッドに電気的に接続する工程、（ｄ）
前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面に、前記第１の面上の前記配線の一部
を露出させたままとし、前記半導体チップ及び前記接続手段を覆い、上面と前記上面に連
なり前記製品形成部の前記第１の面に至る側面とを有する絶縁性樹脂からなる封止体を形
成する工程、（ｅ）前記封止体から露出している、前記各製品形成部の前記第１の面上の
所定の前記配線の一部に接続された一端部と、前記封止体の前記上面に形成された他の一
端部と、前記封止体上に形成され、前記一端部と前記他の一端部の間を接続する中間部と
を有し、少なくとも前記他の一端部の側面が前記封止体に埋め込まれている連結用配線を
複数形成する工程、（ｆ）前記配線母基板の前記各製品形成部の前記第１の面側であって
、前記封止体の前記側面から前記製品形成部の外周縁に至る領域に、前記連結用配線を覆
う絶縁性樹脂からなる保護層を形成する工程、（ｇ）前記配線母基板の前記各製品形成部
の前記第２の面の前記端子形成パッドに外部電極端子を形成する工程、（ｈ）前記配線母
基板を前記各製品形成部の境界線で切断して個片化する工程によって第１の半導体装置を
製造し、前記第１の半導体装置に第２の半導体装置を積層し、前記第１の半導体装置の前
記連結用配線の前記他の一端部と前記第２の半導体装置が備える電極とを電気的に接続す
ることによって製造することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本願において開示される発明によれば、薄型または小型の積層型半導体装置の製造方法
を提供することが可能となる。
【実施例１】
【００２４】
　図１乃至図１８は本発明の実施例１の積層型半導体装置及びその製造方法に係わる図で
あり、図１乃至図７は積層型半導体装置の構造に係わる図であり、図８乃至図１８は半導
体装置の製造方法に係わる図である。
【００２５】
　本発明の積層型半導体装置は複数の半導体装置を多段に積層した半導体装置である。実
施例１では２個の半導体装置を積層した積層型半導体装置に本発明を適用した例について
説明する。
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【００２６】
　本実施例１の積層型半導体装置１は、図１及び図２に示すように、下段の半導体装置１
０と、この下段の半導体装置１０上に積層される上段の半導体装置４０とからなっている
。下段の半導体装置１０は、各種電子装置の実装基板（配線基板）に実装される外部電極
端子を下面に有し、上段の半導体装置４０の下面の外部電極端子が接続される端子を上面
に有する構造となる。この構造の半導体装置を、説明の便宜上第１の半導体装置１０とも
呼称する。また、上段の半導体装置４０は、外部に露出して設けられる端子は下面の外部
電極端子だけである。この構造の半導体装置を、説明の便宜上第２の半導体装置４０と呼
称する。
【００２７】
　下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０は、図３乃至図５に示すように、外観的に
は四角形の配線基板１１と、この配線基板１１の第１の面１１ａ（図４では上面）に部分
的に形成した四角形の封止体１２と、配線基板１１の第１の面１１ａの反対面となる第２
の面１１ｂ（図４では下面）に形成された複数の電極（外部電極端子）１３とからなって
いる。外部電極端子１３は、図１及び図２に示すように、四角形の配線基板１１の各辺に
沿って４列設けられている。
【００２８】
　配線基板１１は、例えば、厚さ０．２５ｍｍのガラス・エポキシ樹脂配線基板からなり
、図４、図５に示すように、第１の面１１ａ及び第２の面１１ｂに所定パターンの配線１
５，１６を有している。これら配線１５，１６は、図５に示すように、配線基板１１の上
下面間を貫通する配線１７で接続されている。配線基板１１の第１の面１１ａ及び第２の
面１１ｂには、図示しないが、選択的に絶縁膜（ソルダーレジスト膜）が設けられている
。従って、配線基板１１の第１の面１１ａ及び第２の面１１ｂには部分的に配線１５，１
６が露出するようになる。第１の面１１ａに露出する配線１５は接続パッド１８となり、
第２の面１１ｂに露出する配線１６は電極（外部電極端子）１３を形成するための端子形
成パッド１９となる。
【００２９】
　配線基板１１の第１の面１１ａには第１の半導体チップ２０が搭載される。第１の半導
体チップ２０は第１の面及び第１の面の反対面となる第２の面を有し、第１の面に電極（
バンプ電極）２１を有し、この電極２１が一部の接続パッド１８にフリップ・チップ接続
される（図５参照）。フリップ・チップ接続によって第１の半導体チップ２０に形成され
た図示しない回路素子の各部が接続パッド１８に電気的に接続される。フリップ・チップ
接続によって第１の半導体チップ２０も配線基板１１に固定される。図５に示すように、
配線基板１１と第１の半導体チップ２０との間には隙間が存在するが、この隙間には絶縁
性樹脂からなるアンダーフィル樹脂２２が充填されている。隙間はアンダーフィル樹脂２
２によって埋め尽くされ、第１の半導体チップ２０の第１の面はアンダーフィル樹脂２２
によって保護される。
【００３０】
　また、第１の半導体チップ２０の第２の面（図４では上面）には絶縁性の接着剤２５を
介して第２の半導体チップ２６が固定される。第２の半導体チップ２６は第１の面及び第
１の面の反対面となる第２の面を有し、第２の半導体チップ２６の第２の面が第１の半導
体チップ２０に接続される。第２の半導体チップ２６の第１の面（図４では上面）には電
極２７（図５参照）が複数設けられている。これら電極２７は四角形の第２の半導体チッ
プ２６の各辺の近傍に各辺に沿って設けられている。これら電極２７は導電性のワイヤ２
８によって一部の接続パッド１８に電気的に接続されている。
【００３１】
　封止体１２は配線基板１１の第１の面１１ａに選択的に設けられ、第１の半導体チップ
２０，第２の半導体チップ２６及びワイヤ２８等を覆う。実施例では、配線基板１１の外
周部は封止体１２の外周縁から外側に突出する構造になっている。封止体１２は、トラン
スファモールディングによって形成される。封止体１２は、配線基板１１に相似形となる
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四角形の上面２９と、この上面２９の各辺に連なり、配線基板１１の第１の面１１ａに到
達する傾斜した側面３０とからなり、四角形台状の構造になっている。
【００３２】
　また、封止体１２の外周縁から突出する配線基板１１部分の第１の面１１ａには配線１
５の一部が露出するようになっている（図５参照）。即ち、封止体１２から外れた配線基
板１１部分には配線１５が露出している。そして、露出する配線部分には、例えば、銅か
らなる連結用配線３１が重ねて形成されている。この連結用配線３１は、配線基板１１の
第１の面１１ａ上から封止体１２の側面３０を通り、封止体１２の上面２９にまで延在し
ている。封止体１２の上面２９に延在する連結用配線３１の先端部分は、図３に示すよう
に、連結用接続パッド３２と呼称する円形の端子を形成している。これら連結用接続パッ
ド３２上に上段の半導体装置４０の下面の外部電極端子が重ねて接続されることになる（
図２参照）。なお、連結用接続パッド３２は必ずしも円形でなくともよく、四角形等他の
形状でもよい。
【００３３】
　上段の半導体装置（第２の半導体装置）４０は、図６及び図７に示すように、外観的に
は四角形の配線基板４１と、この配線基板４１の第１の面４１ａ（図７では上面）側に重
ねて一致して形成された四角形の封止体４２と、配線基板４１の第１の面４１ａの反対面
となる第２の面４１ｂ（図７では下面）に形成された複数の電極（外部電極端子）４３と
からなっている。外部電極端子４３は、図６に示すように、四角形の配線基板４１の各辺
に沿って３列設けられている。
【００３４】
　配線基板４１は、例えば、厚さ０．２５ｍｍのガラス・エポキシ樹脂配線基板からなり
、図７に示すように、第１の面４１ａ及び第２の面４１ｂに所定パターンの配線４５，４
６を有している。これら配線４５，４６は、配線基板４１の上下面間を貫通する配線４７
で接続されている。配線基板４１の第１の面４１ａ及び第２の面４１ｂには、図示しない
が、選択的に絶縁膜（ソルダーレジスト膜）が設けられている。従って、配線基板４１の
第１の面４１ａ及び第２の面４１ｂには部分的に配線４５，４６が露出するようになる。
第１の面４１ａに露出する配線４５は接続パッド４８となり、第２の面４１ｂに露出する
配線４６は電極（外部電極端子）４３を形成するための端子形成パッド４９となる。
【００３５】
　配線基板４１の第１の面４１ａには半導体チップ５０が絶縁性の接着剤５１を介して固
定されている。半導体チップ５０は第１の面（図７では上面）に図示しない電極を有して
いる。この電極と配線基板４１の接続パッド４８は導電性のワイヤ５２によって電気的に
接続されている。
【００３６】
　このような上段の半導体装置４０は、図２に示すように、下段の半導体装置１０に積層
されて積層型半導体装置１となる。即ち、上段の半導体装置４０の外部電極端子４３が下
段の半導体装置１０の封止体１２の上面２９に位置する連結用配線３１の連結用接続パッ
ド３２に重ねて接続されることによって積層型半導体装置１が製造される。上段の半導体
装置４０の外部電極端子４３は、例えば、半田ボール（Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ）で形成されて
いる。従って、下段の半導体装置１０上に上段の半導体装置４０を位置決めして重ね、半
田をリフローして一次的に溶融することによって、外部電極端子４３は連結用接続パッド
３２に接続される。
【００３７】
　つぎに、図８乃至図１８を参照しながら積層型半導体装置１の製造方法について説明す
る。図８は上段の半導体装置４０の製造方法を示す図であり、図９は下段の半導体装置１
０の製造方法の一部を示す図である。図１０は下段の半導体装置１０の製造方法の一部と
、下段の半導体装置１０上に上段の半導体装置４０を積層して積層型半導体装置１を製造
する方法を示す図である。
【００３８】
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　最初に、図８（ａ）～（ｆ）を参照しながら、上段の半導体装置（第２の半導体装置）
４０の製造方法について説明する。
【００３９】
　図８（ａ）に示すように、配線基板からなる配線母基板６０を準備する。配線母基板６
０は、区画され、矩形枠状の枠部６１と、この枠部６１の内側に縦横に整列形成（マトリ
ックス状）された複数の製品形成部６２を有している。配線母基板６０は、製造の最終段
階で製品形成部６２の外周縁に沿って縦横に切断され、各製品形成部６２は上段の半導体
装置４０になる。従って、配線母基板６０は切断によって配線基板４１になる。製品形成
部６２の構造は、既に図６及び図７で説明した配線基板４１の構造そのものであることか
ら、製品形成部６２の構造説明は省略する。図８（ａ）では製品形成部６２は小さな四角
形で示してある。また、配線母基板６０の第１の面は配線基板４１の第１の面４１ａであ
り、同様に製品形成部６２の第１の面も配線基板４１の第１の面４１ａである。従って、
配線母基板６０及び製品形成部６２の第１の面及び第２の面を、第１の面４１ａ，第２の
面４１ｂとして説明する。
【００４０】
　つぎに、図８（ｂ）に示すように、各製品形成部６２の第１の面４１ａの所定位置に半
導体チップ５０を固定する。半導体チップ５０は第１の面に図示しない電極を有している
ことから、第１の面の反対面となる第２の面を絶縁性の接着剤５１を介して配線母基板６
０の第１の面４１ａに固定する。なお、図８（ｂ）～（ｅ）において、隣接する一対の一
点鎖線間が製品形成部６２である。
【００４１】
　つぎに、図８（ｃ）に示すように、各製品形成部６２において、半導体チップ５０の第
１の面の図示しない電極と配線母基板６０の第１の面４１ａの接続パッド４８をワイヤ５
２で電気的に接続する。
【００４２】
　つぎに、図８（ｄ）に示すように、一括モールドを行い、配線母基板６０の枠部６１の
内側領域全体に絶縁性の樹脂からなる封止体４２を形成する。封止体４２は、例えば、ト
ランスファモールディング装置を使用して形成する。
【００４３】
　つぎに、図８（ｅ）に示すように、配線母基板６０の各製品形成部６２の第２の面４１
ｂの端子形成パッド４９に外部電極端子４３を重ねて形成する。外部電極端子４３は、例
えば、直径２５０μｍの半田ボールで形成したバンプ電極となる。バンプ電極の状態では
、外部電極端子４３は１５０μｍの厚さになる。
【００４４】
　つぎに、配線母基板６０及び封止体４２を各製品形成部６２の境界線で切断して個片化
し、複数の上段の半導体装置４０を製造する。配線母基板６０は切断によって配線基板４
１になる。
【００４５】
　下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０の製造においては、最初に、図９（ａ）に
示すように、配線基板からなる配線母基板７０を準備する。また、第１の面及びその反対
面となる第２の面を有し前記第１の面にフリップ・チップ接続用の電極を有する第１の半
導体チップと、第１の面及びその反対面となる第２の面を有し前記第１の面にワイヤ接続
用の電極を有する第２の半導体チップも準備される。
【００４６】
　配線母基板７０は、区画され、矩形枠状の枠部７１と、この枠部７１の内側に縦横に整
列形成（マトリックス状）された複数の製品形成部７２を有している。配線母基板７０は
、製造の最終段階で製品形成部７２の外周縁に沿って縦横に切断され、各製品形成部７２
は下段の半導体装置１０になる。従って、配線母基板７０は切断によって配線基板１１に
なる。製品形成部７２の構造は、既に図３乃至図５で説明した配線基板１１の構造そのも
のであることから、製品形成部７２の構造説明は省略する。図９（ａ）では製品形成部７
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２は小さな四角形で示してある。また、配線母基板７０の第１の面は配線基板１１の第１
の面１１ａであり、同様に製品形成部７２の第１の面も配線基板１１の第１の面１１ａで
ある。従って、配線母基板７０及び製品形成部７２の第１の面及び第２の面を、第１の面
１１ａ，第２の面１１ｂとして説明する。
【００４７】
　つぎに、図９（ｂ）に示すように、各製品形成部７２の第１の面１１ａの所定位置に第
１の半導体チップ２０を搭載する。第１の半導体チップ２０はフリップ・チップ接続構造
となることから、第１の半導体チップ２０の電極２１は配線母基板７０の各製品形成部７
２の第１の面１１ａの接続パッド１８にフリップ・チップ接続される（図５参照）。また
、フリップ・チップボンディング後、配線母基板７０と第１の半導体チップ２０との間の
隙間に絶縁性の樹脂を充填し、かつ樹脂のキュアーを行って樹脂（アンダーフィル樹脂２
２）で前記隙間を塞ぐ（図５参照）。なお、図９（ｂ）～（ｅ）及び図１０（ａ），（ｂ
）において、隣接する一対の一点鎖線間が製品形成部７２である。
【００４８】
　つぎに、図９（ｃ）に示すように、第２の半導体チップ２６を第２の面を介して第１の
半導体チップ２０の第２の面に絶縁性の接着剤２５で接続する。
【００４９】
　つぎに、図９（ｄ）に示すように、第２の半導体チップ２６の電極（図５に示す電極２
７）と第１の半導体チップ２０から外れた位置にある配線母基板７０に設けられた接続パ
ッド１８（図５参照）を導電性のワイヤ２８で接続する。ワイヤ２８のループ高さは、第
２の半導体チップ２６の上面から１００μｍ以下と低くして下段の半導体装置１０の高さ
を極力低くするように配慮されている。実施例では、第２の半導体チップ２６は第１の半
導体チップ２０よりも小さく、全体が第１の半導体チップ２０の外周縁よりも内側に位置
しているが、第２の半導体チップ２６の電極にワイヤを接続するときに支障がなければ、
第２の半導体チップ２６の外周縁は第１の半導体チップ２０の外周縁よりも突出するよう
なサイズの第２の半導体チップ２６であってもよい。
【００５０】
　つぎに、図９（ｅ）に示すように、配線母基板７０の各製品形成部７２の第１の面１１
ａに独立した封止体１２を形成する。封止体１２は絶縁性の樹脂で形成され、第１の半導
体チップ２０，第２の半導体チップ２６及びワイヤ２８等を覆う。封止体１２は、例えば
、トランスファモールディング装置を用いて形成する。このトランスファモールディング
装置におけるモールド金型の封止体１２を形成するキャビティ（窪み）には、個々にキャ
ビティの底部分から樹脂が注入されて封止体１２が形成される。この封止体１２は、露出
した部分が、上面２９と、この上面２９に連なり製品形成部７２の第１の面１１ａに至る
傾斜した側面３０とからなっている。また、製品形成部７２の第１の面１１ａの配線１５
の一部は封止体１２から外れて露出している。
【００５１】
　つぎに、図１０（ａ）に示すように、各製品形成部７２において、製品形成部７２の第
１の面１１ａから封止体１２の側面３０及び上面２９まで延在する連結用配線３１を形成
する。この連結用配線３１は、図５に示すように、封止体１２から外れて露出した前記配
線１５に重なり電気的に接続されている。封止体１２の上面２９に延在する連結用配線３
１の先端部分は連結用接続パッド３２（図３参照）となっている。この連結用接続パッド
３２上は、上段の半導体装置４０の下面の外部電極端子４３が重ねて接続される端子とな
っている。
【００５２】
　つぎに、図１０（ｂ）に示すように、配線母基板７０の各製品形成部７２の第２の面１
１ｂの端子形成パッド１９に外部電極端子１３を重ねて形成する。外部電極端子１３は、
例えば、直径２５０μｍの半田ボールで形成したバンプ電極となる。バンプ電極の状態で
は、外部電極端子１３は２００μｍの厚さになる。
【００５３】
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　つぎに、配線母基板７０を各製品形成部７２の境界線で切断して個片化し、図１０（ｃ
）に示すように、複数の下段の半導体装置１０を製造する。配線母基板７０は切断によっ
て配線基板１１になる。
【００５４】
　つぎに、図１０（ｄ）に示すように、下段の半導体装置１０の上に上段の半導体装置４
０を位置決めする。その後、下段の半導体装置１０の上に上段の半導体装置４０を重ね、
かつ上段の半導体装置４０の外部電極端子４３を一時的に加熱処理（リフロー）して下段
の半導体装置１０の封止体１２の上面２９の連結用接続パッド３２に接続する。これによ
り、図１０（ｅ）に示すような積層型半導体装置１が製造される。
【００５５】
　ここで、連結用配線３１の形成方法について、図１１乃至図１８を参照しながら説明す
る。図１１は下段の半導体装置１０の製造において、配線母基板７０に封止体１２を形成
した状態を示す製品形成部７２の平面図である。四角形の封止体１２の周辺からそれぞれ
突出して描かれる線が配線１５である。
【００５６】
　つぎに、配線母基板７０の第１の面１１ａにマスク７５を形成する。図１２は封止体１
２上等にマスク７５を形成した状態の配線母基板７０の製品形成部７２を示す断面図であ
り、図１３は平面図である。図１２では、マスク７５は黒く描かれていて、封止体１２の
表面及び配線母基板７０の第１の面１１ａ上に位置している。このマスク７５は、一枚の
金属板（Ａｌ、ＳＵＳ等）をパターニングしかつ成形して封止体１２の表面及び第１の面
１１ａに密着できる構造になっている。図１３では、円とその円に連なる太い線の部分が
貫通孔（スリット）７６である。この各スリット７６が各連結用配線３１と一致するパタ
ーンとなっている。図１４に製品形成部７２の角部を拡大して示す。ハッチング部分がマ
スク７５であり、太い黒の点線が配線１５である。図１４では、スリット７６は円形部分
と直線部分とからなり、外郭線で示してある。また、図面が見にくくなることから省略し
てあるが、スリット７６の直線部分の先端部分は配線１５に重なっている。
【００５７】
　つぎに、図１５に示すように、配線母基板７０の製品形成部７２の第１の面１１ａ全域
上に、金属粒子（例えば、銅の粒子）を含むインク７７をインクジェットノズル７８で均
一に塗布して（吹き付けて）、均一の厚さのインク層７９を形成する。図１６は図１５に
示す配線母基板７０部分に塗布されたインク層７９を示す平面図である。
【００５８】
　つぎに、スリット７６に充填されたインク層７９の形状を損なうことのないようにマス
ク７５を配線母基板７０から取り外す。
【００５９】
　つぎに、配線母基板７０及び封止体１２の表面に残留したインク層７９を硬化処理する
。硬化処理は、例えば、１６０～１７０℃の温度で３０分処理する。この硬化処理によっ
て、インクに含まれるバインダー等の有機成分が除去されて導体層が形成され、図１７に
示すように、連結用配線３１が形成される。封止体１２の上面２９から側面３０を通り、
製品形成部７２の第１の面１１ａに至って延在する連結用接続パッド３２は、図５及び図
１８に示すように、配線１５に重なり電気的に接続される構造になる。これにより、封止
体１２の外側に露出する各配線１５は各連結用配線３１によって封止体１２の上面に引き
出されるため、封止体１２の上面２９の連結用接続パッド３２が各配線１５の引き出し端
子となる。なお、図１２、図１５、図１７では配線１５は省略してある。
【００６０】
　実施例１によれば、以下の効果を有する。
　（１）下段の半導体装置１０においては、封止体１２を設けた配線基板１１の上面（第
１の面１１ａ）の一部の配線１５は封止体１２から外れて露出し、この露出した配線１５
に電気的に接続される連結用配線３１が封止体１２の上面２９上にまで延在して位置して
いる。そして、封止体１２の上面２９上の各連結用配線部分（連結用接続パッド３２）に
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、上段の半導体装置４０の下面（配線基板４１の第２の面４１ｂ）の電極（外部電極端子
）４３が電気的に接続される構造となっている。下段の半導体装置１０の封止体１２内に
複数の半導体チップ（例えば、第１の半導体チップ２０及び第２の半導体チップ２６）を
重ねて搭載すると必然的に封止体１２の厚さ（高さ）が厚く（高く）なる。しかし、上段
の半導体装置４０の電極（外部電極端子）４３の厚さ（高さ）は、下段の半導体装置１０
の封止体１２の上面２９に設けた連結用配線部分（連結用接続パッド３２）に重ねて接続
する構造であることから、下段の半導体装置１０の封止体１２の厚さに左右されることな
く薄くできる。この結果、積層型半導体装置１の薄型化が達成できる。上段の半導体装置
４０の電極（外部電極端子）４３は、例えば、半田ボール等によって形成するバンプ電極
であるが、この半田ボールも、２００～３００μｍ直径程度にすることができるため、積
層型半導体装置１の薄型化が可能になる。
【００６１】
　（２）下段の半導体装置１０において、封止体１２を設けた配線基板１１の上面（第１
の面１１ａ）の一部の配線１５を封止体１２から外れて露出させるため、配線基板１１の
外周部は封止体１２の外側に突出する構造になる。封止体１２の外周縁から突出する配線
基板１１の突出長さは、配線基板１１に設ける配線１５と連結用配線３１とを電気的に接
続するためでよいことから、バンプ電極を配置する構造に比較して前記配線基板外周部分
の突出長さは短くでき、積層型半導体装置１の小型化が達成できる。
【００６２】
　（３）上記（１）及び（２）により、積層型半導体装置１の小型・薄型化が達成できる
ことになる。
【００６３】
　（４）下段の半導体装置１０及び上段の半導体装置４０には、それぞれ複数の半導体チ
ップを積層して搭載できることから、高密度・高集積度の積層型半導体装置１となる。
【００６４】
　（５）下段の半導体装置１０では、封止体１２の上面２９に上段の半導体装置４０との
接続を行う接続部分（連結用配線部分：連結用接続パッド３２）を配置する構造であるこ
とから、接続部分の配置に制約がなくなり、積層型半導体装置１の設計の自由度が高くな
る。
【実施例２】
【００６５】
　図１９乃至図２３は本発明の実施例２の積層型半導体装置の製造方法に係わるである。
実施例２は、実施例１の積層型半導体装置の製造方法において、下段の半導体装置１０の
連結用配線３１を形成する他の方法に係わるものである。即ち、連結用配線３１の封止体
１２と重なる部分は、封止体１２の側面３０から上面２９に亘って設けられた溝８１内に
形成されている。図１９では、封止体１２の側面３０から上面２９に亘って設けた溝８１
を示し、図２３では、溝８１に埋め込まれた連結用配線３１を示す。封止体１２の上面２
９の円形部分が連結用接続パッド３２となる。
【００６６】
　このような構造の下段の半導体装置１０は、その製造時、トランスファモールディング
による封止体１２の形成工程では、樹脂が充填されるキャビティの壁面に連結用配線に対
応する突条が設けられたモールド金型を使用する。図２０に示すように、トランスファモ
ールディングにおいては、下型８２と上型８３とからなるモールド金型８４を使用する。
この際、封止体１２を形成するキャビティ（窪み）８５を有する上型８３において、連結
用配線３１を形成したい部分に突条８６を設けておく。これにより、図２１に示すように
、封止体１２の側面３０及び上面２９に選択的に溝８１が形成される。
【００６７】
　つぎに、ディスペンサのノズル８７を操作して、溝８１に金属粒子を含むインク７７を
充填する。その後、実施例１と同様にインク７７を硬化処理することによって、図２２及
び図２３に示すように、溝８１内に連結用配線３１を形成する。
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【００６８】
　この実施例によれば、溝８１内にインク７７を入れて連結用配線３１を形成することか
ら、精度良く連結用配線３１を形成することができる。また、封止体１２と重なる連結用
配線３１が封止体１２の側面３０から上面２９に亘って設けられた溝８１内に形成されて
いることから、封止体１２の上面２９に突出する連結用配線３１の突出高さ（厚さ）を実
施例１の下段の半導体装置１０の場合よりも薄くできるため、さらに積層型半導体装置１
の薄型化が達成できる。
【実施例３】
【００６９】
　図２４は本発明の実施例３の積層型半導体装置の製造方法によって製造された第１の半
導体装置を示す平面図である。また、図２５は図２４のＤ－Ｄ線に沿う断面図である。
【００７０】
　実施例３の積層型半導体装置における下段の半導体装置１０は、実施例１の下段の半導
体装置１０において、図２４及び図２５に示すように、封止体１２の側面３０から配線基
板１１の外周縁に至る配線基板１１の第１の面１１ａ側には連結用配線３１部分を覆う絶
縁性樹脂からなる保護層９０が形成されていることを特徴とする。
【００７１】
　このような下段の半導体装置１０は、図１０（ａ）～（ｃ）に示す実施例１の下段の半
導体装置１０の製造方法において、図１０（ｂ）に示すように、連結用配線３１を形成し
た後、配線母基板７０の各製品形成部７２の封止体１２の外周部分に絶縁性の樹脂を封止
体１２の高さと同じ程度に埋め込んで保護層９０を形成する。つぎに、外部電極端子１３
を形成し、ついで配線母基板７０を保護層９０共々切断することによって、図２４及び図
２５に示す下段の半導体装置１０を製造する。
【００７２】
　実施例３によれば、下段の半導体装置１０において、封止体１２の側面３０に位置する
連結用配線３１部分は保護層９０によって保護されていることから、配線１５及び連結用
配線３１に異物が付着して発生するショート不良を防止できるため、信頼性が高い積層型
半導体装置１となる。
【実施例４】
【００７３】
　図２６は本発明の実施例４である積層型半導体装置の製造方法によって製造された積層
型半導体装置を示す断面図である。
【００７４】
　実施例４の積層型半導体装置１は、実施例１の積層型半導体装置１において、下段の半
導体装置１０の第１の半導体チップ２０の図示しない電極が配線基板１１の配線１５（接
続パッド１８）にワイヤ２８によって接続される構造となっている。電極がワイヤ２８に
よって配線１５に接続する構造となることから、第１の半導体チップ２０の第２の面が絶
縁性の接着剤２５を介して配線基板１１に固定される。また、第２の半導体チップ２６は
第２の面が絶縁性の接着剤２５によって第１の半導体チップ２０の第１の面に接続される
構造となる。
【００７５】
　このように、下段の半導体装置１０において、配線基板１１に搭載する二つの半導体チ
ップの電極の配線との接続を行う接続手段は、フリップ・チップ接続及びワイヤ接続のど
ちらも採用可能である。また、上段の半導体装置４０においても、２個以上の半導体チッ
プを重ねて搭載することも可能である。この場合においても、フリップ・チップ接続及び
ワイヤ接続のどちらも採用可能である。
【実施例５】
【００７６】
　図２７は本発明の実施例５である積層型半導体装置の断面図である。実施例５の積層型
半導体装置１は、半導体装置をさらに多数積層する構造であり、実施例では３個の半導体
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装置を積層した例である。
【００７７】
　半導体装置を３段以上重ねる構造においては、最下段の半導体装置と、最上段の半導体
装置との間に１乃至複数の中段の半導体装置を積層配置するものである。最下段の半導体
装置は実施例１の場合の下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０である。また、最上
段の半導体装置は実施例１の場合の上段の半導体装置（第２の半導体装置）４０である。
中段の半導体装置（第３の半導体装置）９５は、寸法等一部は異なるが、実施例１の場合
の下段の半導体装置と構成は同じである。従って、中段の半導体装置（第３の半導体装置
）９５の各部の名称及び符号は下段の半導体装置（第１の半導体装置）１０と同じとする
。
【００７８】
　中段の半導体装置（第３の半導体装置）９５の下面側の外部電極端子１３は、第３の半
導体装置９５の下方の半導体装置の連結用接続パッド３２に重ねて接続され、第３の半導
体装置９５の封止体１２の上面２９の連結用接続パッド３２には上方の半導体装置の下面
側の外部電極端子が重ねて接続される構造となる。
【００７９】
　中段の半導体装置（第３の半導体装置）９５は、封止体１２の上面２９に連結用接続パ
ッド３２を有する構造となるが、この連結用接続パッド３２は封止体１２の側面３０から
上面２９に亘って設けられる連結用配線３１によって形成される構造であることから、上
段になればなるほど半導体装置は小型になっていく。
【００８０】
　実施例５によれば、さらに高密度でかつ高集積度の積層型半導体装置を提供することが
できる。
【００８１】
  以上本発明者によってなされた発明を実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は上
記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であるこ
とはいうまでもない。
【００８２】
　例えば、実施例では、下段の半導体装置１０の製造において、封止体１２は、各製品形
成部７２の外周部分を枠状に露出させる独立した封止体構造としたが、隣接する製品形成
部のキャビティ（窪み）を順次樹脂が流れるトランスファモールディング方法によって封
止体を形成する方法でもよい。図２８及び図２９は製造後の下段の半導体装置１０の平面
図であるが、封止体１２の形成時点では、矢印９６に示す方向から樹脂を流入させて封止
体１２を形成し、矢印９７に示す方向に樹脂を流して隣接する製品形成部に封止体を形成
する。この樹脂の流入側及び流出側の流路で硬化した樹脂部分９８，９９は一定の厚さを
有することから、この部分をクランプすることによって配線母基板７０をクランプするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施例１である積層型半導体装置の平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿う拡大断面図である。
【図３】実施例１の積層型半導体装置を構成する第１の半導体装置の平面図である。
【図４】図３のＢ－Ｂ線に沿う拡大断面図である。
【図５】図４の一部を示す拡大断面図である。
【図６】実施例１の積層型半導体装置を構成する第２の半導体装置の平面図である。
【図７】図６のＣ－Ｃ線に沿う拡大断面図である。
【図８】実施例１の積層型半導体装置の製造方法において、第２の半導体装置を製造する
方法を示す工程断面図である。
【図９】実施例１の積層型半導体装置の製造方法を示す一部の工程断面図である。
【図１０】実施例１の積層型半導体装置の製造方法を示す一部の工程断面図である。
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【図１１】前記第１の半導体装置の製造において、配線母基板に封止体を形成した状態を
示す製品形成部の平面図である。
【図１２】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等にマスクを形成した状態の
配線母基板の製品形成部を示す断面図である。
【図１３】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等にマスクを形成した状態の
配線母基板の製品形成部を示す平面図である。
【図１４】図１３の一部を示す拡大平面図である。
【図１５】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等に導体層を形成した状態の
配線母基板の製品形成部を示す断面図である。
【図１６】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等に導体層を形成した状態の
配線母基板の製品形成部を示す平面図である。
【図１７】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等に導体層からなる連結用配
線を形成した状態の配線母基板の製品形成部を示す断面図である。
【図１８】前記第１の半導体装置の製造において、封止体上等に導体層からなる連結用配
線を形成した状態の配線母基板の製品形成部の一部を示す拡大平面図である。
【図１９】本発明の実施例２である積層型半導体装置の製造方法において、封止体表面に
配線形成用溝を形成した状態を示す配線母基板の製品形成部の一部を示す斜視図である。
【図２０】前記配線形成用溝を形成するトランスファモールディング状態を示す断面図で
ある。
【図２１】前記配線形成用溝に導体を充填する状態を示す断面図である。
【図２２】前記配線形成用溝に連結用配線を形成した状態を示す断面図である。
【図２３】前記配線形成用溝に連結用配線を形成した状態を示す一部の斜視図である。
【図２４】本発明の実施例３の積層型半導体装置の製造方法によって製造された第１の半
導体装置を示す平面図である。
【図２５】図２４のＤ－Ｄ線に沿う断面図である。
【図２６】本発明の実施例４である積層型半導体装置の製造方法によって製造された積層
型半導体装置を示す断面図である。
【図２７】本発明の実施例５である積層型半導体装置の断面図である。
【図２８】本発明の他の実施例である積層型半導体装置における下段の半導体装置の平面
図である。
【図２９】本発明の他の実施例である積層型半導体装置における下段の半導体装置の平面
図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１…積層型半導体装置、１０…下段の半導体装置（第１の半導体装置）、１１…配線基
板、ａ…第１の面１１、１１ｂ…第２の面、１２…封止体、１３…外部電極端子、１５，
１６，１７…配線、１８…接続パッド１８、２０…第１の半導体チップ、２１…電極、２
２…接着剤、２５…接着剤、２６…第２の半導体チップ、２７…電極、２８…ワイヤ、２
９…上面、３０…側面、３１…連結用配線、３２…連結用接続パッド、４０…上段の半導
体装置（第２の半導体装置）、４１…配線基板、４１ａ…第１の面、４１ｂ…第２の面、
４２…封止体、４３…電極（外部電極端子）、４５，４６，４７…配線、４８…接続パッ
ド、４９…端子形成パッド、５０…半導体チップ、５１…接着剤、５２…ワイヤ、６０…
配線母基板、６１…枠部、６２…製品形成部、７０…配線母基板、７１…枠部、７２…製
品形成部、７５…マスク、７６…貫通孔、７７…インク、７８…インクジェットノズル、
７９…インク層、８１…溝、８２…下型、８３…上型、８４…モールド金型、８５…キャ
ビティ（窪み）、８６…突条、８７…ノズル、９０…保護層、９５…中段の半導体装置（
第３の半導体装置）、９６，９７…矢印、９８，９９…樹脂部分。
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