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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面および裏面を有し、前記裏面に外部接続端子が形成された配線基板と、
　前記配線基板の前記主面上に実装されたメモリチップと、
　前記メモリチップ上に実装された前記メモリチップを制御するコントローラチップと、
　前記メモリチップ上に実装され、前記コントローラチップに電気的に接続されたインタ
ーポーザと、
を有する半導体装置であって、
　前記メモリチップの第１の辺には第１端子が形成されており、
　前記インターポーザは、前記メモリチップの前記第１の辺と前記コントローラチップの
間に配置されており、
　前記インターポーザの第１の辺には第２端子が形成され、前記第１の辺と直交する第２
の辺には第３端子が形成されて、前記第１の辺と対向する第３の辺には第４端子が形成さ
れており、
　前記インターポーザの第１の辺に形成された前記第２端子は、前記メモリチップの第１
の辺に形成された前記第１端子に電気的に接続されており、
　前記インターポーザの第２の辺に形成された前記第３端子は、前記配線基板の前記主面
上の一辺に設けられた第５端子を介して前記外部接続端子に電気的に接続されており、
　前記インターポーザの第３の辺に形成された前記第４端子は、前記コントローラチップ
と電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
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【請求項２】
　前記配線基板の前記主面上には、複数枚の前記メモリチップが積層された状態で実装さ
れ、
　前記複数枚のメモリチップは、それぞれの前記第１の辺に設けられた第１端子が露出す
るように、前記第１の辺と直交する方向にずらして積層されていることを特徴とする請求
項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記複数枚のメモリチップのうち、最下層のメモリチップと、その他のメモリチップは
、前記第１端子が形成された前記第１の辺が互いに反対方向を向くように、前記配線基板
の前記主面内において１８０度ずれた状態で積層されており、
　前記最下層のメモリチップの前記第１端子は、前記第５端子に接続された前記配線基板
の配線を介して、前記インターポーザに電気的に接続され、
　前記その他のメモリチップの前記第１端子は、前記インターポーザの前記第２端子に電
気的に接続されていることを特徴とする請求項２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記コントローラチップは、前記コントローラチップの第一辺に設けられた第６の端子
を介して、前記インターポーザの第４端子と接続されており、
　前記インターポーザの第１および第３の辺の長さは、前記コントローラチップの第１の
辺の長さよりも前記メモリチップの第１の辺の長さに近いことを特徴とする請求項３記載
の半導体装置。
【請求項５】
　主面および裏面を有し、前記裏面に外部接続端子が形成された配線基板と、
　前記配線基板の前記主面上に実装されたメモリチップと、
　前記メモリチップ上に実装されたコントローラチップと、
を有する半導体装置であって、
　前記メモリチップの第１の辺には第１端子が形成されており、
　前記コントローラチップの第１の辺には第２端子が形成され、前記第１の辺と直交する
第２の辺には第３端子が形成されており、
　前記コントローラチップの第１の辺に形成された前記第２端子は、前記メモリチップの
第１の辺に形成された前記第１端子に電気的に接続されており、
　前記コントローラチップの第２の辺に形成された前記第３端子は、前記メモリチップの
第１の辺と直交する第２の辺側に設けられた前記配線基板の前記主面上の第４端子を介し
て前記外部接続端子に電気的に接続され、
　前記配線基板の前記主面上には、複数枚の前記メモリチップが積層された状態で実装さ
れ、
　前記複数枚のメモリチップは、それぞれの前記第１の辺に設けられた第１端子が露出す
るように、前記第１の辺と直交する方向にずらして積層され、
　前記複数枚のメモリチップのうち、最下層のメモリチップと、その他のメモリチップは
、前記第１端子が形成された前記第１の辺が互いに反対方向を向くように、前記配線基板
の前記主面内において１８０度ずれた状態で積層されており、
　前記最下層のメモリチップの前記第１端子は、前記第４端子に接続された前記配線基板
の配線を介して、前記コントローラチップに電気的に接続され、
　前記その他のメモリチップの前記第１端子は、前記コントローラチップの前記第２端子
に電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　配線基板の主面上に複数枚のメモリチップが積層された状態で実装された半導体装置で
あって、
　前記複数枚のメモリチップのそれぞれの第１の辺に第１端子が形成され、
　前記複数枚のメモリチップは、それぞれの前記第１の辺の第１端子が露出するように、
前記第１の辺と直交する方向にずらして積層され、



(3) JP 5207868 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

　前記複数枚のメモリチップの内の最下層のメモリチップの第１の辺は前記配線基板の第
１の辺と並ぶように配置され、
　前記複数枚のメモリチップの枚数をｎ枚（ｎは４以上）としたときに、同一方向に連続
してずらしたメモリチップの枚数は、（ｎ／２）枚以下で、かつ２枚以上であり、
　前記複数枚のメモリチップの内の最上層のメモリチップを除き、同一方向に連続してず
らした複数枚のメモリチップグループの内、最上層のメモリチップは、グループ内の他の
メモリチップと前記第１の辺が１８０度ずれた状態で積層されていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項７】
　前記複数枚のメモリチップの最上層のメモリチップ上にインターポーザを有し、
　前記インターポーザは、前記配線基板の第１の辺側に第１端子を有するメモリチップも
しくは、前記配線基板の第１の辺側と反対側の辺に第１端子を有するメモリチップと第１
のワイヤを介して接続され、
　さらに、前記インターポーザは、前記配線基板と第２のワイヤを介して接続されている
ことを特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項８】
　前記インターポーザ上には、メモリチップを制御するメモリコントローラが設けられ、
　前記メモリコントローラは前記インターポーザと電気的に接続され、
　前記インターポーザは、前記配線基板の第１の辺側に第１端子を有するメモリチップお
よび前記配線基板の第１の辺側と反対側の辺に第１端子を有するメモリチップと前記第１
のワイヤを介してそれぞれ接続されていることを特徴とする請求項７記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記メモリチップを制御するメモリコントローラが前記複数枚のメモリチップの最上層
に設けられ、
　前記複数枚のメモリチップの最下層のメモリチップは、前記配線基板と前記最下層のメ
モリチップの第１端子とを接続するワイヤを介して前記コントローラチップに電気的に接
続されていることを特徴とする請求項６記載の半導体装置。
【請求項１０】
　配線基板の主面上に半導体チップが実装され、前記半導体チップが樹脂により封止され
た半導体装置であって、
　前記半導体チップは、その第１の辺に形成された端子がワイヤを介して前記配線基板に
電気的に接続され、前記第１の辺と向かい合う第２の辺が前記配線基板の外側に延びてお
り、
　前記第２の辺の近傍における前記樹脂には、前記配線基板の主面に垂直な方向の厚さが
、前記第１の辺から前記第２の辺に向かう方向に沿って次第に薄くなるようなテーパ加工
が施されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　前記配線基板の前記主面上には、複数枚の前記メモリチップが積層された状態で実装さ
れ、
　前記複数枚のメモリチップは、それぞれの前記第１の辺に形成された端子が露出するよ
うに、前記第１の辺と直交する方向にずらして積層されていることを特徴とする請求項１
０記載の半導体装置。
【請求項１２】
　主面および裏面を有し、前記裏面に外部接続端子が形成された配線基板と、
　前記配線基板の主面上に積層された複数枚のメモリチップと、
　前記積層された複数枚のメモリチップの最上層のメモリチップ上に実装されたコントロ
ーラチップおよびインターポーザとを有する半導体装置であって、
　前記複数枚のメモリチップのそれぞれのチップは、第１の辺と前記第１の辺と交差する
第２の辺とを有し、かつ前記第１の辺に沿って配置された複数の第１端子が露出するよう
にずらして積層され、
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　前記複数の第１端子と前記コントローラチップは、前記インターポーザを介して電気的
に接続され、
　前記配線基板の主面には、前記第２の辺と並んで隣り合う前記配線基板の辺に沿って前
記外部接続端子と電気的に接続された複数の第２端子が配置され、
　前記インターポーザの主面には、前記複数の第２端子の近傍に、複数の第３端子が配置
され、
　前記複数の第２端子と前記複数の第３端子とをワイヤで結線することにより、前記イン
ターポーザと前記配線基板とが電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　前記インターポーザの主面には、前記複数の第１端子の近傍に、前記複数の第３端子と
前記コントローラチップとに電気的に接続された複数の第４端子が配置され、
　前記複数の第１端子と前記複数の第４端子とをワイヤで結線することにより、前記複数
枚のメモリチップと前記インターポーザとが電気的に接続されていることを特徴とする請
求項１２記載の半導体装置。
【請求項１４】
　前記コントローラチップは、前記インターポーザ上に実装されていることを特徴とする
請求項１２記載の半導体装置。
【請求項１５】
　前記コントローラチップの主面に複数の第５端子が配置され、
　前記インターポーザの主面には、前記複数の第５端子の近傍に、前記複数の第３端子と
前記複数の第４端子とに電気的に接続された複数の第６端子が配置され、
　前記複数の第５端子と前記複数の第６端子とをワイヤで結線することにより、前記コン
トローラチップと前記インターポーザとが電気的に接続されていることを特徴とする請求
項１４記載の半導体装置。
【請求項１６】
　前記複数の第５端子は、前記コントローラチップの主面の３辺に沿って配置されている
ことを特徴とする請求項１５記載の半導体装置。
【請求項１７】
　前記複数の第５端子は、前記コントローラチップの主面の４辺に沿って配置されている
ことを特徴とする請求項１５記載の半導体装置。
【請求項１８】
　前記インターポーザは、コの字形の平面形状を有し、
　前記コントローラチップは、前記コの字形で囲まれた領域の内側において、前記インタ
ーポーザと並べて実装され、
　前記コントローラチップの主面の３辺に沿って複数の第５端子が形成され、
　前記コントローラチップと前記インターポーザは、前記コントローラチップの主面に形
成された前記複数の第５端子と、前記インターポーザに形成された複数の端子のうち、前
記複数の第５端子の近傍に配置された複数の第６端子とをワイヤで結線することによって
電気的に接続されていることを特徴とする請求項１２記載の半導体装置。
【請求項１９】
　前記インターポーザは、矩形の平面形状を有する３枚のインターポーザを前記最上層の
メモリチップ上に並べて実装することによって、前記コの字形の平面形状を有するように
構成されていることを特徴とする請求項１８記載の半導体装置。
【請求項２０】
　前記インターポーザは、内部が矩形状に開口されたロの字形の平面形状を有し、
　前記コントローラチップは、前記矩形状の開口の内側において、前記インターポーザと
並べて実装され、
　前記コントローラチップの主面の４辺に沿って複数の第５端子が形成され、
　前記コントローラチップと前記インターポーザは、前記コントローラチップの主面に形
成された前記複数の第５端子と、前記インターポーザに形成された複数の端子のうち、前



(5) JP 5207868 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

記複数の第５端子の近傍に配置された複数の第６端子とをワイヤで結線することによって
電気的に接続されていることを特徴とする請求項１２記載の半導体装置。
【請求項２１】
　前記インターポーザは、矩形の平面形状を有する４枚のインターポーザを前記最上層の
メモリチップ上に並べて実装することによって、前記ロの字形の平面形状を有するように
構成されていることを特徴とする請求項２０記載の半導体装置。
【請求項２２】
　前記最上層のメモリチップ上に、前記コントローラチップと前記インターポーザとがそ
れぞれ２枚ずつ実装されていることを特徴とする請求項１２記載の半導体装置。
【請求項２３】
　前記配線基板の外形寸法は、マイクロＳＤカードの配線基板の外形寸法と同一であるこ
とを特徴とする請求項１２記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、配線基板上にメモリチップとコントローラチップ
とを積層したパッケージ構造を備えた半導体装置に適用して有効な技術に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体メモリの大容量化と装置寸法の小型化を図るため、配線基板上に複数のメ
モリチップを積層した各種半導体装置が開発されている。
【０００３】
　特開２００６－３５１６６４号公報（特許文献１）は、配線基板上に複数のメモリチッ
プとマイコンチップを積層したＳＩＰ(System In Package)を開示している。このＳＩＰ
は、配線基板の表面に複数のメモリチップとマイコンチップを積層し、マイコンチップに
隣接してメモリチップの表面にシリコン基板からなるインタポーザチップを配置している
。また、マイコンチップのパッドは、インタポーザチップおよびボンディングワイヤを介
して配線基板のパッドに接続されている。
【０００４】
　特開２００２－３３４４２号公報（特許文献２）、特開２００２－２１７３５６号公報
（特許文献３）、および特開２００７－５９５４１号公報（特許文献４）は、一辺に複数
のボンディングパッドが形成された半導体チップを配線基板上に積層した半導体装置を開
示している。半導体チップのそれぞれは、ボンディングパッドが形成された一辺が互いに
反対方向を向くように配置され、上記一辺と直交する方向に交互にずらした状態で積層さ
れている。
【０００５】
　特開２００６－８６１４９号公報（特許文献５）は、配線基板上に複数の半導体チップ
と再配線用素子（インターポーザ）とを積層して搭載したスタック型マルチチップパッケ
ージ構造の半導体装置を開示している。再配線用素子は複数の半導体チップ間や配線基板
と半導体チップ間を接続する配線を有しており、複数の半導体チップ間の相互接続や半導
体チップのパットの再配置等は、再配線用素子により実施されている。
【０００６】
　特開２００５－２４４１４３号公報（特許文献６）は、積層された複数の半導体チップ
上にインターフェースチップが積層された半導体装置を開示している。複数の半導体チッ
プの下には、Ｓｉインターポーザと樹脂インターポーザとが配置されている。Ｓｉインタ
ーポーザは、樹脂インターポーザと複数の半導体チップとの間に配置され、半導体チップ
の厚さよりも厚く、かつ樹脂インターポーザの線膨張係数よりも小さく、複数の半導体チ
ップの線膨張係数以上の線膨張係数を有している。
【０００７】
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　特開２００７－６６９２２号公報（特許文献７）は、スタックド構造のパッケージを備
えた半導体集積回路装置を開示している。この半導体集積回路装置は、プリント配線基板
上に複数の半導体チップが積層されたスタックド構造を有しており、最下部に搭載された
半導体チップには、インタフェース回路が設けられている。このインタフェース回路は、
バッファ、および静電保護回路などからなり、複数の半導体チップに入出力される信号は
、すべてこのインタフェース回路を介して入出力されるようになっている。
【０００８】
　特開２００７－１２８９５３号公報（特許文献８）は、接続パッドを有する配線基板上
に、それぞれ長辺片側パッド構造を有する第１および第２の半導体チップが積層されて実
装された半導体装置を開示している。第２の半導体チップは、第１の半導体チップより小
形でかつ細長形状を有している。第１および第２の半導体チップは、ボンディングワイヤ
を介して配線基板２接続パッドと電気的に接続されており、第２の半導体チップは、ワイ
ヤボンディング時の超音波印加方向Ｘに対して長辺Ｌが平行となるように配置されている
。
【０００９】
　特開２００７－９６０７１号公報（特許文献９）は、大容量の不揮発性メモリチップを
搭載することが可能な半導体メモリカードを開示している。この半導体メモリカードは、
矩形の回路基板と、回路基板上に載置され、第１の辺のみに沿って複数の第１のボンディ
ングパッドが形成されるとともに、この第１のボンディングパッドと第１の辺に近接して
形成された複数の第１の基板端子とがワイヤボンディングされた矩形の不揮発性メモリチ
ップと、第１の辺に隣接する不揮発性メモリチップの第２の辺の方向と長辺の方向とが略
平行になるように不揮発性メモリチップ上に載置されている。また、長辺の方向に複数の
第２のボンディングパッドが形成されるとともに、この第２のボンディングパッドと長辺
に近接して回路基板上に形成された複数の第２の基板端子とがワイヤボンディングされた
矩形のコントローラチップとを備えている。
【００１０】
　特開２００４－６３５７９号公報（特許文献１０）は、互いに直交する２辺にボンディ
ングパッドが形成された２枚の半導体チップを積層した半導体装置を開示している。第１
の半導体チップの上に積層された第２の半導体チップは、第１の半導体チップの２辺のボ
ンディングパッドが露出するよう、ＸおよびＹ方向にずらした状態で積層されている。
【００１１】
　特開２００５－３３９４９６号公報（特許文献１１）は、配線基板の主面上に複数枚の
フラッシュメモリチップを積層して実装し、最上層のフラッシュメモリチップの上にコン
トローラチップと、セキュリティーコントローラとしてのＩＣカードマイコンチップとを
実装したマルチファンクションメモリカードを開示している。複数枚のフラッシュメモリ
チップのそれぞれは、一方の短辺にボンディングパッドが形成されており、このボンディ
ングパッドが露出するよう、長辺方向に所定の距離だけずらして積層されている。
【特許文献１】特開２００６－３５１６６４号公報
【特許文献２】特開２００２－３３４４２号公報
【特許文献３】特開２００２－２１７３５６号公報
【特許文献４】特開２００７－５９５４１号公報
【特許文献５】特開２００６－８６１４９号公報
【特許文献６】特開２００５－２４４１４３号公報
【特許文献７】特開２００７－６６９２２号公報
【特許文献８】特開２００７－１２８９５３号公報
【特許文献９】特開２００７－９６０７１号公報
【特許文献１０】特開２００４－６３５７９号公報
【特許文献１１】特開２００５－３３９４９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　メモリカードは、携帯電話、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤなど、各種
ポータブル電子機器の記録媒体として利用されている。
【００１３】
　メモリカードの一般的構成は、前記特許文献１１のように、配線基板の主面上に複数枚
のフラッシュメモリチップを積層して実装し、最上層のフラッシュメモリチップの上にコ
ントローラチップを実装したものである。複数枚のフラッシュメモリチップのそれぞれは
、チップの一辺に形成されたボンディングパッドが露出するよう、この一辺と直交する方
向に所定の距離だけずらして積層されている。
【００１４】
　近年、携帯電話を始めとする各種ポータブル電子機器の記録媒体に要求される記憶容量
の増加に伴い、メモリカードに搭載されるフラッシュメモリチップの積層枚数が増加する
と共に、フラッシュメモリチップのサイズが大型化している。その一方で、各種ポータブ
ル電子機器は、小型・薄型化が進んでいることから、メモリカードの小型・薄型化も要求
されている。
【００１５】
　このため、フラッシュメモリチップのサイズがメモリカードの配線基板のサイズに近づ
いていることから、配線基板上に複数枚のフラッシュメモリチップを実装する場合、前記
特許文献１１のように、フラッシュメモリチップを一方向にずらして積層する方法では、
フラッシュメモリチップをメモリカードに収容することができなくなる。
【００１６】
　また、メモリカードは、積層したフラッシュメモリチップの最上層にフラッシュメモリ
を制御するコントローラチップを搭載し、配線基板に形成した配線とＡｕワイヤとを介し
てフラッシュメモリチップとコントローラチップとを電気的に接続している。ところが、
フラッシュメモリチップのサイズがメモリカードの配線基板のサイズに近づくと、配線基
板の表面にメモリチップ接続用ボンディングパッドとコントローラチップ接続用ボンディ
ングパッドを配置するスペースがなくなってくる。
【００１７】
　本発明の目的は、配線基板上にメモリチップとコントローラチップとを積層したパッケ
ージ構造を備えた半導体装置において、配線基板上に積層して実装するメモリチップの数
を増やすことのできる技術を提供することにある。
【００１８】
　本発明の他の目的は、配線基板上にメモリチップとコントローラチップとを積層したパ
ッケージ構造を備えた半導体装置において、メモリチップとコントローラチップを接続す
る配線の自由度を向上させることのできる技術を提供することにある。
【００１９】
　本発明の前記ならびにその他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
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　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、次のと
おりである。
【００２１】
　（１）主面および裏面を有し、前記裏面に外部接続端子が形成された配線基板と、前記
配線基板の前記主面上に実装されたメモリチップと、前記メモリチップ上に実装された前
記メモリチップを制御するコントローラチップと、前記メモリチップ上に実装され、前記
コントローラチップに電気的に接続されたインターポーザとを有する半導体装置であって
、
　前記メモリチップの第１の辺には第１端子が形成されており、前記インターポーザは、
前記メモリチップの前記第１の辺と前記コントローラチップの間に配置されており、前記
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インターポーザの第１の辺には第２端子が形成され、前記第１の辺と直交する第２の辺に
は第３端子が形成されて、前記第１の辺と対向する第３の辺には第４端子が形成されてお
り、前記インターポーザの第１の辺に形成された前記第２端子は、前記メモリチップの第
１の辺に形成された前記第１端子に電気的に接続されており、前記インターポーザの第２
の辺に形成された前記第３端子は、前記配線基板の前記主面上の一辺に設けられた第５端
子を介して前記外部接続端子に電気的に接続されており、前記インターポーザの第３の辺
に形成された前記第４端子は、前記コントローラチップと電気的に接続されているもので
ある。
【００２２】
　（２）主面および裏面を有し、前記裏面に外部接続端子が形成された配線基板と、前記
配線基板の前記主面上に実装されたメモリチップと、前記メモリチップ上に実装されたコ
ントローラチップとを有する半導体装置であって、
　前記メモリチップの第１の辺には第１端子が形成されており、前記コントローラチップ
の第１の辺には第２端子が形成され、前記第１の辺と直交する第２の辺には第３端子が形
成されており、前記コントローラチップの第１の辺に形成された前記第２端子は、前記メ
モリチップの第１の辺に形成された前記第１端子に電気的に接続されており、前記コント
ローラチップの第２の辺に形成された前記第３端子は、前記メモリチップの第１の辺と直
交する第２の辺側に設けられた前記配線基板の前記主面上の第４端子を介して前記外部接
続端子に電気的に接続され、前記配線基板の前記主面上には、複数枚の前記メモリチップ
が積層された状態で実装され、前記複数枚のメモリチップは、それぞれの前記第１の辺に
設けられた第１端子が露出するように、前記第１の辺と直交する方向にずらして積層され
、前記複数枚のメモリチップのうち、最下層のメモリチップと、その他のメモリチップは
、前記第１端子が形成された前記第１の辺が互いに反対方向を向くように、前記配線基板
の前記主面内において１８０度ずれた状態で積層されており、前記最下層のメモリチップ
の前記第１端子は、前記第４端子に接続された前記配線基板の配線を介して、前記コント
ローラチップに電気的に接続され、前記その他のメモリチップの前記第１端子は、前記コ
ントローラチップの前記第２端子に電気的に接続されているものである。
【００２３】
　（３）配線基板の主面上に複数枚のメモリチップが積層された状態で実装された半導体
装置であって、
　前記複数枚のメモリチップのそれぞれの第１の辺に第１端子が形成され、前記複数枚の
メモリチップは、それぞれの前記第１の辺の第１端子が露出するように、前記第１の辺と
直交する方向にずらして積層され、前記複数枚のメモリチップの内の最下層のメモリチッ
プの第１の辺は前記配線基板の第１の辺と並ぶように配置され、前記複数枚のメモリチッ
プの枚数をｎ枚（ｎは４以上）としたときに、同一方向に連続してずらしたメモリチップ
の枚数は、（ｎ／２）枚以下で、かつ２枚以上であり、前記複数枚のメモリチップの内の
最上層のメモリチップを除き、同一方向に連続してずらした複数枚のメモリチップグルー
プの内、最上層のメモリチップは、グループ内の他のメモリチップと前記第１の辺が１８
０度ずれた状態で積層されているものである。
【発明の効果】
【００２４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００２５】
　配線基板上にメモリチップとコントローラチップとを積層したパッケージ構造を備えた
半導体装置において、配線基板上に積層して実装するメモリチップの数を増やすことがで
きる。
【００２６】
　配線基板上にメモリチップとコントローラチップとを積層したパッケージ構造を備えた
半導体装置において、メモリチップとコントローラチップを接続する配線の自由度を向上
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させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する。
【００２８】
　（実施の形態１）
　本実施の形態は、携帯電話用記録媒体として利用されるメモリカードに適用したもので
ある。
＜積層構造の概要＞
　図１は、本実施の形態のメモリカードの内部構造を示す概略平面図、図２は、このメモ
リカードの裏面の外観を示す平面図、図３は、図１のＡ－Ａ線断面図である。
【００２９】
　本実施の形態のメモリカード１Ａは、携帯電話機のカードスロットに装着して使用され
るものであり、その外形寸法は、例えば長辺×短辺が１５ｍｍ×１２．５ｍｍ、厚さは１
．２ｍｍである。このメモリカード１Ａは、ガラスエポキシ樹脂を主体として構成された
配線基板２と、その主面（表面）上に積層された４枚のメモリチップＭ１、Ｍ２、Ｍ３、
Ｍ４と、最上層のメモリチップＭ４の表面上に実装されたコントローラチップ３およびイ
ンターポーザ４とを備えている。ここで、メモリチップＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４は、ほぼ
同一形状、同一サイズである。
【００３０】
　配線基板２およびメモリチップＭ１～Ｍ４は、接着剤などにより互いに固定されている
。また、コントローラチップ３およびインターポーザ４は、接着剤などによりそれぞれメ
モリチップＭ４の表面に固定されている。
【００３１】
　配線基板２の表面側は、上記メモリチップＭ１～Ｍ４、コントローラチップ３およびイ
ンターポーザ４を封止するモールド樹脂５により被覆されている。モールド樹脂５は、例
えば石英フィラーが入った熱硬化性エポキシ樹脂などで構成されている。図示はしていな
いが、メモリカード１Ａの表面に相当するモールド樹脂５の表面には、製品名、製造メー
カ、記憶容量などを記載した絶縁性のラベルが貼付されている。また、このようなラベル
に代えて、モールド樹脂５の表面に上記の内容を直接印刷することもできる。
【００３２】
　図３に示すように、モールド樹脂５の一側面（図の右端部）、すなわちメモリカード１
Ａを携帯電話機のカードスロットに差し込む時に先端部（図の右端部）となる一辺（矢印
で示す箇所）には、先端部の厚さが他の部分よりも薄くなるようなテーパ加工が施されて
いる。先端部をこのような形状にすることより、メモリカード１Ａをカードスロットに挿
入する際に挿入角度が上下方向に多少ずれても、スムーズな挿入が可能となる。一方、メ
モリカード１Ａを携帯電話機のカードスロットに差し込む時に後端部（図の左端部）とな
る一辺（短辺）の近傍のモールド樹脂５には、凹溝５Ａが設けられている。この凹溝５Ａ
は、メモリカード１Ａを携帯電話機のカードスロットに差し込む時に、メモリカード１Ａ
の先端部と後端部が逆向きになるのを防ぐガイド溝である。また、この凹溝５Ａを設ける
ことにより、メモリカード１Ａをカードスロットから容易に抜き取ることができる。
【００３３】
　メモリチップＭ１～Ｍ４のそれぞれは、０．０９ｍｍ程度の厚さを有する長方形のシリ
コンチップからなり、その主面（表面）には、ここでは８ギガビットの記憶容量を有する
、電気的に消去および書き込み可能な不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）が形成されて
いる。従って、４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４を搭載した本実施の形態のメモリカード１
Ａは、８ギガビット×４＝３２ギガビット（４ギガバイト）の記憶容量を有している。フ
ラッシュメモリとしては、例えばＮＡＮＤ型フラッシュメモリが用いられるが、ＡＧ－Ａ
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ＮＤ（Assist Gate－ＡＮＤ）型フラッシュメモリやＮＯＲ型フラッシュメモリなどでも
よい。メモリチップＭ１～Ｍ４のそれぞれの表面の一辺（短辺）近傍には、複数のパッド
（端子）６がこの短辺方向に集中して形成されている。なお、図面の簡単化のため、図１
には、パッド６の一部のみが示されている。
【００３４】
　メモリチップＭ１～Ｍ４のそれぞれは、その長辺が配線基板２の長辺と同じ方向を向く
ように、配線基板２の表面上に積層されている。配線基板２は、その長辺がメモリカード
１Ａの長辺と同じ方向を向くように配置されている。
＜コントローラチップ＞
　コントローラチップ３は、メモリチップＭ１～Ｍ４よりも面積が小さい長方形のシリコ
ンチップからなる。コントローラチップ３の厚さは、０．１ｍｍ程度である。コントロー
ラチップ３の主面（表面）には、メモリチップＭ１～Ｍ４と外部との間でデータのやり取
りを行なうインタフェース回路が形成されており、外部からの指示に従った制御態様で外
部インタフェース動作とメモリチップＭ１～Ｍ４に対するメモリインタフェース動作を制
御する。コントローラチップ３の表面の一辺（長辺）近傍には、複数のパッド（端子）７
の列が形成されている。
【００３５】
　コントローラチップ３に形成されたインタフェース回路は、複数のインタフェース制御
態様を有し、外部からの指示に従った制御態様で外部インタフェース動作とメモリチップ
Ｍ１～Ｍ４に対するメモリインタフェース動作を制御する。メモリカードインタフェース
態様は、各種単体メモリカードのインタフェース仕様に準拠している。例えば、インタフ
ェースコントローラは、それらメモリカードのインタフェース仕様をサポートするメモリ
カードコントローラの機能をプログラム制御によって実現している。また、ネットワーク
を介したダウンロードなどによってインタフェースコントローラに制御プログラム、すな
わちファームウエアを追加することにより、所定のメモリカードインタフェース仕様を後
からサポートすることも可能である。さらに、ネットワーク経由で取得したライセンス情
報などによって所定の制御プログラムの実行を禁止すれば、所定のメモリカードインタフ
ェース仕様を後から使用不能にしたりすることも可能である。
＜インターポーザ＞
　インターポーザ４は、その長辺がメモリチップＭ１～Ｍ４の短辺よりも僅かに短い長方
形の樹脂基板であり、その厚さは０．１３ｍｍ程度である。インターポーザ４は、その長
辺を配線基板２の短辺と同じ方向に向けてコントローラチップ３の近傍に実装されている
。インターポーザ４は、コントローラチップ３をメモリチップＭ１～Ｍ４および配線基板
２に接続する際の中継基板として用いられ、その表面の３辺近傍には、複数のパッド（端
子）８が一列ずつ形成されている。
【００３６】
　ここでは、対向する２辺の長辺の一辺にコントローラチップ接続用のパッド、他方の辺
にメモリチップ接続用のパッドを配置している。また、１つの短辺に配線基板に接続用の
パッドを配置している。
【００３７】
　インターポーザ４には、複数層の配線が形成されている。ここでは表面と裏面に配線が
形成された樹脂基板で構成されている。なお、インターポーザ４は樹脂基板であると述べ
たが、例えば配線を形成したシリコンチップなどにより構成することもできる。また、配
線基板、メモリチップ、コントローラチップとの接続が複雑にならない場合は、複数層で
はなく、単層の配線で形成してもよい。
【００３８】
　図１に示すように、インターポーザ４とコントローラチップ３は、Ａｕワイヤ１０によ
って電気的に接続されている。また、インターポーザ４とメモリチップＭ２、Ｍ３、Ｍ４
およびメモリチップＭ２～Ｍ４同士は、それぞれＡｕワイヤ１１によって電気的に接続さ
れている。さらに、インターポーザ４と配線基板２は、Ａｕワイヤ１２によって電気的に



(11) JP 5207868 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

接続されている。このＡｕワイヤ１２の一端が接続される配線基板２側のパッド（端子）
９は、配線基板２の一方の長辺に沿って形成されている。
【００３９】
　コントローラチップ３と、メモリチップＭ２～Ｍ４および配線基板２との間にインター
ポーザ４を設けたので、インターポーザ４のパッド８や配線のレイアウトを変更すること
により、インターポーザ４に入出力される信号の順番を入れ替えたり、パッドピッチを変
換したりすることができる。このため、コントローラチップ３と、メモリチップＭ～Ｍ４
および配線基板２とを直接接続する場合に比べて配線設計の自由度が向上する。特に、ワ
イヤの配線自由度を増すことができる。
【００４０】
　また、本実施の形態では、インターポーザ４の長辺をコントローラチップ３の長辺に比
べ、メモリチップＭ１～Ｍ４の短辺の長さに近いものにしている。このため、メモリチッ
プＭ１～Ｍ４のパッド６とインターポーザ４のパッド８との接続が、インターポーザ４内
の配線を調整することで、斜め配線を少なくでき、短くできる。
【００４１】
　また、インターポーザ４の長辺がメモリチップＭ１～Ｍ４の短辺の長さに近づくことで
、コントローラチップ３のサイズに合わせるものに比べ、インターポーザ４の短辺に設け
られたパッド８と配線基板２上のパッド９との距離を短くできる。よって、パッド間のワ
イヤ長を短くできる。特に、本構造では段差が厳しい場所なので、ワイヤ長を短くできる
ことは、ワイヤ接続を安定化できる効果が大きい。
【００４２】
　さらに、メモリチップＭ１～Ｍ４の外形寸法やパッド６のレイアウトは、半導体メーカ
によって異なっているが、異なる半導体メーカのメモリチップＭ１～Ｍ４を実装する場合
でも、インターポーザ４の仕様を変更することにより、コントローラチップ３の仕様を変
更せずに済むので、コントローラチップ３の汎用性が向上する。
＜配線基板＞
　配線基板２は、０．２ｍｍ程度の厚さを有する長方形の樹脂基板であり、図１～図３に
は示さないが、表面配線２０、裏面配線２１およびそれらを接続するビアホール２２を備
えている。配線基板２の主面（表面）には、メモリチップＭ１～Ｍ４以外にも、必要に応
じてチップコンデンサなどの小型受動素子（図示せず）が実装される。
【００４３】
　配線基板２の裏面は、モールド樹脂５で覆われておらず、メモリカード１Ａの裏面側に
露出している。図２に示すように、配線基板２の裏面には、複数の外部接続端子２３が形
成されている。外部接続端子２３は、電源端子（Ｖｃｃ）、接地端子（Ｖｓｓ）およびデ
ータ入出力端子からなり、後述するように、配線基板２の裏面配線２１、ビアホール２２
および表面配線２０などを介してコントローラチップ３に接続されている。
【００４４】
　外部接続端子２３は、メモリカード１Ａを携帯電話機のカードスロットに差し込む時に
先端部となる一辺（短辺）の近傍に形成され、この短辺方向に配置されている。従って、
メモリカード１Ａを携帯電話機のカードスロットに装着すると、カードスロットに内蔵さ
れたコネクタの端子と外部接続端子２３とが接触し、メモリカード１Ａと携帯電話機との
間で信号のやり取りや電源の供給が行われる。なお、本実施の形態のメモリカードは、単
一電源（例えば３．３Ｖ）で動作する仕様になっているが、複数の電源（例えば１．８Ｖ
と３．３Ｖ）で動作させることもできる。この場合は、最上層のメモリチップＭ４の表面
上に別途電源制御用チップが実装される。
＜積層断面構造＞
　前述したように、メモリチップＭ１～Ｍ４のそれぞれは、その長辺を配線基板２の長辺
と同じ方向に向けた状態で配線基板２の表面上に積層されている。図３に示すように、最
下層のメモリチップＭ１は、パッド６が形成されている側の短辺がメモリカード１Ａの後
端部（メモリカード１Ａを携帯電話機のカードスロットに差し込む時の後端部）に位置す
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るように配置されている。メモリカード１Ａの後端部に位置する配線基板２の一辺（短辺
）近傍には複数のパッド９が形成されており、これらのパッド９とメモリチップＭ１のパ
ッド６とは、Ａｕワイヤ１３によって電気的に接続されている。すなわち、最下層のメモ
リチップＭ１は、配線基板２のパッド９と重ならないように、メモリカード１Ａの先端部
方向に所定距離ずらした状態で配線基板２上に実装されている。
【００４５】
　一方、メモリチップＭ１上に積層された３枚のメモリチップＭ２～Ｍ４は、メモリチッ
プＭ１とは逆に、パッド６が形成されている側の短辺がメモリカード１Ａの先端部に位置
するように配置されている。そして、メモリチップＭ２は、下層のメモリチップＭ１のパ
ッド６が露出するように、メモリカード１Ａの先端部方向に所定距離ずらした状態でメモ
リチップＭ１上に実装されている。同様に、メモリチップＭ３、Ｍ４は、メモリチップＭ
２のパッド６およびメモリチップＭ３のパッド６がそれぞれ露出するように、メモリカー
ド１Ａの後端部方向に所定距離ずつずらした状態で積層されている。
【００４６】
　メモリチップＭ１～Ｍ４を上記のように積層した場合、メモリチップＭ１、Ｍ２、Ｍ３
のそれぞれの一端（メモリカード１Ａの先端部側の一端）は、配線基板２の端部よりも外
側にはみ出すことになる。しかし、前述したように、メモリカード１Ａの先端部側は、モ
ールド樹脂５にテーパ加工が施され、モールド樹脂５の厚さ方向の中央部が上部および下
部よりも横方向に張り出しているので、メモリチップＭ１、Ｍ２、Ｍ３のそれぞれの端部
が配線基板２の端部からはみ出しても、モールド樹脂５の外部に露出することはない。
【００４７】
　図４（ａ）、（ｂ）は、４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４を上記とは異なる方法で積層し
、メモリカード１Ａのモールド樹脂５と同一寸法のモールド樹脂５で封止したメモリカー
ドの断面を示している。
【００４８】
　図４（ａ）は、メモリチップＭ１、Ｍ３とメモリチップＭ２、Ｍ４とを互いに逆向きに
配置し、メモリチップＭ１～Ｍ４を配線基板２の長辺方向に交互にずらして積層した例で
ある。この場合、配線基板２Ａには、メモリカード１Ａの先端部側と後端部側にそれぞれ
パッド９を設ける必要があるので、本実施の形態の配線基板２に比べて長辺方向の寸法が
長くなり、モールド樹脂５の外側に露出してしまう。
【００４９】
　図４（ｂ）は、４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４を同一の向きに配置し、メモリチップＭ
２～Ｍ４のそれぞれのパッド６が露出するように、メモリカードの後端部方向に所定距離
ずらして積層した例である。この場合、配線基板２Ｂは、本実施の形態の配線基板２と同
一寸法でよいが、最下層のメモリチップＭ１の一端（メモリカードの先端部側）から最上
層のメモリチップＭ４の他端（メモリカードの後端部側）までの距離が長くなるので、メ
モリチップＭ１～Ｍ４がモールド樹脂５の外側に露出してしまう。
【００５０】
　これに対し、本実施の形態では、最下層のメモリチップＭ１が配線基板２の一方の短辺
側に設けられたパッド９と接続され、最下層より上のメモリチップＭ２～Ｍ４は、配線基
板２の短辺側のパッド９とは接続されていない構造となっている。すなわち、最下層より
上のメモリチップＭ２～Ｍ４は、配線基板２の一方の長辺側に設けられたパッド９と、メ
モリチップＭ４上に設けられたインターポーザ４とを介して接続されている。これにより
、配線基板２の２つの短辺にパッド９を設けた場合に比べ、一辺分のパッド面積の削減が
可能となる。また、配線基板２の一辺の長辺側にパッド９を設けることで、最下層より上
のメモリチップＭ２～Ｍ４との接続が可能となる。
【００５１】
　また、配線基板２の一方の短辺側と一辺の長辺側とにパッド９を設けることで、短辺側
の２辺にパッドを設けた場合に比べ、短辺と長辺とに同程度の寸法余裕を持って、配線基
板２とメモリチップＭ１～Ｍ４のサイズを近づけることが可能となる。
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【００５２】
　また、本実施の形態では、最下層のメモリチップＭ１のパッド６が配線基板２の一方の
短辺側に配置されるようにし、最下層以外のメモリチップＭ２～Ｍ４のパッド６が配線基
板２の他方の短辺側になるように積層している。また、配線基板２から見た場合、下から
第１層目と第２層目のメモリチップＭ１、Ｍ２を図３の右方向に順次ずらし、第３層目と
第４層目のメモリチップＭ３、Ｍ４を反対側（図３の左方向）へずらしている。４枚のメ
モリチップＭ１～Ｍ４をこのように積層することにより、４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４
の積層構造の長辺方向の長さを小さくできる。これにより、メモリチップＭ１～Ｍ４に形
成されたフラッシュメモリの容量増加に伴ってチップサイズが増加した場合でも、４枚の
メモリチップＭ１～Ｍ４を積層してメモリカード１Ａに収容することが可能となるので、
メモリカード１Ａの大容量化を推進することができる。
【００５３】
　また、本実施の形態では、図３に示すように、メモリカード１Ａの側面の外形が左右対
称でない。すなわち、図３の右側側面にテーパ部を有し、このテーパ部に上層のメモリチ
ップＭ２が延在している。一方、図３の左側側面（テーパがない部分）には、右側のよう
には延在していない。このように、テーパ部にメモリチップＭ２が配置できることにより
、積層する際のずらしによる長さ拡大の影響を吸収することができる。
＜インターポーザとの接続関係＞
　図５は、コントローラチップ３、インターポーザ４、メモリチップＭ１～Ｍ４、配線基
板２の接続関係を図１よりもさらに詳細に示した概略平面図である。
【００５４】
　図６は、コントローラチップ３、インターポーザ４、メモリチップＭ１～Ｍ４、配線基
板２の接続関係を示すブロック図である。なお、図面の簡単化のため、パッド（６～９）
およびそれに接続される信号配線は、それらの一部のみが示されている。電源用の外部接
続端子２３Ｖは、簡略化のため、ＶｃｃとＶｓｓのうちの一方のみを図示しているが、実
際には、ＶｃｃとＶｓｓの２つが設けられている。なお、図に示された「メモリ共通」と
は、各メモリチップにそれぞれ共通に与えられることを意味しており、「メモリ固有」と
は、複数のメモリチップのいずれかに与えられることを意味している。
【００５５】
　図７は、インターポーザ４を図示しないで、各チップ間の接続関係を示したものである
。ＶｃｃとＧＮＤ（Ｖｓｓ）は、コントローラチップ３およびメモリチップＭ１～Ｍ４に
共通に与えられている。コントローラチップ３との間でコマンド信号やアドレス信号やデ
ータ信号用に用いられるＩ／Ｏｂは、各メモリチップＭ１～Ｍ４とコントローラチップ３
とに接続されている。また、コントローラチップ３からのＳｅｌｅｃｔ信号（１～４）に
よって、メモリチップＭ１～Ｍ４の何れかが選択される。ここで、前記の「メモリ共通」
に対応するのが、Ｉ／Ｏｂであり、「メモリ固有」に対応するのがＳｅｌｅｃｔである。
【００５６】
　次に、図５を用いて上記の接続関係を説明する。メモリチップＭ１～Ｍ４およびコント
ローラチップ３には、インターポーザ４を介して電源（Ｖｃｃ、Ｖｓｓ）が供給されてい
る。すなわち、インターポーザ４の表面配線１５ａ１により、コントローラチップ３の電
源パッド７ａ１とメモリチップＭ２～Ｍ４の電源パッド６ａ１とが接続されている。
【００５７】
　表面配線１５ａ１は、ビアホール１７を介して裏面配線１６ａ１および表面配線１５ａ
２に接続され、さらにＡｕワイヤ１２などを介して配線基板２の表面配線２０ａに接続さ
れている。表面配線２０ａは、メモリチップＭ１の電源パッド９ａ１に接続され、さらに
、図２に示す配線基板２の裏面の外部接続端子２３（電源端子）に接続されている。
【００５８】
　メモリチップＭ１～Ｍ４のそれぞれは、コマンド信号、アドレス信号およびデータ信号
に用いられるメモリ共通信号用パッド６ａ２およびチップ選択信号に用いられるチップセ
レクト用パッド（メモリ固有信号用パッド）６ｂを備えている。インターポーザ４の一方
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の長辺の近傍には、メモリ共通信号用パッド８ａ２およびチップセレクト用パッド（メモ
リ固有信号用パッド）８ｂが配置されている。
【００５９】
　４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４のうち、最下層のメモリチップＭ１を除くメモリチップ
Ｍ２～Ｍ４のそれぞれのメモリ共通信号用パッド６ａ２は、Ａｕワイヤ１１を介して互い
に接続され、インターポーザ４のメモリ共通信号用パッド８ａ２を介して、コントローラ
チップ３のメモリ共通制御パッド７ａ２に接続されている。また、メモリチップＭ２～Ｍ
４のそれぞれのチップセレクト用パッド６ｂは、Ａｕワイヤ１１およびインターポーザ４
のチップセレクト用パッド８ｂを介して、コントローラチップ３のメモリ固有制御パッド
７ｂに接続されている。
【００６０】
　一方、メモリチップＭ１のメモリ共通信号用パッド６ａは、Ａｕワイヤ１２、１３、配
線基板２のメモリ共通信号用パッド９ａ２、および配線基板２の長辺に沿って形成された
表面配線２０を介してインターポーザ４のメモリ共通信号用パッド８ａ３に接続されてい
る。このメモリ共通信号用パッド８ａ３は、インターポーザ４の一方の短辺の近傍に配置
され、表面配線１５、ビアホール１７および裏面配線１６を介して、メモリ共通信号用パ
ッド８ａ２およびコントローラチップ３のメモリ共通制御パッド７ａに接続されている。
【００６１】
　また、メモリチップＭ１のチップセレクト用パッド６ｂは、Ａｕワイヤ１２、１３、配
線基板２のチップセレクト用パッド（メモリ固有信号用パッド）９ｂ、および配線基板２
の長辺に沿って形成された表面配線２０を介してインターポーザ４のチップセレクト用パ
ッド８ｂに接続されている。このチップセレクト用パッド８ｂは、インターポーザ４の一
方の短辺近傍に配置され、表面配線１５を介してコントローラチップ３のメモリ固有制御
パッド７ｂに接続されている。
【００６２】
　インターポーザ４の一方の短辺の近傍には、上記メモリチップＭ１に接続されたメモリ
共通信号用パッド８ａ３およびチップセレクト用パッド８ｂと共に、外部入出力用パッド
８ｃが形成されている。また、コントローラチップ３の外部入出力用パッド７ｃは、イン
ターポーザ４の外部入出力用パッド８ｃ、配線基板２の表面配線２０、ビアホール２２お
よび裏面配線２１を介して外部接続端子２３に接続されている。
【００６３】
　このように、本実施の形態では、インターポーザ４の長辺の一辺を積層された第２層以
上のメモリチップＭ２～Ｍ４との接続に使用し、インターポーザ４の長辺の他辺をコント
ローラチップ３との接続に使用している。さらに、インターポーザ４の短辺の一辺を配線
基板との接続に用いている。より詳細に述べれば、第１層のメモリチップＭ１とコントロ
ーラチップ３との接続、コントローラチップ３やメモリチップＭ２～Ｍ４の電源接続、配
線基板２の裏面の外部接続端子２３との接続にインターポーザの短辺の一辺が用いられて
いる。
【００６４】
　このように、インターポーザ４の各辺をそれぞれの接続相手に分けて用いることで、イ
ンターポーザ４を有効に使用している。また、配線基板２との接続に用いられるパッドが
配列されたインターポーザ４の辺（ここでは短辺）を、パッドが設けられた他の辺よりも
、対応するメモリチップの辺に近づけるように構成している。これにより、段差の大きい
インターポーザ４と配線基板２とを接続するワイヤ長を短くすることができるので、接続
の安定性を図ることができる。
＜インターポーザとチップセレクト＞
　図８（ａ）は、インターポーザ４のチップセレクト用パッド８ｂと、メモリチップＭ２
～Ｍ４のそれぞれのチップセレクト用パッド６ｂとの接続部を拡大した平面図である。前
述したように、コントローラチップ３とメモリチップＭ～Ｍ４との間にインターポーザ４
を設けた場合は、インターポーザ４のパッド８のピッチやレイアウトを適宜変更すること
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ができる。
【００６５】
　従って、例えば図８（ａ）に示すように、メモリチップＭ４に接続されるチップセレク
ト用パッド８ｂを真ん中に配置し、メモリチップＭ２、Ｍ３に接続されるチップセレクト
用パッド８ｂをその両側に配置すれば、Ａｕワイヤ１１同士のピッチが広くなるので、そ
れらの短絡を抑制することができる。
【００６６】
　他方、図８（ｂ）に示すように、コントローラチップ３のメモリ固有制御パッド７ｂと
メモリチップＭ２～Ｍ４のそれぞれのチップセレクト用パッド６ｂとを直接接続する場合
は、メモリ固有制御パッド７ｂ同士のピッチが狭く、かつそれらのレイアウトを変更する
こともできないので、Ａｕワイヤ１１同士のピッチが狭くなり、それらの短絡が生じ易く
なる。このように、コントローラチップ３とメモリチップＭ２～Ｍ４との間にインターポ
ーザ４を設けることは、Ａｕワイヤ１１同士の短絡防止にも効果がある。
【００６７】
　（実施の形態２）
＜メモリチップの積層方法＞
　この実施の形態では、実施の形態１と異なる４枚のメモリチップの積層方法を示す。
メモリチップＭ１～Ｍ４を図９、図１０または図１１に示すように配置して積層した場合
でも、４枚のメモリチップＭ１～Ｍ４の長辺方向の長さを小さくすることができる。
＜図９の積層構造＞
　図９に示す積層方法の場合、メモリチップＭ１、Ｍ３は、パッド６が形成されている側
の短辺がメモリカード１Ａの後端部に位置するように配置され、メモリチップＭ２、Ｍ４
は、パッド６が形成されている側の短辺がメモリカード１Ａの先端部に位置するように配
置されている。
【００６８】
　また、配線基板２に対し、メモリチップＭ１、Ｍ２は、図の右側に積層されている。メ
モリチップＭ３は、配線基板２とほぼ重なるように、メモリチップＭ１、Ｍ２よりも図の
左側に積層されており、メモリチップＭ４は、メモリチップＭ３に対し、図の右側に積層
されている。
【００６９】
　メモリチップＭ１は、配線基板２とワイヤ１３を介して接続されている。メモリチップ
Ｍ２、Ｍ４は、インターポーザ４と図の右側で接続されており、メモリチップＭ３は、イ
ンターポーザ４と図の左側で接続されている。インターポーザ４は、配線基板２の長辺側
でワイヤ１２を介して接続されている。
【００７０】
　この場合は、メモリチップＭ１、Ｍ３とインターポーザ４を接続するＡｕワイヤ１１の
長さ、およびメモリチップＭ２、Ｍ４とインターポーザ４を接続するＡｕワイヤ１１の長
さをそれぞれ短くするために、メモリチップＭ１～Ｍ４の長辺方向に沿ったインターポー
ザ４の長さを実施の形態１に比べて長くしている。
【００７１】
　また、この場合は、インターポーザ４の面積が大きくなるので、コントローラチップ３
は、インターポーザ４の表面に実装される。この積層構造では、ワイヤ１１を図の左右両
側に分散することができる。
＜図１０の積層構造＞
　図１０では、メモリチップＭ１と配線基板２とがほぼ重なるように配置されている。メ
モリチップＭ２は、メモリチップＭ１を介してインターポーザ４に接続されており、メモ
リチップＭ３、Ｍ４は、メモリチップＭ１、Ｍ２とは反対側の辺でインターポーザ４と接
続されている。その他、図９の積層構造と同様な部分は説明を省略する。
【００７２】
　この積層構造では、メモリチップＭ１と配線基板２とが直接接続されないので、配線基
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板２の短辺側にメモリチップＭ１と直接接続されるパッドを設けなくても済むようになる
。
＜図１１の積層構造＞
　図１１では、メモリチップＭ１、Ｍ２が図の左側で配線基板２と接続され、メモリチッ
プＭ３、Ｍ４が図の右側でインターポーザ４と接続されている。
【００７３】
　この積層構造では、２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２が配線基板２と直接接続されるので
インターポーザ４と３枚以上のメモリチップとが接続する構造に比べて、インターポーザ
４の接続が複雑にならない。
【００７４】
　本実施の形態の積層方法および図９～図１１に示した積層方法の共通点は、メモリチッ
プＭ２～Ｍ４のうちの２枚または３枚を最下層のメモリチップＭ１の長辺方向に所定距離
ずらした状態で積層すること、および一部のメモリチップＭ３、Ｍ４がインターポーザ４
を介して配線基板２と接続されている点にある。また、図９、１０の共通点は、図の左右
両側からインターポーザ４に接続されている点にある。
【００７５】
　（実施の形態３）
　図１２は、本実施の形態のメモリカードを示す断面図である。このメモリカード１Ｂは
、配線基板２の表面上に８枚のメモリチップＭ１～Ｍ８を下層からＭ１～Ｍ８の順で積層
したものである。
【００７６】
　メモリチップＭ１～Ｍ８は、いずれも一辺（短辺）近傍に複数のパッド６が形成されて
いる。最上層のメモリチップＭ８の表面上にはインターポーザ４が実装され、インターポ
ーザ４の表面上にはコントローラチップ３が実装されている。インターポーザ４の２つの
短辺の近傍には複数のパッド８が形成されており、これらのパッド８とメモリチップＭ３
～Ｍ８のパッド６は、Ａｕワイヤ１１によって接続されている。
【００７７】
　一方、最下層のメモリチップＭ１およびその上のメモリチップＭ２は、Ａｕワイヤ１３
を介して配線基板２の表面配線（図示せず）に接続されている。この表面配線は、配線基
板２の一方の長辺に沿って形成されており、Ａｕワイヤ１２を介してインターポーザ４の
パッド（図示せず）に接続され、さらにＡｕワイヤ１０を介してコントローラチップ３に
接続されている。図示はしないが、Ａｕワイヤ１２の一端が接続されるインターポーザ４
のパッドは、インターポーザ４の長辺に沿って形成されている。
【００７８】
　また、インターポーザ４の長辺に沿って形成された上記パッドの一部は、Ａｕワイヤ１
２を介して配線基板２の表面配線（図示せず）に接続され、さらにこの表面配線および図
示しないビアホールおよび裏面配線を介して外部接続端子２３に接続されている。
【００７９】
　図１２に示す例では、下層の２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２を配線基板２の表面配線を
介してインターポーザ４に接続し、上層のメモリチップＭ３～Ｍ８は、表面配線を介さず
にインターポーザ４に接続したが、下層の３枚のメモリチップＭ１～Ｍ３を配線基板２の
表面配線を介してインターポーザ４に接続し、上層のメモリチップＭ４～Ｍ８は、表面配
線を介さずにインターポーザ４に接続してもよい。
【００８０】
　ここでは、配線基板２の表面に８枚のメモリチップＭ１～Ｍ８を積層する場合の積層方
法について説明したが、一般に、配線基板の表面に複数枚のメモリチップを積層する場合
、メモリチップの枚数をｎ枚（ただし、ｎは４以上）とすると、同一方向に連続してずら
すメモリチップの枚数を（ｎ／２）枚以下で、かつ２枚以上とすることにより、メモリチ
ップが積層された長さを小さくすることができる。
【００８１】
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　例えば本実施の形態のように、配線基板２の表面に８枚のメモリチップＭ１～Ｍ８を積
層する場合は、同一方向に連続してずらすメモリチップの枚数を４枚よりも少なく、かつ
２枚以上とすればよい。図に示す例では、３枚のメモリチップＭ１～Ｍ３がメモリカード
１Ｂの先端部方向にずらして配置され、その上部の３枚のメモリチップＭ４～Ｍ６がメモ
リカード１Ｂの後端部方向にずらして配置され、さらにその上部の２枚のメモリチップＭ
７、Ｍ８がメモリカード１Ｂの先端部方向にずらして配置されている。また、連続して複
数枚ずらしたメモリチップの内（グループ内）の最上層のメモリチップは、（グループ内
の）パッドが設けられる辺が他のメモリチップと逆になる。すなわち、メモリチップＭ３
とメモリチップＭ１、Ｍ２とはパッドの辺が逆であり、メモリチップＭ６とメモリチップ
Ｍ４、Ｍ５もパッドの辺が逆になっている。
【００８２】
　なお、全てのメモリチップの中の最上層のメモリチップ、インターポーザ４に最も近い
メモリチップについては逆であってもそうでなくてもよい。図に示す例では、メモリチッ
プＭ８とメモリチップＭ７とを逆にしていない。
【００８３】
　例えば図１３に示すように、メモリチップＭ１～Ｍ４を一つずつ交互にずらす積層方法
では、メモリチップＭ１のパッド６の上方に二つ上のメモリチップＭ３が重なるので、メ
モリチップＭ１のパッド６にＡｕワイヤ１３をボンディングした後からでないとメモリチ
ップＭ３を積層することができない。他方、同一方向に連続してずらすメモリチップの枚
数を（ｎ／２）枚より多くすると、積層したメモリチップの長さが長くなってしまう。
【００８４】
　このように、インターポーザ４を用いた積層構造とすることで、メモリチップを積層し
たときの長さを短くすることができる。
【００８５】
　（実施の形態４）
　近年、携帯電話機用のメモリカードは、マイクロＳＤカード(microSD card)に代表され
るように、小型化・薄型化が追求されている。しかし、その一方で、メモリカードに収容
されるメモリチップには、大容量化が追求されていることから、メモリチップのサイズを
メモリカードの配線基板のサイズに限りなく近づけ、かつ複数枚のメモリチップを積層す
ることによって大容量化を図っている。これに対し、メモリカードに収容されるコントロ
ーラチップは、一枚の半導体ウエハから取得できる枚数を増やすために、チップサイズが
小さくなる傾向にあり、メモリチップとの寸法差が次第に大きくなりつつある。また、コ
ントローラチップは、メモリチップに比べてパッド（ボンディングパッド）の数が多いた
め、チップサイズが小さくなると、従来はチップの１辺または２辺に沿って配置していた
パッドを、チップの３辺または４辺に沿って配置しなければならなくなる。
【００８６】
　このような理由から、マイクロＳＤカードのような小型・薄型メモリカードにおいては
、配線基板上にワイヤボンディング用のパッドを配置するスペースが極めて狭くなり、コ
ントローラチップと配線基板とをワイヤで接続することが困難になってきた。
【００８７】
　また、コントローラチップの３辺または４辺に沿ってパッドが配置されるようになると
、コントローラチップと他の部品（配線基板やメモリカード）とをワイヤで接続する際、
他の部品のパッドの位置によってはワイヤを引き回すことが困難になる。また、コントロ
ーラチップと他の部品とをワイヤで接続することができたとしても、ワイヤ長が長くなる
ために、ボンディングが不安定になるという問題や、ワイヤのループ高さを低くすること
ができないのでメモリカードの薄型化が困難になるという問題が生じる。
【００８８】
　本実施の形態およびこれに続く実施の形態は、これらの課題を解決するためになされた
ものである。以下、マイクロＳＤカードに適用した実施の形態について、詳細に説明する
。図１５（ａ）は、本実施の形態のメモリカードの外観（表面側）を示す平面図、図１５
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（ｂ）は、このメモリカードの側面図、図１５（ｃ）は、このメモリカードの外観（裏面
側）を示す平面図、図１６は、このメモリカードの配線基板を示す平面図、図１７は、こ
のメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【００８９】
　本実施の形態のメモリカード１Ｂは、合成樹脂製のキャップ３０と、このキャップ３０
に収容された配線基板２Ｃとで構成されており、その外形寸法は、長辺×短辺が１５ｍｍ
×１１ｍｍ、厚さは、突起３１が形成された部分を除いて１．０ｍｍである。図示はしな
いが、メモリカード１Ｂの表面となるキャップ３０の表面には、製品名、製造メーカ、記
憶容量などが印刷されている。突起３１は、メモリカード１Ｂを携帯電話機のカードスロ
ットに差し込む時に後端部となるキャップ３０の一辺（短辺）に沿って設けられている。
この突起３１を設けることにより、メモリカード１Ｂをカードスロットに挿入したり、カ
ードスロットから抜き取ったりする作業が容易になる。
【００９０】
　キャップ３０に収容された配線基板２Ｃは、ガラスエポキシ樹脂を主体として構成され
ており、その主面（表面）上には、２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２と、１枚のコントロー
ラチップ３と、１枚のインターポーザ４とが実装されている。また、配線基板２Ｃの主面
上には、必要に応じてチップコンデンサ２４などの小型受動素子が実装される。
【００９１】
　図１７に示すように、配線基板２Ｃの主面は、上記メモリチップＭ１、Ｍ２、コントロ
ーラチップ３およびインターポーザ４を封止するモールド樹脂５によって被覆されている
。モールド樹脂５は、例えば石英フィラーが添加された熱硬化性エポキシ樹脂で構成され
ている。配線基板２Ｃの厚さは、０．２ｍｍ程度であり、配線基板２Ｃとモールド樹脂５
とを合わせた厚さは、０．７ｍｍ程度である。
【００９２】
　配線基板２Ｃの裏面は、キャップ３０で覆われておらず、メモリカード１Ｂの裏面側に
露出している。図１５（ｃ）に示すように、配線基板２Ｃの裏面には、８個の外部接続端
子２３が形成されている。これらの外部接続端子２３は、例えば１個の電源端子（Ｖｄｄ
）、１個の接地端子（Ｖｓｓ）、１個のコマンド端子（ＣＭＤ）、１個のクロック端子（
ＣＬＫ）、および４個のデータ入出力端子（Ｉ／Ｏ）からなる。これらの外部接続端子２
３は、前記実施の形態１のメモリカード１Ａと同じく、配線基板２Ｃに形成された図示し
ない裏面配線、ビアホールおよび表面配線などを介してインターポーザ４に接続され、イ
ンターポーザ４を介してさらにコントローラチップ３およびメモリチップＭ１、Ｍ２に電
気的に接続されている。また、これらの外部接続端子２３は、前記実施の形態１のメモリ
カード１Ａに形成された外部接続端子２３と同じく、メモリカード１Ｂを携帯電話機のカ
ードスロットに差し込む時に先端部となる一辺（短辺）に沿って配置されている。従って
、メモリカード１Ｂを携帯電話機のカードスロットに装着すると、カードスロットに内蔵
されたコネクタの端子と外部接続端子２３とが接触し、メモリカード１Ｂと携帯電話機と
の間で信号のやり取りや電源の供給が行われる。
【００９３】
　図１６に示すように、配線基板２Ｃの主面上に実装された２枚のメモリチップＭ１、Ｍ
２は、それらの長辺が配線基板２Ｃの長辺と同じ方向を向くように、配線基板２Ｃ上に実
装されており、配線基板２Ｃは、その長辺がメモリカード１Ｂの長辺と同じ方向を向くよ
うに配置されている。メモリチップＭ１、Ｍ２のそれぞれの主面の一辺（短辺）近傍には
、チップ内の記憶セル（回路）部と接続された複数のパッド（端子）６が形成されており
、メモリチップＭ１、Ｍ２のそれぞれは、これらのパッド６が形成された側の短辺がメモ
リカード１Ｂの先端部に位置するように配置されている。従って、メモリチップＭ１の上
に積層されたメモリチップＭ２は、下層のメモリチップＭ１のパッド６が露出するように
、かつメモリチップＭ１の後端部がメモリカード１Ｂの後端部を越えない程度にメモリカ
ード１Ｂの後端部方向にずらした状態でメモリチップＭ１上に実装されている。
【００９４】
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　メモリチップＭ１、Ｍ２のそれぞれの主面には、例えば８ギガビットの記憶容量を有す
る電気的に消去および書き込み可能な不揮発性メモリ（フラッシュメモリ）が形成されて
いる。従って、２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２を搭載した本実施の形態のメモリカード１
Ｂは、８ギガビット×２＝１６ギガビット（２ギガバイト）の記憶容量を有することにな
る。
【００９５】
　上層のメモリチップＭ２の上には、インターポーザ４が実装されている。インターポー
ザ４は、例えば２層の配線が形成された厚さ０．０９ｍｍ程度のガラスエポキシ樹脂基板
などで構成されている。このインターポーザ４は、メモリチップＭ１、Ｍ２の短辺よりも
僅かに短い長辺を有しており、この長辺の一方がメモリチップＭ２のパッド６の近傍に位
置するように、メモリチップＭ２上に実装されている。インターポーザ４の上記長辺の近
傍には複数のパッド８が一列に形成されており、これらのパッド８とメモリチップＭ２の
パッド６は、Ａｕワイヤ１１を介して電気的に接続されている。また、下層のメモリチッ
プＭ１のパッド６と上層のメモリチップＭ２のパッド６は、Ａｕワイヤ１１を介して電気
的に接続されている。すなわち、２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２は、Ａｕワイヤ１１を介
して互いに電気的に接続され、かつインターポーザ４と電気的に接続されている。メモリ
チップＭ１、Ｍ２とインターポーザ４をＡｕワイヤ１１で電気的に接続する場合、上記の
ように、インターポーザ４のパッド８をメモリチップＭ２のパッド６の近傍に配置するこ
とにより、Ａｕワイヤ１１の長さを短くすることができるので、Ａｕワイヤ１１のループ
高さを低くすることができる。
【００９６】
　インターポーザ４の上には、コントローラチップ３が実装されている。コントローラチ
ップ３は、長方形のシリコンチップからなり、その厚さは、０．１ｍｍ程度である。この
コントローラチップ３には、その主面の３辺に沿って複数のパッド７が形成されている。
一方、インターポーザ４には、コントローラチップ３の複数のパッド７に沿うように複数
のパッド８が形成されており、これらのパッド８とコントローラチップ３のパッド７がＡ
ｕワイヤ１０を介して電気的に接続されている。
【００９７】
　コントローラチップ３とインターポーザ４をＡｕワイヤ１０で電気的に接続する場合、
上記のように、インターポーザ４の上にコントローラチップ３を実装し、コントローラチ
ップ３の近傍にインターポーザ４のパッド８を配置することにより、３辺に沿って複数の
パッド７が形成されたコントローラチップ３とインターポーザ４とを電気的に接続するＡ
ｕワイヤ１０の長さを短くすることができるので、Ａｕワイヤ１０のループ高さを低くす
ることができる。
【００９８】
　配線基板２Ｃの主面には、その長辺の一方に沿って複数のパッド９が形成されている。
図示はしないが、これらのパッド９は、前記実施の形態１のメモリカード１Ａと同じく、
配線基板２Ｃに形成された表面配線、ビアホールおよび裏面配線を介して外部接続端子２
３に接続されている。一方、インターポーザ４には、これらのパッド９の近傍に複数のパ
ッド８が形成されており、これらのパッド８と配線基板２Ｃのパッド９は、Ａｕワイヤ１
２を介して電気的に接続されている。配線基板２Ｃとインターポーザ４をＡｕワイヤ１２
で電気的に接続する場合、上記のように、インターポーザ４のパッド８を配線基板２Ｃの
パッド９の近傍に配置することにより、Ａｕワイヤ１２の長さを短くすることができるの
で、Ａｕワイヤ１２のループ高さを低くすることができる。
【００９９】
　図１６に示すように、配線基板２Ｃの長辺の一方には、僅かな出っ張りが設けられてい
る。また、配線基板２Ｃの主面の大部分は、メモリチップＭ１、Ｍ２によって占有されて
いるので、この出っ張り部分を除いた領域には、パッド９を配置するスペーサがない。そ
こで、本実施の形態のメモリカード１Ｂは、配線基板２Ｃの長辺の一方に設けられた僅か
な出っ張り部分を利用し、そこにパッド９と小型受動素子（チップコンデンサ２４）とを
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配置している。そして、このパッド９の近傍にインターポーザ４のパッド８を配置し、Ａ
ｕワイヤ１２を介してパッド９とパッド８を電気的に接続している。
【０１００】
　図１８は、配線基板２Ｃ、メモリチップＭ１、Ｍ２、コントローラチップ３およびイン
ターポーザ４の接続関係を模式的に示す回路図である。
【０１０１】
　インターポーザ４には、前記実施の形態１のインターポーザ４と同じく２層の配線１５
、１６が形成されている。そして、メモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチップ３と配
線基板２Ｃとは、インターポーザ４の配線１５、１６を介して互いに電気的に接続されて
いる。従って、前記実施の形態１のメモリカード１Ａと同じく、インターポーザ４のパッ
ド８や配線１５、１６のレイアウトを変更することにより、インターポーザ４に入出力さ
れる信号の順番を入れ替えたり、パッドピッチを変換したりすることができる。これによ
り、配線基板２Ｃに形成した配線を介してメモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチップ
３と配線基板２Ｃとを相互に接続する場合に比べて配線設計の自由度が向上し、限られた
面積の配線基板２Ｃ上に大面積のメモリチップＭ１、Ｍ２を実装することが可能となる。
【０１０２】
　また、前述したように、インターポーザ４の上にコントローラチップ３を実装し、イン
ターポーザ４のパッド８をコントローラチップ３の近傍に配置することにより、３辺に沿
ってパッド７が形成されたコントローラチップ３とインターポーザ４とを電気的に接続す
るＡｕワイヤ１０の長さを短くすることができる。これにより、モールド樹脂５と合わせ
た厚さが０．７ｍｍ程度と極めて薄い配線基板２Ｃ上に、メモリチップＭ１、Ｍ２とコン
トローラチップ３とインターポーザ４とを積層して実装することが可能となる。
【０１０３】
　インターポーザ４は、２層の配線を形成したガラスエポキシ樹脂基板以外にも、例えば
２層の配線を形成したシリコンチップやフレキシブル樹脂基板などで構成することができ
る。また、配線基板２Ｃ、メモリチップＭ１、Ｍ２、コントローラチップ３の相互接続が
複雑にならない場合には、単層配線構造のインターポーザを使用することもできる。
【０１０４】
　なお、本実施の形態では、３辺に沿って複数のパッド７が形成されたコントローラチッ
プ３を実装する場合について説明したが、４辺に沿って複数のパッド７が形成されたコン
トローラチップ３を実装する場合にも適用することができる。すなわち、図１９および図
２０に示すように、４辺に沿って複数のパッド７が形成されたコントローラチップ３をイ
ンターポーザ４の上に実装し、インターポーザ４のパッド８をコントローラチップ３のパ
ッド７の近傍に配置することにより、前述した効果と同様の効果を得ることができる。
【０１０５】
　本実施の形態のメモリカード１Ｂは、メモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチップ３
とがインターポーザ４の内側の閉じた領域で接続されている。そのため、インターポーザ
４に接続される配線基板２Ｃのパッド９の数を８個（１個の電源端子（Ｖｄｄ）、１個の
接地端子（Ｖｓｓ）、１個のコマンド端子（ＣＭＤ）、１個のクロック端子（ＣＬＫ）、
および４個のデータ入出力端子（Ｉ／Ｏ））に減らすことが可能となる。これにより、配
線基板２Ｃの長辺の一方に設けられた僅かな面積の出っ張り部分にパッド９を配置するこ
とが可能となる。
【０１０６】
　また、メモリカード１Ｂの品種に応じてメモリチップＭ１、Ｍ２やコントローラチップ
３の製造メーカが変更になったり、複数になったりした場合には、チップサイズやパッド
配置も異なってくる。しかし、このような場合においても、上記した本実施の形態の構成
によれば、インターポーザ４の仕様を変更するだけで品種対応が可能となり、配線基板２
Ｃは品種が変更になっても共通に使用することができる。
【０１０７】
　（実施の形態５）
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　本実施の形態は、前記実施の形態４と同じく、マイクロＳＤカードに適用したものであ
る。図２１は、このメモリカードの配線基板を示す平面図、図２２は、このメモリカード
の配線基板を示す断面図である。
【０１０８】
　前記実施の形態４のメモリカード１Ｂは、インターポーザ４の上にコントローラチップ
３を実装したが、本実施の形態のメモリカードは、メモリチップＭ２の上にコントローラ
チップ３とインターポーザ４とを並べて実装したことに特徴がある。
【０１０９】
　図２１に示すように、インターポーザ４は、コの字形の平面形状を有しており、コント
ローラチップ３は、インターポーザ４のコの字形で囲まれた領域の内側に配置され、イン
ターポーザ４と並べて実装されている。インターポーザ４は、前記実施の形態４のインタ
ーポーザ４と同じく、例えば２層の配線を形成した厚さ０．０９ｍｍ程度のガラスエポキ
シ樹脂基板などで構成されている。
【０１１０】
　インターポーザ４は、メモリチップＭ１、Ｍ２の短辺よりも僅かに短い長辺を有してお
り、この長辺がメモリチップＭ２のパッド６の近傍に位置するように、メモリチップＭ２
上に実装されている。インターポーザ４の長辺の近傍には複数のパッド８が一列に形成さ
れており、これらのパッド８とメモリチップＭ２のパッド６は、Ａｕワイヤ１１を介して
電気的に接続されている。また、下層のメモリチップＭ１のパッド６と上層のメモリチッ
プＭ２のパッド６は、Ａｕワイヤ１１を介して電気的に接続されている。すなわち、２枚
のメモリチップＭ１、Ｍ２は、Ａｕワイヤ１１を介して互いに電気的に接続され、かつイ
ンターポーザ４と電気的に接続されている。メモリチップＭ１、Ｍ２とインターポーザ４
をＡｕワイヤ１１で電気的に接続する場合、上記のように、インターポーザ４のパッド８
をメモリチップＭ２のパッド６の近傍に配置することにより、Ａｕワイヤ１１の長さを短
くすることができるので、Ａｕワイヤ１１のループ高さを低くすることができる。
【０１１１】
　インターポーザ４のコの字形で囲まれた領域の内側に配置されたコントローラチップ３
は、長方形のシリコンチップからなり、その厚さは、０．１ｍｍ程度である。このコント
ローラチップ３は、その主面の３辺に沿って複数のパッド７が形成されている。一方、イ
ンターポーザ４には、コントローラチップ３の複数のパッド７に沿うように複数のパッド
８が形成されており、これらのパッド８とコントローラチップ３のパッド７がＡｕワイヤ
１０を介して電気的に接続されている。コントローラチップ３とインターポーザ４をＡｕ
ワイヤ１０で電気的に接続する場合、上記のように、インターポーザ４のコの字形で囲ま
れた領域の内側にコントローラチップ３を配置し、インターポーザ４のパッド８をコント
ローラチップ３の近傍に配置することにより、３辺に沿って複数のパッド７が形成された
コントローラチップ３とインターポーザ４とを電気的に接続するＡｕワイヤ１０の長さを
短くすることができるので、Ａｕワイヤ１０のループ高さを低くすることができる。
【０１１２】
　配線基板２Ｃの主面には、その長辺の一方に沿って複数のパッド９が形成されている。
図示はしないが、これらのパッド９は、前記実施の形態４のメモリカード１Ｂと同じく、
配線基板２Ｃに形成された表面配線、ビアホールおよび裏面配線を介して外部接続端子２
３に接続されている。一方、インターポーザ４には、これらのパッド９の近傍に複数のパ
ッド８が形成されており、これらのパッド８と配線基板２Ｃのパッド９は、Ａｕワイヤ１
２を介して電気的に接続されている。配線基板２Ｃとインターポーザ４をＡｕワイヤ１２
で電気的に接続する場合、上記のように、インターポーザ４のパッド８を配線基板２Ｃの
パッド９の近傍に配置することにより、Ａｕワイヤ１２の長さを短くすることができるの
で、Ａｕワイヤ１２のループ高さを低くすることができる。
【０１１３】
　図示は省略するが、インターポーザ４には、前記実施の形態４のインターポーザ４と同
じく２層の配線が形成されている。そして、メモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチッ
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プ３と配線基板２Ｃとは、インターポーザ４の配線を介して互いに電気的に接続されてい
る。従って、前記実施の形態４のメモリカード１Ｂと同じく、インターポーザ４のパッド
８や配線のレイアウトを変更することにより、インターポーザ４に入出力される信号の順
番を入れ替えたり、パッドピッチを変換したりすることができる。これにより、配線基板
２Ｃに形成した配線を介してメモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチップ３と配線基板
２Ｃとを相互に接続する場合に比べて配線設計の自由度が向上し、限られた面積の配線基
板２Ｃ上に大面積のメモリチップＭ１、Ｍ２を実装することが可能となる。
【０１１４】
　また、前述したように、インターポーザ４の平面形状をコの字形とし、このコの字形で
囲まれた領域の内側にコントローラチップ３を配置することにより、３辺に沿って複数の
パッド７が形成されたコントローラチップ３とインターポーザ４とを接続するＡｕワイヤ
１０のループ高さを低くすることができる。さらに、インターポーザ４の上にコントロー
ラチップ３を実装する前記実施の形態４とは異なり、コントローラチップ３とインターポ
ーザ４とをメモリチップＭ２の上に並べて実装したことにより、配線基板２Ｃの主面から
Ａｕワイヤ１０のループの最頂部までの高さを低くすることができる。これにより、モー
ルド樹脂５と合わせた厚さが０．７ｍｍ程度と極めて薄い配線基板２Ｃ上に、メモリチッ
プＭ１、Ｍ２とコントローラチップ３とインターポーザ４とを積層して実装することが容
易になる。
【０１１５】
　なお、本実施の形態では、３辺に沿って複数のパッド７が形成されたコントローラチッ
プ３を実装する場合について説明したが、４辺に沿って複数のパッド７が形成されたコン
トローラチップ３を実装する場合にも適用することができる。この場合は、図２３および
図２４に示すように、ロの字形の平面形状を有するインターポーザ４を使用する。すなわ
ち、インターポーザ４の内側に、コントローラチップ３よりも僅かに大きい矩形の開口を
設け、この開口の内側にコントローラチップ３を配置すると共に、この開口に沿ってパッ
ド８を配置することにより、前述した効果と同様の効果を得ることができる。
【０１１６】
　コの字形の平面形状を有するインターポーザ４は、一例として次のような方法で作製す
ることができる。図２５は、インターポーザ４の作製に用いるマップ基板３３の平面図で
ある。このマップ基板３３は、インターポーザ４よりも大面積のガラスエポキシ樹脂基板
であり、図の横方向および縦方向に沿ってパッド８および配線が複数ユニット形成されて
いる。図中の２点鎖線で示した領域は、１個のインターポーザ４となる領域（１ユニット
）を示している。このマップ基板３３には、例えば横方向に１０ユニット、縦方向に４ユ
ニットのパッド８および配線が形成されている。従って、このマップ基板３３から１０×
４＝４０枚のインターポーザ４を取得することができる。
【０１１７】
　上記マップ基板３３からインターポーザ４を作製するには、まず、図２６に示すように
、マップ基板３３の裏面にダイアタッチフィルムと呼ばれる厚さ１０μｍ～２０μｍの両
面接着テープ３４を貼り付ける。この両面接着テープ３４は、加熱によって粘着性が生じ
るテープであり、マップ基板３３の下に両面接着テープ３４を敷いた状態で加熱すること
により、マップ基板３３の裏面に両面接着テープ３４を貼り付けることができる。
【０１１８】
　次に、この状態でマップ基板３３に上方からレーザビームを照射し、各ユニットをコの
字状に切断する。このとき、マップ基板３３の裏面に貼り付けた両面接着テープ３４を同
時に切断してもよいが、ここでは、レーザビームのエネルギを調節することによって、マ
ップ基板３３のみを切断し、裏面の両面接着テープ３４は切断しない。
【０１１９】
　次に、図２７に示すように、各ユニットの境界部に沿ってマップ基板３３を横方向およ
び縦方向に直線状に切断する。マップ基板３３を直線状に切断する場合は、レーザビーム
よりも切断速度の速いダイシングブレードを使用し、マップ基板３３の裏面に貼り付けた
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両面接着テープ３４も同時に切断する。なお、マップ基板３３をダイシングブレードで直
線状に切断してからレーザビームでコの字状に切断してもよいが、マップ基板３３を直線
状に切断すると、各ユニットが互いに分離して元の位置からずれるので、コの字状に切断
してから直線状に切断した方が精度よく切断することができる。ここまでの工程により、
裏面に両面接着テープ３４が貼り付けられた複数個のインターポーザ４を作製することが
できる。
【０１２０】
　また、マップ基板３３を直線状に切断するときにレーザビームを使ってもよく、この場
合は、マップ基板３３を切断する装置が１種類で済む。なお、この場合も、各ユニットを
コの字状に切断するときはレーザビームのエネルギを下げてマップ基板３３のみを切断し
、直線状に切断するときはエネルギを上げて両面接着テープ３４も同時に切断する。
【０１２１】
　次に、図２８に示すように、配線基板２Ｃ上に実装されたメモリチップＭ１、Ｍ２の上
にインターポーザ４を位置決めした後、配線基板２Ｃを加熱することにより、両面接着テ
ープ３４を介してメモリチップＭ２の上にインターポーザ４を実装する。このとき、イン
ターポーザ４のコの字状で囲まれた領域の内側には、両面接着テープ３４が露出している
。
【０１２２】
　次に、図２９に示すように、両面接着テープ３４上にコントローラチップ３を位置決め
し、続いて配線基板２Ｃを加熱することにより、この両面接着テープ３４を介してメモリ
チップＭ２の上にコントローラチップ３を実装することができる。このように、マップ基
板３３を個片化してインターポーザ４を作製する際、コの字状で囲まれた領域の内側に両
面接着テープ３４を残しておくことにより、コントローラチップ３を実装する工程を簡略
化することができる。
【０１２３】
　その後、図３０に示すように、配線基板２Ｃをワイヤボンディング工程に搬送し、イン
ターポーザ４のパッド８と、コントローラチップ３のパッド７、メモリチップＭ１、Ｍ２
のパッド６、配線基板２Ｃのパッド９とをそれぞれＡｕワイヤ１０、１１、１２で電気的
に接続する。
【０１２４】
　ここでは、コの字型の平面形状を有するインターポーザ４の作製方法を説明したが、図
２３に示したようなロの字形の平面形状を有するインターポーザ４も、上記と同様の方法
で作製することができる。
【０１２５】
　また、ここでは、マップ基板３３をダイシングブレードまたはレーザビームで切断する
際、マップ基板３３の裏面に両面接着テープ３４を貼り付ける場合について説明した。し
かし、この場合は、マップ基板３３から取得したインターポーザ４を検査してその一部に
不良が見いだされたときに、不良のインターポーザ４とその裏面に接着された両面接着テ
ープ３４を共に廃棄しなければならないので、両面接着テープ３４が無駄に消費されるこ
とになる。そこで、裏面に両面接着テープ３４を貼り付けずにマップ基板３３を切断した
後、インターポーザ４の裏面に接着剤を塗布してメモリチップＭ２上に実装してもよい。
【０１２６】
　また、さらに別の方法として、図３１に示すように、あらかじめメモリチップＭ２の上
に矩形の両面接着テープ３４を接着しておき、次に、図３２に示すように、マップ基板３
３を切断して得られたインターポーザ４をこの両面接着テープ３４の上に接着し、さらに
図３３に示すように、インターポーザ４のコの字形で囲まれた領域の内側に露出している
両面接着テープ３４の上にコントローラチップ３を接着してもよい。このようにすること
により、両面接着テープ３４が無駄に消費されることを防ぐことができる。
【０１２７】
　ここでは、コの字型の平面形状を有するインターポーザ４を使用した例を説明したが、
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図２３に示したようなロの字形の平面形状を有するインターポーザ４を使用する場合も、
あらかじめメモリチップＭ２の上に両面接着テープ３４を接着しておくことにより、両面
接着テープ３４が無駄に消費されることを防ぐことができる。
【０１２８】
　図３４は、コの字形の平面形状を有するインターポーザ４を使用するのではなく、矩形
の平面形状を有する３枚のインターポーザ４ａ、４ｂ、４ｃをコの字形に組み合わせてメ
モリチップＭ２の上に実装した後、コの字形で囲まれた領域の内側にコントローラチップ
３を配置した例である。この場合、３枚のインターポーザ４ａ、４ｂ、４ｃは、パッドの
数や配置ならびに配線のパターンが互いに異なるので、３種類のマップ基板から３種類の
インターポーザ４ａ、４ｂ、４ｃを作製する。また、この場合は、インターポーザ４ａ、
４ｂ、４ｃの平面形状がいずれも矩形であることから、マップ基板を切断する際、ダイシ
ングブレードで直線状に切断するだけでよいので、マップ基板の切断工程を簡略化するこ
とができる。
【０１２９】
　また、４辺に沿って複数のパッド７が形成されたコントローラチップ３を実装する場合
も、前記図２３に示したようなロの字形の平面形状を有するインターポーザ４を使用する
のではなく、図３５に示すように、矩形の平面形状を有する４枚のインターポーザ４ｄ、
４ｅ、４ｆ、４ｇをロの字形に組み合わせてメモリチップＭ２の上に実装した後、ロの字
形で囲まれた領域の内側にコントローラチップ３を配置してもよい。
【０１３０】
　（実施の形態６）
　図３６は、本実施の形態のメモリカードの配線基板を示す平面図、図３７は、このメモ
リカードの配線基板を示す断面図、図３８は、このメモリカードの配線基板、メモリチッ
プ、コントローラチップおよびインターポーザの接続関係を模式的に示す回路図である。
【０１３１】
　例えばウエハプロセスの世代が進み、同一記憶容量のメモリチップであっても、前世代
に比べてチップサイズが小さくなると、メモリカードの配線基板２Ｃの長辺側だけでなく
、短辺側にもパッド９を配置することが可能となるので、次のような実装構造が可能とな
る。
【０１３２】
　配線基板２Ｃの長辺の一方と短辺の一方には、それぞれ複数のパッド９が形成されてい
る。この配線基板２Ｃの主面上には、２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２が実装されており、
メモリチップＭ２は、メモリチップＭ１の上に積層されている。また、上層のメモリチッ
プＭ２の上には、インターポーザ４が実装されており、インターポーザ４の上には、コン
トローラチップ３が実装されている。
【０１３３】
　メモリチップＭ１、Ｍ２、インターポーザ４およびコントローラチップ３は、長方形の
平面形状を有しており、それぞれの長辺が同一方向を向くように配置され、インターポー
ザ４およびコントローラチップ３は、それぞれの長辺の一方がメモリチップＭ１、Ｍ２の
長辺の一方と重なるように積層されている。
【０１３４】
　２枚のメモリチップＭ１、Ｍ２のそれぞれの短辺に沿って形成されたパッド６は、Ａｕ
ワイヤ１１を介して配線基板２Ｃの短辺のパッド９と電気的に接続されている。
【０１３５】
　コントローラチップ３の主面には、その３辺（長辺の一方と、２つの短辺）に沿ってパ
ッド７が形成されている。コントローラチップ３の長辺に沿って形成されたパッド７は、
Ａｕワイヤ１４を介して配線基板２Ｃの長辺のパッド９と電気的に接続されている。コン
トローラチップ３の２つの短辺に沿って形成されたパッド７は、Ａｕワイヤ１０を介して
インターポーザ４のパッド８と電気的に接続されている。これらのパッド８は、コントロ
ーラチップ３の短辺のパッド７を９０度座標変換するインターポーザ４の配線１８の一端
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に接続されており、この配線１８の他端に形成されたパッド８およびこのパッド８に接続
されたＡｕワイヤ１２を介して配線基板２Ｃの長辺のパッド９と電気的に接続されている
。
【０１３６】
　上記のように構成された本実施の形態によれば、インターポーザ４のサイズを小さくし
ながら、配線の引き回しを簡略化することができる。
【０１３７】
　（実施の形態７）
　図３９は、本実施の形態のメモリカードの配線基板を示す平面図である。本実施の形態
のメモリカードは、配線基板２Ｃの主面上に４枚のメモリチップＭ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４
が積層された状態で実装されている。また、最上層のメモリチップＭ４の上には、２枚の
コントローラチップ３が実装されている。このように、配線基板２Ｃの主面上に実装する
メモリチップ数が増加した場合は、メモリチップ－コントローラチップ間のアクセス速度
の低下を防ぐために、メモリチップＭ４の上に２枚のコントローラチップ３を実装するこ
とが要求される。
【０１３８】
　図３９に示すように、本実施の形態のメモリカードは、最上層のメモリチップＭ４の上
にコの字形の平面形状を有するインターポーザ４を２枚実装し、それぞれのインターポー
ザ４のコの字形で囲まれた領域の内側にコントローラチップ３を配置している。また、一
方のインターポーザ４ともう一方のインターポーザ４は、Ａｕワイヤ１９を介して電気的
に接続されている。
【０１３９】
　上記のように構成された本実施の形態によれば、前記実施の形態５と同様の効果が得ら
れるので、メモリチップＭ４の上に２枚のコントローラチップ３を実装することが可能と
なる。
【０１４０】
　また、コの字形の平面形状を有するインターポーザ４を２枚使用する代わりに、図４０
に示すように、矩形の平面形状を有する３枚のインターポーザ４ａ、４ｂ、４ｃと３枚の
インターポーザ４ｈ、４ｉ、４ｊをそれぞれコの字形に組み合わせてメモリチップＭ４の
上に実装し、コの字形で囲まれた領域の内側にコントローラチップ３を配置した場合でも
同様の効果を得ることができる。
【０１４１】
　ここでは、３辺にパッド７が形成されたコントローラチップ３を２枚実装する場合につ
いて説明したが、４辺にパッド７が形成されたコントローラチップ３を２枚実装する場合
は、前記図２３に示したようなロの字形の平面形状を有するインターポーザ４を２枚使用
することによって、メモリチップＭ４の上に２枚のコントローラチップ３を実装すること
が可能となる。
【０１４２】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態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。
【０１４３】
　前記実施の形態では、短辺の一方にパッドを設けたフラッシュメモリチップを積層した
が、本発明は、長辺の一方にパッドを設けたフラッシュメモリチップを積層する場合にも
適用できる。また、対向する２辺にパッドを設けたフラッシュメモリチップに再配線を形
成してパッドを一辺に集中させた場合にも適用できる。
【０１４４】
　また、前記実施の形態４～７では、２枚または４枚のメモリチップを積層した場合につ
いて説明したが、さらに多くのメモリチップを積層したメモリカードに適用することもで
きる。その場合は、前記実施の形態１～３で説明した各種の積層方法を採用することによ
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り、限られた寸法の配線基板上に多数枚のメモリチップを積層することが可能となる。
【０１４５】
　また、配線基板上にフラッシュメモリチップを積層する場合、配線基板とフラッシュメ
モリチップとの間、あるいは下層のフラッシュメモリチップと上層のフラッシュメモリチ
ップとの間にスペーサチップを設けてもよい。
【０１４６】
　また、前記実施の形態では、メモリカードに適用した場合について説明したが、例えば
図４１に示すような、下面に多数のバンプ電極４０を接続した配線基板２Ｃ上に複数枚の
メモリチップＭ１、Ｍ２とコントローラチップ３を積層したボールグリッドアレイ（ＢＧ
Ａ）構造のシステムインパッケージ（ＳＩＰ）など、メモリカード以外のパッケージ形態
を備えた半導体装置にも適用することができる。
【０１４７】
　また、メモリチップはフラッシュメモリチップに限定されるものではなく、例えばＤＲ
ＡＭなど、他のメモリチップを実装する場合にも適用することができる。配線基板上に実
装するメモリチップの枚数は、１枚でもよく、複数枚でもよい。
【０１４８】
　また、前記実施の形態１～３において、メモリチップＭ２～Ｍ４の仕様に合わせてコン
トローラチップ３をカスタム設計し、コントローラチップ３と、メモリチップＭ２～Ｍ４
および配線基板２とを直接接続する場合は、インターポーザ４を不要にすることができる
。この場合、図１４に示すように、コントローラチップ３の一辺にメモリチップＭ２～Ｍ
４と接続するためのパッド７を配置し、この一辺と直交する一辺（メモリチップＭ２～Ｍ
４の長辺と平行な辺）に配線基板２と接続するためのパッド７を配置する。これにより、
メモリカード１Ａの部品点数および組み立て工程数を減らすことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　本発明は、配線基板上にメモリチップとコントローラチップとを積層する半導体装置に
適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】本発明の一実施の形態であるメモリカードの内部構造を示す概略平面図である。
【図２】本発明の一実施の形態であるメモリカードの裏面の外観を示す平面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図４】（ａ）、（ｂ）は、メモリチップの積層方法を変えたメモリカードの断面図であ
る。
【図５】本発明の一実施の形態であるメモリカードにおいて、コントローラチップ、イン
ターポーザ、メモリチップ、配線基板の接続関係を示す概略平面図である。
【図６】本発明の一実施の形態であるメモリカードにおいて、コントローラチップ、イン
ターポーザ、メモリチップ、配線基板の接続関係を示すブロック図である。
【図７】インターポーザを図示しないで、各チップ間の接続関係を示すブロック図である
。
【図８】（ａ）は、インターポーザのチップセレクト用パッドと、メモリチップのチップ
セレクト用パッドとの接続部を拡大した平面図、（ｂ）は、コントローラチップのメモリ
固有制御パッドとメモリチップのチップセレクト用パッドとの接続部を拡大した平面図で
ある。
【図９】メモリチップの積層方法の別例を示す断面図である。
【図１０】メモリチップの積層方法の別例を示す断面図である。
【図１１】メモリチップの積層方法の別例を示す断面図である。
【図１２】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの断面図である。
【図１３】比較例の積層方法を示す概略図である。
【図１４】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの内部構造を示す概略平面図であ
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る。
【図１５】（ａ）は、本発明の他の実施の形態であるメモリカードの外観（表面側）を示
す平面図、（ｂ）は、このメモリカードの側面図、（ｃ）は、このメモリカードの外観（
裏面側）を示す平面図である。
【図１６】図１５に示したメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図１７】図１５に示したメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【図１８】図１５に示したメモリカードの配線基板、メモリチップ、コントローラチップ
およびインターポーザの接続関係を模式的に示す回路図である。
【図１９】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図２０】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【図２１】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図２２】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【図２３】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図２４】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【図２５】インターポーザの作製に用いるマップ基板の平面図である。
【図２６】図２５に示したマップ基板からインターポーザを作製する方法を示す平面図で
ある。
【図２７】図２５に示したマップ基板からインターポーザを作製する方法を示す平面図で
ある。
【図２８】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法を示す平面図である。
【図２９】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法を示す平面図である。
【図３０】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法を示す平面図である。
【図３１】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法の別例を示す平面図である。
【図３２】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法の別例を示す平面図である。
【図３３】図２５に示したマップ基板から得られたインターポーザを使ってメモリカード
を組み立てる方法の別例を示す平面図である。
【図３４】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図３５】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図３６】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図３７】図３６に示したメモリカードの配線基板を示す断面図である。
【図３８】図３６に示したメモリカードの配線基板、メモリチップ、コントローラチップ
およびインターポーザの接続関係を模式的に示す回路図である。
【図３９】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図４０】本発明の他の実施の形態であるメモリカードの配線基板を示す平面図である。
【図４１】本発明の他の実施の形態であるボールグリッドアレイ構造のシステムインパッ
ケージを示す断面図である。
【符号の説明】
【０１５１】
１Ａ、１Ｂ　メモリカード
２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ　配線基板
　３　コントローラチップ
４、４ａ～４ｊ　インターポーザ
　５　モールド樹脂
５Ａ　凹溝
　６　パッド
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６ａ　メモリ共通信号用パッド
６ｂ　チップセレクト用パッド
　７　パッド
７ａ　メモリ共通制御パッド
７ｂ　メモリ固有制御パッド
７ｃ　外部入出力用パッド
　８　パッド
８ａ　メモリ共通信号用パッド
８ｂ　チップセレクト用パッド（メモリ固有信号用パッド）
８ｃ　外部入出力用パッド
　９　パッド
９ａ　メモリ共通信号用パッド
９ｂ　チップセレクト用パッド（メモリ固有信号用パッド）
１０、１１、１２、１３、１４、１９　Ａｕワイヤ
１５、１５ａ１　表面配線
１６　裏面配線
１７　ビアホール
１８　配線
２０　表面配線
２１　裏面配線
２２　ビアホール
２３　外部接続端子
２４　チップコンデンサ
３０　キャップ
３１　突起
３３　マップ基板
３４　両面接着テープ
４０　バンプ電極
Ｍ１～Ｍ８　メモリチップ
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