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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】反り量の低減化、反り形状の安定化に有効な半
導体装置およびその製造方法を提供する。
【解決手段】半導体装置は、配線基板１００と、配線基
板に搭載された少なくとも２つの半導体チップ２００，
３００と、２つの半導体チップの少なくとも一部に跨る
ように配置された補強基板４００とを含む。半導体装置
の製造方法は、各半導体チップへの補強基板の配置は、
各半導体チップの上面に配置、形成された電極パッド２
１０にかからないように行なわれ、補強基板を配置する
前、あるいは配置した後に、２つの半導体チップのそれ
ぞれの電極パッドと配線基板の接続パッド１２０との間
のワイヤボンディングを行ない、続いて、少なくとも２
つの半導体チップ及びボンディングされたワイヤを樹脂
で封止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板と、
　前記配線基板に搭載された少なくとも２つの半導体チップと、
　前記２つの半導体チップの少なくとも一部に跨るように配置された１枚以上の補強基板
と、
を含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記補強基板は、前記２つの半導体チップにそれぞれスペーサ基板を介して配置され、
該スペーサ基板により前記補強基板の下面側にできるスペースにおいて前記２つの半導体
チップの電極パッドと前記配線基板の接続パッド間がワイヤでボンディングされているこ
とを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記補強基板の厚さが、前記２つの半導体チップのそれぞれの厚さより大きいことを特
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２つの半導体チップは前記配線基板にフリップチップ実装されたものであり、前記
補強基板は前記２つの半導体チップのそれぞれの全面に跨るように配置されていることを
特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記補強基板が３つ以上の半導体チップに跨るように配置されてい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】
　配線基板上に少なくとも２つの半導体チップを並置し、
　前記２つの半導体チップの少なくとも一部に跨るように１枚以上の補強基板を配置する
工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記各半導体チップへの前記補強基板の配置は、前記各半導体チップの上面に配置、形
成された電極パッドにかからないように行なわれ、
　前記補強基板を配置する前、あるいは配置した後に、前記２つの半導体チップのそれぞ
れの電極パッドと前記配線基板の接続パッドとの間のワイヤボンディングを行ない、
　続いて、少なくとも前記２つの半導体チップ及びボンディングされたワイヤを樹脂で封
止することを特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記２つの半導体チップの間の前記配線基板に配置、形成された接続パッドと、前記２
つの半導体チップのそれぞれの電極パッドとの間のワイヤボンディングを行なった後に、
前記補強基板を、前記２つの半導体チップにそれぞれスペーサ基板を介して配置すること
により、該スペーサ基板により前記補強基板の下面側にできるスペースにおいて前記２つ
の半導体チップの電極パッドと前記配線基板の接続パッド間がワイヤでボンディングされ
ていることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記補強基板の厚さが、前記２つの半導体チップのそれぞれの厚さより大きいことを特
徴とする請求項７～８のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記２つの半導体チップを前記配線基板にフリップチップ実装し、
　前記補強基板を前記２つの半導体チップのそれぞれの全面に跨るように配置することを
特徴とする請求項６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記補強基板を３つ以上の半導体チップに跨るように配置することを特徴とする請求項
６～１０のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
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【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関する。
【背景技術】
【０００２】
　配線基板上に複数の半導体チップを実装して１パッケージに構成した大容量化対応の半
導体装置が提供されている（特許文献１）。この種の半導体装置はMCP（Multi Chip Pack
age）タイプと呼ばれている。
【０００３】
　一方、携帯機器等の小型・薄型化により、半導体装置の薄型化の要求があり、配線基板
や半導体チップの厚さが薄くなってきている。
【０００４】
　しかしながら、配線基板や半導体チップの薄型化によって、半導体装置の反りの影響が
大きくなっている。例えば配線基板上に複数の半導体チップを並置した半導体装置では、
半導体チップ間に接続パッドや受動部品を配置する等により、半導体チップ間に０．２ｍ
ｍ程度のクリアランスを設ける必要がある場合、２つの半導体チップの間を境に折れ曲が
るように、２コブ状の反り或いは捻れが発生してしまう問題があった。このような反りや
捻れによって、以後の半田ボールのマウントに際し、実装基板のランドに接続できない部
分が発生したり、実装基板への実装位置精度が低下したりしてしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３１５７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　図１０は、上記の問題点を検証するために試作した半導体装置の一例を示す断面図であ
る。厚さ１９０μｍ、１５×１５ｍｍの大きさの基板上に、２．５ｍｍの間隔をおいて２
つのチップ（厚さ７０μｍ、大きさ３．６６×７．５８ｍｍ）を実装した後、樹脂で封止
したものについて反り（平坦度）を測定した。その結果、図１１に示すような測定結果が
得られた。図１１から、２コブ状の凹反りが発生していることが理解できる。
【０００７】
　上記のような問題点に鑑み、本発明は、反り量の低減化、反り形状の安定化に有効な半
導体装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の態様によれば、配線基板と、前記配線基板に搭載された少なくとも２つの半導
体チップと、前記２つの半導体チップの少なくとも一部に跨るように配置された１枚以上
の補強基板と、を含むことを特徴とする半導体装置が提供される。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、配線基板上に少なくとも２つの半導体チップを並置し、前
記２つの半導体チップの少なくとも一部に跨るように１枚以上の補強基板を配置する工程
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法が提供される。
【００１０】
　上記の半導体装置の製造方法においては、前記各半導体チップへの前記補強基板の配置
は、前記各半導体チップの上面に配置、形成された電極パッドにかからないように行なわ
れ、前記補強基板を配置する前、あるいは配置した後に、前記２つの半導体チップのそれ
ぞれの電極パッドと前記配線基板の接続パッドとの間のワイヤボンディングを行ない、続
いて、少なくとも前記２つの半導体チップ及びボンディングされたワイヤを樹脂で封止す
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る工程を更に含む。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、配線基板上に離間して配置された少なくとも２つの半導体チップに跨
るように補強基板を配置することで、半導体チップ間の領域での反りや捻れの発生が抑制
できる。これにより、配線基板の搬送不良を低減し、半導体装置製造の歩留を向上できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【図２】第１の実施例による半導体装置の組立フローを示す概略構成図である。
【図３】本発明の第２の実施例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【図４】第２の実施例による半導体装置の組立フローを示す概略構成図である。
【図５】図４に続く、第２の実施例による半導体装置の組立フローを示す概略構成図であ
る。
【図６】本発明の第３の実施例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【図７】本発明の第１の変形例による半導体装置の概略構成を示す平面図である。
【図８】本発明の第２の変形例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【図９】本発明の第３の変形例による半導体装置の概略構成を示す平面図である。
【図１０】通常のMCPタイプの半導体装置の問題点を検証するために試作した半導体装置
の一例を示す断面図である。
【図１１】図１０に示した半導体装置に対して行なった反り（平坦度）の測定結果を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に、本発明を幾つかの実施例に基づいて説明する。
【００１４】
（第１の実施例）
　図１は、本発明の第１の実施例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【００１５】
　配線基板１００の一面の例えば左側領域に第１の半導体チップ２００が、右側領域に第
２の半導体チップ３００が、それぞれ互いに離間した状態で並置されてＤＡＦ（Ｄｉｅ　
Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｆｉｌｍ）等の接着部材１１０、１１０を介して搭載されている。配
線基板１００は、絶縁基材の両面に絶縁膜が形成され、一方の面は半導体チップを搭載す
るための面であって複数の接続パッド１２０が形成され、他方の面には複数のランド１５
０が形成されている。第１及び第２の半導体チップ２００，３００は所定回路、例えばメ
モリ回路（図示省略）と、複数の電極パッド２１０，３１０が一面（ここでは、上面）に
形成されている。電極パッド２１０，３１０は、第１及び第２の半導体チップ２００，３
００の、例えば中央領域に一列状に配置されており、それぞれ配線基板１００の接続パッ
ド１２０，１２０と導電性のワイヤ１３０，１３０を介して電気的に接続されている。ま
た第１及び第２の半導体チップ２００，３００のそれぞれの一面に跨るように、補強基板
４００、例えばシリコン基板がＤＡＦ（Ｄｉｅ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｆｉｌｍ）等の接着
部材４１０を介して積層されている。
【００１６】
　このように配線基板１００上に離間して配置された複数の半導体チップ２００，３００
に跨るように補強基板４００を配置することで、半導体チップ間の領域での反りや捻れの
発生が抑制できる。
【００１７】
　また従来の半導体装置の反りが凹反りの場合には、補強基板４００を搭載したことで、
その分だけモールドのための封止樹脂１４０の量を減らすことになり、この点でもさらに
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反り量を低減できる。
【００１８】
　図２は、第１の実施例の半導体装置の組立フローを示す概略構成図である。
【００１９】
　配線母基板１０は、図２（ａ）に示すように、複数の製品形成部１０－１，１０－１が
マトリクス状に配置されており、それぞれの製品形成部１０－１の一面には複数の接続パ
ッド１２０が形成されている。また製品形成部１０－１の他面側には、複数のランド１５
０が形成されており、対応する接続パッド１２０と配線（図示省略）により電気的に接続
されている。
【００２０】
　次に図２（ｂ）に示すように、配線母基板１０のそれぞれの製品形成部１０－１に第１
及び第２の半導体チップ２００，３００を並置するように、ＤＡＦ等の接着部材（図示省
略）を介して搭載する。第１及び第２の半導体チップ２００，３００は、例えば後述する
モールド時の溶融樹脂の注入方向に垂直な方向に並置するように製品形成部１０－１に搭
載される。
【００２１】
　その後、第１及び第２の半導体チップ２００，３００に跨るように補強基板４００、例
えばシリコン基板を積層する。尚、補強基板４００は、第１及び第２の半導体チップ２０
０，３００の一面に形成された電極パッド２１０，３１０が露出するように、DAF等の接
着部材（図示省略）を介して第１及び第２の半導体チップ２００，３００上に積層される
。
【００２２】
　次に図２（ｃ）に示すように、第１及び第２の半導体チップ２００，３００のそれぞれ
の電極パッド２１０，３１０と配線母基板１０の製品形成部１０－１に形成された接続パ
ッド１２０とを、導電性のワイヤ１３０によりワイヤボンディングする。ワイヤ１３０は
、例えばＡｕやＣｕ等が用いられる。
【００２３】
　ワイヤボンディング工程は、半導体チップ２００側について言えば、図示しないワイヤ
ボンディング装置のキャピラリの先端から突出したワイヤをトーチで溶融させ、先端を球
状化する。そして溶融により先端にボールが形成されたワイヤをキャピラリにより半導体
チップ２００の電極パッド２１０上に超音波熱圧着することでファーストボンディングす
る。そして、所定のループ形状を描くように、キャピラリを配線母基板１０の接続パッド
１２０上に移動させ、接続パッド１２０上に超音波熱圧着によりセカンドボンディングす
る。その後、ワイヤ１３０をクランプして引っ張ることで、ワイヤ１３０の後端が切断さ
れ、半導体チップ２００の電極パッド２１０と配線母基板１０の接続パッド１２０を接続
するワイヤ１３０が張設される。半導体チップ３００側もまったく同様である。
【００２４】
　尚、ワイヤボンディング時にキャピラリが補強基板４００に接触するおそれがある場合
には、ワイヤボンディング後に第１及び第２の半導体チップ２００，３００に跨るように
補強基板４００を積層搭載するように構成しても良い。
【００２５】
　次に図２（ｄ）に示すように、配線母基板１０のすべての製品形成部１０－１を一体的
に覆うように、絶縁性の封止樹脂、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂による封止体５００を
形成する。封止体５００は、例えば図示しないトランスファーモールド装置の上型と下型
からなる成型金型で、配線母基板１０を型閉めし、ゲートから上型と下型により形成した
キャビティ内に溶融樹脂を圧入する。前記キャビティ内に溶融樹脂が充填された後、熱硬
化することで、封止体５００は少なくとも半導体チップとワイヤを覆うように、好ましく
は補強基板４００も含めて覆うように構成される。ここで、第１及び第２の半導体チップ
２００，３００を溶融樹脂の注入方向に垂直な方向に並置するように構成することで、半
導体チップ間の隙間は樹脂の注入方向に沿って配置される。これにより、溶融樹脂注入時
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のチップ間の隙間へのボイドの発生を低減できる。
【００２６】
　次に図２（ｅ）に示すように、配線母基板１０の製品形成部１０－１の他面に配置した
複数のランド１５０に金属ボール１６０が搭載される。金属ボール１６０は例えば半田等
が用いられる。金属ボール１６０は、図示しないボールマウンターにより、製品形成部１
０－１の他面に格子状に配置された複数のランド１５０に合せて、複数の吸着孔を形成し
たマウントツールで、半田からなる金属ボールを前記吸着孔に保持し、前記保持された金
属ボールをフラックスを介して、ランド１５０上に一括載置する。金属ボール１６０の載
置後、配線母基板１０を所定温度でリフローすることで、ランド１５０上に金属ボール１
６０が搭載される。
【００２７】
　次に図２（ｆ）に示すように、図示しないダイシング装置により、配線母基板１０を破
線（図２ｅ）で示すダイシングラインで切断し、製品形成部（配線基板）毎に切断分離す
る。基板ダイシングは、配線母基板１０の封止体５００をダイシングテープ５５０に接着
し、ダイシングテープ５５０によって配線母基板１０を支持する。配線母基板１０をダイ
シングブレードにより縦横にダイシングラインに沿って切断して配線母基板１０を複数の
配線基板１００に個片化する。個片化完了後、配線基板１００をダイシングテープ５５０
からピックアップすることで、図１に示すような半導体装置が得られる。また並置された
複数の半導体チップ間に跨るように補強基板４００を搭載して配線基板１００の反りや捻
れを低減することで、配線基板１００の搬送不良を低減し、半導体装置製造の歩留を向上
できる。
【００２８】
（第２の実施例）
　図３は、本発明の第２の実施例による半導体装置の概略構成を示す断面図である。
【００２９】
　第２の実施例による半導体装置は、第１の実施例と同様に、配線基板１００の一面の例
えば左側領域に第１の半導体チップ２００’が、右側領域に第２の半導体チップ３００’
が、互いに離間した状態で並置されて搭載されている。第２の実施例では、第１の半導体
チップ２００’の電極パッド２１０’，２１０’は、例えばチップ周辺領域（対応する２
辺に沿った領域）に配置されており、それぞれ配線基板１００の接続パッド１２０，１２
０’と導電性のワイヤ１３０，１３０を介して電気的に接続されている。同様に、第２の
半導体チップ３００’の電極パッド３１０’，３１０’も、チップ周辺領域に配置されて
おり、それぞれ配線基板１００の接続パッド１２０，１２０’と導電性のワイヤ１３０，
１３０を介して電気的に接続されている。第２の実施例では、第１及び第２の半導体チッ
プ２００’、３００’の間に配置された接続パッド１２０’は、第１及び第２の半導体チ
ップ２００’、３００’で共通となっている。
【００３０】
　そして、第２の実施例では、スペーサ基板６１０，６２０を介して、第１及び第２の半
導体チップ２００’，３００’の一面に跨るように、補強基板４００、例えばシリコン基
板が積層されている。第２の実施例においては、スペーサ基板６１０，６２０を介して、
第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’に跨るように補強基板４００を搭載する
ことで、第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’間の領域にワイヤ１３０が存在
しても、第１の実施例と同様に、並置された複数の半導体チップに起因した反りや捻れを
低減できる。
【００３１】
　図４～図５は、第２の実施例による半導体装置の組立フローを示す概略構成図である。
【００３２】
　第２の実施例の組立フローは、スペーサ基板を搭載する工程を除けば、第１の実施例の
組立フローと同様である。
【００３３】
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　配線母基板１０は、図４（ａ）に示すように、複数の製品形成部１０－１，１０－１が
マトリクス状に配置されており、それぞれの製品形成部１０－１の一面には複数の接続パ
ッド１２０が形成されている。また製品形成部１０－１の他面側には、複数のランド１５
０が形成されており、対応する接続パッド１２０と配線（図示省略）により電気的に接続
されている。
【００３４】
　次に図４（ｂ）に示すように、配線母基板１０のそれぞれの製品形成部１０－１に第１
及び第２の半導体チップ２００’，３００’を並置するように、DAF等の接着部材１１０
（図３）を介して搭載する。第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’は、例えば
後述するモールド時の溶融樹脂の注入方向に垂直な方向に並置するように製品形成部１０
－１に搭載される。
【００３５】
　その後、第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’にそれぞれ第１及び第２のス
ペーサ基板６１０，６２０を積層する。尚、第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０
は、第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’の周辺領域に形成された電極パッド
２１０’，３１０’が露出するように、DAF等の接着部材６１５，６２５（図３）を介し
て第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’上に積層される。第１及び第２のスペ
ーサ基板６１０，６２０は、後述の、あるいは第１の実施例の補強基板と同様に、シリコ
ン基板を、DAFを介して搭載している。第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０は、
半導体チップと補強基板の間に配置し配線基板の反りを抑制するため、できる限り大きい
サイズで構成することが好ましい。
【００３６】
　次に図４（ｃ）に示すように、第１及び第２の半導体チップ２００’，３００’のそれ
ぞれの電極パッド２１０’，３１０’と配線母基板１０の製品形成部１０－１に形成され
た接続パッド１２０，１２０’とを、導電性のワイヤ１３０によりワイヤボンディングす
る。ワイヤ１３０は、例えばＡｕやＣｕ等が用いられる。
【００３７】
　ワイヤボンディング工程は、半導体チップ２００’側について言えば、図示しないワイ
ヤボンディング装置のキャピラリの先端から突出したワイヤをトーチで溶融させ、先端を
球状化する。そして溶融により先端にボールが形成されたワイヤをキャピラリにより半導
体チップ２００’の電極パッド２１０’上に超音波熱圧着することでファーストボンディ
ングする。そして、所定のループ形状を描くように、キャピラリを配線母基板１０の接続
パッド１２０（１２０’）上に移動させ、接続パッド１２０（１２０’）上に超音波熱圧
着によりセカンドボンディングする。その後、ワイヤ１３０をクランプして引っ張ること
で、ワイヤ１３０の後端が切断され、半導体チップ２００’の電極パッド２１０’と配線
母基板１０の接続パッド１２０（１２０’）を接続するワイヤ１３０が張設される。半導
体チップ３００’側もまったく同様である。
【００３８】
　尚、ワイヤボンディング時にキャピラリが第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０
に接触するおそれがある場合には、ワイヤボンディング後に第１及び第２の半導体チップ
２００’，３００’上に第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０を積層搭載するよう
に構成しても良い。
【００３９】
　次に、図４（ｄ）に示すように、第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０に跨るよ
うに補強基板４００、例えばシリコン基板を積層する。尚、補強基板４００は、DAF等の
接着部材４１０（図３）を介して第１及び第２のスペーサ基板６１０，６２０上に積層さ
れる。
【００４０】
　次に図５（ａ）に示すように、配線母基板１０のすべての製品形成部１０－１を一体的
に覆うように、絶縁性の封止樹脂、例えば熱硬化性のエポキシ樹脂による封止体５００を
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形成する。封止体５００は、例えば図示しないトランスファーモールド装置の上型と下型
からなる成型金型で、配線母基板１０を型閉めし、ゲートから上型と下型により形成した
キャビティ内に溶融樹脂を圧入する。前記キャビティ内に溶融樹脂が充填された後、熱硬
化することで、封止体５００は少なくとも半導体チップとワイヤを覆うように、好ましく
は補強基板４００も含めて覆うように構成される。ここで、第１及び第２の半導体チップ
２００’，３００’を溶融樹脂の注入方向に垂直な方向に並置するように構成することで
、半導体チップ間の隙間は樹脂の注入方向に沿って配置される。これにより、溶融樹脂注
入時のチップ間の隙間へのボイドの発生を低減できる。
【００４１】
　次に図５（ｂ）に示すように、配線母基板１０の製品形成部１０－１の他面に配置した
複数のランド１５０に金属ボール１６０が搭載される。金属ボール１６０は例えば半田等
が用いられる。金属ボール１６０は、図示しないボールマウンターにより、製品形成部１
０－１の他面に格子状に配置された複数のランド１５０に合せて、複数の吸着孔を形成し
たマウントツールで、半田からなる金属ボールを前記吸着孔に保持し、前記保持された金
属ボールを、フラックスを介して、ランド１５０上に一括載置する。金属ボール１６０の
載置後、配線母基板１０を所定温度でリフローすることで、ランド１５０上に金属ボール
１６０が搭載される。
【００４２】
　次に図５（ｃ）に示すように、図示しないダイシング装置により、配線母基板１０を破
線（図５ｂ）で示すダイシングラインで切断し、製品形成部（配線基板）毎に切断分離す
る。基板ダイシングは、配線母基板１０の封止体５００をダイシングテープ５５０に接着
し、ダイシングテープ５５０によって配線母基板１０を支持する。配線母基板１０をダイ
シングブレードにより縦横にダイシングラインに沿って切断して配線母基板１０を複数の
配線基板１００に個片化する。個片化完了後、配線基板１００をダイシングテープ５５０
からピックアップすることで、図３に示すような半導体装置が得られる。また並置された
複数の半導体チップ間に跨るように補強基板４００を搭載して配線基板１００の反りや捻
れを低減することで、配線基板１００の搬送不良を低減し、半導体装置製造の歩留を向上
できる。
【００４３】
　図６は、第１の実施例の変形例である第３の実施例を示す断面図である。
【００４４】
　第３の実施例では、第１及び第２の半導体チップ２００，３００に跨るように積層され
た補強基板４００’の厚さを、半導体チップの厚さ、例えば７０μｍよりも大きく構成し
ている。これにより補強基板４００’の剛性を高くし、配線基板１００の反りや捻れをよ
り良好に抑制することができる。この第３の実施例は、第２の実施例に組み合わされても
良い。
【００４５】
　以上、本発明をいくつかの実施例に基づき説明したが、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言うまでもない
。
【００４６】
　上記実施例では、２つの半導体チップ間に一つの補強基板を設けた場合について説明し
たが、半導体チップに形成される電極パッドの配置によっては、大の変形例として図７に
示すように、２つの半導体チップ間に複数の補強基板を配置するように構成しても良い。
つまり、図７では、第１の半導体チップ２００’において第２の半導体チップ３００と隣
り合う辺縁の中央部に形成された複数の電極パッド２１０’と、第１及び第２の半導体チ
ップ２００’，３００の間に形成された接続パッド１２０’とをワイヤボンディングする
構成となっている。一方、第２の半導体チップ３００においてその中心線に沿って一列で
配置された電極パッド３１０の中央部分のいくつかと第１及び第２の半導体チップ２００
’，３００の間に形成された接続パッド１２０’とをワイヤボンディングする構成となっ
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３００間に補強基板を設けるために、補強基板を４００－１と４００－２の２枚にしてい
る。勿論、補強基板は３枚以上でもよい。この第１の変形例は、第２、第３の実施例に組
み合わされても良い。
【００４７】
　また上記実施例では、配線基板にフェースアップで搭載された２つの半導体チップ上に
補強基板を配置する場合について説明したが、第２の変形例として図８に示すように、フ
リップチップ実装された第１及び第２の半導体チップ２００”と３００”上に、DAF等の
接着部材４１０を介して補強基板４００”を配置するように構成しても良い。つまり、第
１及び第２の半導体チップ２００”、３００”は、その下面側に形成された電極パッド２
１０”、３１０”と、配線基板１００’に配置されたバンプ電極１７０との間でフリップ
チップボンディングが行われ、アンダーフィル１８０を介して配線基板１００’に実装さ
れている。このようなフリップチップ実装の場合、補強基板４００”を２つの半導体チッ
プ２００”、３００”の全面にわたって配置できるため、より良好に半導体基板１００’
の反り及び捻れを抑制できる。この第２の変形例は、第３の実施例と組み合わされても良
い。
【００４８】
　上記実施例では、２つの半導体チップに跨るように補強基板を搭載したが、第３の変形
例として図９に示すように、３つ以上の半導体チップ２００－１，２００－２，３００－
１，３００－２に跨るように１枚の補強基板４００を配置するように構成しても良い。こ
の第３の変形例は、第２の実施例や第３の実施例、更には第２の変形例と組み合わされて
も良い。
【符号の説明】
【００４９】
　　　１０　　配線母基板
　　１０－１　製品形成部
　　１００　　配線基板
　　１１０，４１０　　接着部材
　　１２０，１２０’　　接続パッド
　　１３０　　ワイヤ
　　１４０　　封止樹脂
　　１５０　　ランド
　　１６０　　金属ボール
　　１７０　　バンプ電極
　　２００，２００’、２００”　　第１の半導体チップ
　　２１０，２１０’，３１０，３１０’　　電極パッド
　　３００，３００’、３００”　　第２の半導体チップ
　　４００，４００’，４００”，４００－１，４００－２　　補強基板
　　５００　　封止体
　　５５０　　ダイシングテープ
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