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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、
　前記第１面に対向する第２面と、
　前記第１及び第２面のうち少なくとも一方に形成されている回路配線と、
　前記第２面に形成されているパワー電極板と、
　前記第２面に形成され、前記回路配線と電気的に接続される少なくとも１つのバンプラ
ンドと、
　前記第１面に形成されている複数のボールランドと、
　を含む基板と；
　前記基板の第２面に実装され、前記回路配線と電気的に接続される半導体チップと；
　前記半導体チップを囲み、前記バンプランドを露出させたまま、前記パワー電極板を覆
うように前記基板の第２面に形成されている誘電体層と；
　前記半導体チップ及び前記誘電体層上に取り付けられたグラウンド電極板と；
　前記誘電体層の内部にある前記バンプランドの上部に形成されグラウンド電極板と電気
的に接続される垂直接続用バンプと；
　前記ボールランドに取り付けられた複数のハンダボールと；
　を備えることを特徴とする半導体チップパッケージ。
【請求項２】
　前記半導体チップは、活性面に複数のチップパッドを有し、前記基板は、第１面に形成
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され、且つ前記回路配線と接続される複数の基板パッドを有することを特徴とする請求項
１に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項３】
　前記基板は、前記チップパッドを露出する開口を有することを特徴とする請求項２に記
載の半導体チップパッケージ。
【請求項４】
　前記開口を通して前記チップパッド及び前記基板パッドを電気的に接続される複数のボ
ンディングワイヤをさらに備えることを特徴とする請求項３に記載の半導体チップパッケ
ージ。
【請求項５】
　前記半導体チップは、活性面に複数のチップパッドを備え、前記基板は第２面に形成さ
れ、且つ前記回路配線と接続される複数の基板パッドを備えることを特徴とする請求項１
に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項６】
　前記チップパッドに形成され前記基板パッドと接合する複数のチップバンプをさらに備
えることを特徴とする請求項５に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項７】
　前記パワー電極板は、前記基板に形成されている第１内部ビアにより前記回路配線と電
気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項８】
　前記バンプランドは、前記基板に形成されている第２内部ビアにより前記回路配線と電
気的に接続されることを特徴とする請求項１に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項９】
　前記グラウンド電極板は、伝導性接着層により前記半導体チップに取り付けられること
を特徴とする請求項１に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項１０】
　第１面と、
　前記第１面に対向する第２面と、
　前記第１及び第２面のうち少なくとも一方に形成されている回路配線と、
　前記第２面に形成されているパワー電極板と、
　前記第２面に形成され前記回路配線と電気的に接続される少なくとも１つのバンプラン
ドと、
　前記第１面に形成されている複数のボールランドと、を有する基板を準備する段階と；
　半導体チップを回路配線と電気的に接続するために、第２面に半導体チップを取り付け
る段階と；
　前記半導体チップを囲み、前記バンプランドを露出させたまま、前記パワー電極板を覆
うように前記基板の第２面に誘電体層を形成する段階と；
　前記誘電体層の内部にある前記バンプランドの上部に少なくとも一つの垂直接続用バン
プを形成する段階と；
　グラウンド電極板を垂直接続用バンプと電気的に接続するために、前記半導体チップ及
び誘電体層の上部にグラウンド電極板を形成する段階と；
　前記ボールランドに複数のハンダボールを形成する段階と；
　を含むことを特徴とする半導体チップパッケージの製造方法。
【請求項１１】
　前記基板を準備する段階は、前記第１面に形成され前記回路配線と接続される複数の基
板パッドを有する基板と、チップパッドを露出させる開口を有する基板と、を備える段階
であり、
　半導体チップを取り付ける段階は、活性面に複数のチップパッドを有する半導体チップ
を取り付けることを特徴とする請求項１０に記載の半導体チップパッケージの製造方法。
【請求項１２】
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　半導体チップを回路配線と電気的に接続するために第２面に半導体チップを取り付ける
段階は、前記開口を通して複数のチップパッドのうち少なくとも一つと、複数の基板パッ
ドのうち少なくとも一つと、をボンディングワイヤで接続することを特徴とする請求項１
１に記載の半導体チップパッケージの製造方法。
【請求項１３】
　基板を準備する段階は、前記第２面に複数の基板パッドを形成して前記回路配線と接続
する基板を用意する段階であり、
　半導体チップを取り付ける段階は、活性面に複数のチップパッドを有する半導体チップ
を取り付けることを特徴とする請求項１０に記載の半導体チップパッケージの製造方法。
【請求項１４】
　半導体チップを回路配線と電気的に接続するために第２面に半導体チップを取り付ける
段階は、前記チップパッドに形成されているチップバンプを複数の基板パッドのうち少な
くとも一つに接続することを特徴とする請求項１３に記載の半導体チップパッケージの製
造方法。
【請求項１５】
　前記誘電体層を形成する段階は、誘電フィルムを積層して取り付けるか、誘電性ペース
トをプリンティングするか、或いは薄膜材料を直接コーティングして形成することを特徴
とする請求項１０に記載の半導体チップパッケージの製造方法。
【請求項１６】
　第１下面と、
　前記第１下面に対向する第１上面と、
　前記第１上面及び第１下面のうち少なくとも一方に形成されている第１回路配線と、
　前記第１上面に形成されている第１パワー電極板と、
　前記第１上面に形成され前記第１回路配線と電気的に接続される第１バンプランドと、
　前記第１下面に形成されている複数のボールランドと、
　を有する第１基板と；
　前記第１上面に実装され前記第１回路配線と電気的に接続される第１半導体チップと；
　前記第１半導体チップを囲み、前記第１バンプランドを露出させたまま、前記第１パワ
ー電極板を覆うように前記第１上面に形成されている第１誘電体層と；
　前記第１基板の第１上面に対向する第２下面と、
　前記第２下面に対向する第２上面と、
　前記第２上面及び第２下面のうち少なくとも一方に形成されている第２回路配線と、
　前記第２下面に形成されている第１グラウンド電極板と、
　前記第２下面に形成されている第２バンプランドと、
　前記第２上面に形成されている第２パワー電極板と、
　前記第２上面に形成されている第３バンプランドと、を有し、
　前記第１半導体チップと前記第１基板の第１誘電体層とを機械的に連結する第２基板と
；
　前記第１誘電体層の内部にある前記第１バンプランドの上部に形成されている第１グラ
ウンド電極板と電気的に接続される第１垂直接続用バンプと；
　前記第２基板の第２上面に取り付けられ、前記第２回路配線と電気的に接続される第２
半導体チップと；
　前記第２半導体チップを囲み、前記第３バンプランドを露出させたまま、前記第２パワ
ー電極板を覆うように前記第２基板の第２上面に形成される第２誘電体層と；
　前記第２半導体チップ及び第２誘電体層上に形成される第２グラウンド電極板と；
　前記第２誘電体層の内部にある前記第３バンプランドの上部に形成され、前記第２グラ
ウンド電極板と電気的に接続される第２垂直接続用バンプと；
　前記第１基板の複数のボールランド上に形成される複数のハンダボールと；
　を備えることを特徴とする半導体チップパッケージ。
【請求項１７】
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　第１面に形成されるパワー電極板と、前記第１面に形成され基板の回路配線と接続され
る少なくとも一つのバンプランドと、を有する基板と、
　前記基板の第１面に取り付けられ、前記回路配線と電気的に接続される半導体チップと
、
　を含む半導体チップパッケージにおいて、
　前記基板の第１面に形成され前記半導体チップを囲み、前記バンプランドを露出させた
まま、前記パワー電極板を覆う誘電体層と、
　前記半導体チップ及び誘電体層上に形成されるグラウンド電極板と、
　前記誘電体層の内部にある前記バンプランドの上部に形成され、前記グラウンド電極板
と電気的に接続される垂直接続用バンプと、
　を備えることを特徴とするデカップリングコンデンサを備える半導体チップパッケージ
。
【請求項１８】
　前記パワー電極板は、前記基板に形成されている第１内部ビアにより前記回路配線と電
気的に接続されることを特徴とする請求項１７に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項１９】
　前記バンプランドは、前記基板に形成されている第２内部ビアにより前記回路配線と電
気的に接続されることを特徴とする請求項１７に記載の半導体チップパッケージ。
【請求項２０】
　前記グラウンド電極板は、伝導性接着層により前記半導体チップに取り付けられること
を特徴とする請求項１７に記載の半導体チップパッケージ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パッケージ技術に関するもので、さらに詳細には、改善されたデカップリン
グコンデンサを含む半導体チップパッケージ及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子の高速動作に伴い、雑音(noise)、信号遅延などが重要な課題となっている
。このようなパワー／グラウンド雑音(power/ground noise)は、高速の半導体素子及び／
又はパッケージ基板の寄生インダクタンスにより発生する。また、パワーグラウンド雑音
は、高速動作を阻害する信号遅延を増加させる原因となる。
【０００３】
　一般に、デカップリングコンデンサの配置は、パワーグラウンド雑音を減少させるとさ
れている。デカップリングコンデンサが半導体チップパッケージに用いられる場合、理想
的とされるのは抵抗及びインダクタンスのないキャパシタンス成分のみを有するものであ
る。しかし、実際には、デカップリングコンデンサ内に内部抵抗及びインダクタンスを有
し、また、素子とデカップリングコンデンサとの間には導体経路を有している。これによ
り、デカップリングコンデンサに悪影響を生じさせる。なお、デカップリングコンデンサ
のキャパシタンスは、信号特性、最大許容雑音、寄生インダクタンスを考慮して決定され
るため、デカップリングコンデンサの選択を難しくする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、半導体素子のパワーグラウンド端子とデカップリングコンデンサとを
最短経路で連結し、デカップリングコンデンサの寄生抵抗及びインダクタンス成分を最小
化することができるともに、デカップリングコンデンサの容量を容易に調整できる半導体
チップパッケージ及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　上述の目的を達成するために、本発明によるデカップリングコンデンサを有する半導体
チップパッケージは、第１面と、第２面と、第１面及び第２面のうち少なくとも一方に形
成されている回路配線と、第２面に形成されているパワー電極板（power plane）と、回
路配線と連結され、第２面に形成されている少なくとも１つのバンプランドと、第１面に
形成されているボールランドと、を備えることを特徴とする。また、本発明によるデカッ
プリングコンデンサを有する半導体チップパッケージは、基板の第２面に取り付けられ、
回路配線と電気的に接続される半導体チップと、基板の第２面に形成されている誘電体層
と、をさらに備えることを特徴とする。誘電体層は、チップを囲み、バンプランドを露出
させたまま、パワー電極板を覆う。本発明によるデカップリングコンデンサを有する半導
体チップパッケージは、半導体チップ及び絶縁層に形成されるグラウンド電極板と、誘電
体層の内部の、バンプランドの上部に形成されグラウンド電極板と電気的に接続される少
なくとも一つの垂直接続用バンプと、ボールランドに形成される複数のハンダボールと、
をさらに備えることを特徴とする。
【０００６】
　上記目的を達成するためのデカップリングコンデンサを有する半導体チップパッケージ
の製造方法は、第１面と、第２面と、第１面及び第２面のうち少なくとも一方に形成され
ている回路配線と、第２面に形成されているパワー電極板と、回路配線と接続され第２面
に形成される少なくとも一つのバンプランドと、第１面に形成されている複数のボールラ
ンドと、を含む基板を備える段階と、基板の第２面に取り付けられ、回路配線と電気的に
接続するために半導体チップを備える段階と、半導体チップを囲みバンプランドを露出さ
せたまま、電極板を覆うように基板の第２面に誘電体層を形成する段階と、誘電体層の内
部にあるバンプランドの上部に少なくとも一つの垂直接続用バンプを形成する段階と、垂
直接続用バンプと電気的に接続できるように半導体チップおよび絶縁層にグラウンド電極
板を形成する段階と、ボールランドに複数のハンダボールを形成する段階と、を含むこと
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の半導体チップパッケージ及びその製造方法によれば、半導体素子のパワーグラ
ウンド端子とデカップリングコンデンサとを最短経路で連結し、デカップリングコンデン
サの寄生抵抗及びインダクタンス成分を最小化するとともに、デカップリングコンデンサ
の容量を容易に調整できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明によるコンデンサを有する半導体チップパッ
ケージ及びその製造方法をより詳細に説明する。
【０００９】
＜第１実施例＞
　図１は、本発明による半導体チップパッケージの第１実施例を示す断面図で、図２は、
本発明による半導体チップパッケージに適用される基板の平面図で、図３は、図２のＡ部
分の拡大図である。
【００１０】
　本発明による半導体チップパッケージ１０は、チップパッド１２が中央に位置するセン
ターパッド型の半導体チップ１１を備える。半導体チップは、チップパッド１２が形成さ
れている回路形成面が基板２１に対向して実装され、半導体チップ１１と基板２１とがボ
ンディングワイヤ３５により電気的に接続される。ハンダボール４７は、基板２１に形成
されパッケージ１０の外部接続端子として用いられる。また、パッケージ１０は、パワー
電極板２７とグラウンド電極板３９と誘電体層４１とから構成されたデカップリングコン
デンサを有する。
【００１１】
　基板２１は中央部に開口２２を有する。基板２１にチップ１１を取り付けた後、ワイヤ
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ボンディングのために開口２２を通してチップパッド１２が露出される。ここで、基板２
１は、印刷回路基板（PCB; Printed Circuit Board）、テープ配線基板等の様々な種類の
基板が用いられる。
【００１２】
　基板２１の下面には、開口２２と隣接して基板パッド２４が形成され、ボールランド２
９が基板パッド２４と離間され格子状に配列される。また、基板パッド２４とボールラン
ドとを連結する回路配線２３が形成される。
【００１３】
　基板２１の上面にはパワー電極板２７とバンプランド２５とが形成されている。金属材
質のパワー電極板２７は、図２に示すように、基板２１の上面全体にわたって形成される
が、必要に応じて所定面積に限り形成され得る。バンプランド２５は、パワー電極板２７
と離間され島状に配列される。バンプランド２５は、基板２１に形成されている内部ビア
２６により回路配線２３のグラウンド線と連結され、パワー電極板２７は、別の内部ビア
２８により回路配線２３のパワー配線と連結される。バンプランド２５用の内部ビア２６
は、図１に示すように、バンプランド２５の下部、または、図３に示すように、バンプラ
ンド２５の周辺に形成することができる。
【００１４】
　半導体チップ１１は、チップパッド１２が開口２２内に位置するように、基板２１の上
面に接着層３１により取り付けられる。チップ１１と基板２１との電気的な接続のために
、各ボンディングワイヤ３５が開口２２を通して一端はチップパッドに、他端は基板パッ
ド２４に接続される。
【００１５】
　基板２１の上部には、チップ１１を囲み、パワー電極板２７を覆うように誘電体層４１
が形成される。また、半導体チップ１１の背面（すなわち、図１の上面）と誘電体層４１
の上面とにグラウンド電極板が形成される。グラウンド電極板３９は、接着層３３により
チップ１１の背面に取り付けられる。接着層３３は電気的に伝導性であり、グラウンド電
極板２７とグラウンドとして用いられるチップ１１の背面とを連結する。誘電体層４１は
、ＴａｘＯｙ、ＢａｘＴｉＯｙ、またはガラス強化エポキシ等の公知の物質の高誘電率を
有する酸化金属からなる。
【００１６】
　誘電体層４１は、誘電フィルムを積層して付着することで形成するか、ペースト状の高
誘電物質をプリンティングするか、誘電材料を直接コーティングするか、その他の公知技
術を用いる等から形成できる。誘電体層４１の材質、厚さ、及び大きさは、所望するデカ
ップリングコンデンサの容量によって変わる。グラウンド電極板３９は、平板状に製作し
て取り付けられる。
【００１７】
　電気的伝導性を有する垂直接続用バンプ３７は、バンプランド２５の上部及び誘電体層
４１の内部に形成される。バンプランド２５は、バンプ３７によりグラウンド電極板３９
に電気的に接続される。バンプランド２５の一部は、必要に応じて、回路配線２３と接続
していない場合があってもグラウンド電極板３９とは接続していたほうが望ましい。
【００１８】
　ハンダボール４７は、基板２１のボールランド２９に形成されパッケージの外部接続端
子として用いられる。基板２１の下面は、ソルダレジスト層４９で覆われ保護される。ま
た、基板２１の開口２２の内部及びその周辺に成形樹脂部４５が形成されボンディングワ
イヤ３５を保護する。
【００１９】
　前述の第１実施例のように、本発明による半導体チップパッケージ１０は、パワー電極
板２７に形成されているデカップリングコンデンサと、グラウンド電極板３９と、誘電体
層４１と、で構成する。パワー電極板は、基板２１のチップ実装面に形成されパワーネッ
ト（例えば、回路配線）と電気的に接続される。グラウンド電極板３９は、チップ１１の
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背面に形成されグラウンドネット（例えば、グラウンド回路配線）と電気的に接続される
。誘電体層４１は、パワー電極板２７とグラウンド電極板３９との間に位置する。これに
より、半導体チップのパワーグラウンド端子とデカップリングコンデンサとが最短経路で
連結され、デカップリングコンデンサの寄生抵抗／インダクタンス成分を減少させること
が可能である。グラウンド電極板３９及びパワー電極板２７の面積と誘電体層４１の誘電
率となどを調整してデカップリングコンデンサの容量を容易に調節することができる。
【００２０】
　図４Ａ～図４Ｄは、本発明による半導体チップパッケージ１０の第１実施例の製造工程
を示す断面図である。
【００２１】
　図４Ａを参照すると、基板２１には、中央に開口２２が形成され、下面に基板パッド２
４、回路配線２３及びボールランド２９が形成されている。また、上面にパワー電極板２
７とバンプランド２５とが形成されている。バンプランド２５とパワー電極板２７とは基
板に形成されている内部ビア２６、２８により回路配線２３と電気的に接続される。
【００２２】
　半導体チップ１１は、基板２１に機械的に取り付けられ電気的に接続される。半導体チ
ップ１１は、チップパッド１２が開口２２に位置するように、基板２１の上面と対向させ
て基板の上面に接着層３１で取り付ける。次に、チップパッド１２とそれに対応される基
板パッド２４とを開口２２を経由するボンディングワイヤ３５により相互連結させる。ワ
イヤボンディング後に、ボンディングワイヤ３５を保護するために開口２２の内部及びそ
の周辺に成形樹脂部４５を形成する。
【００２３】
　次に、図４Ｂのように、チップ１１を囲むように基板２１の上面に誘電体を形成する。
誘電体層４１は、バンプランド２５が露出するようにパワー電極板２７を覆う。誘電体層
４１は、誘電率が２０以上の高誘電物質で形成され、誘電フィルムを積層して付着するか
、ペースト状の高誘電物質をプリンティングするか、薄膜材料を直接コーティングするか
、またはその他の公知技術を用いる等から形成できる。
【００２４】
　次に、図４Ｃのように、誘電体層４１間に露出しているバンプランド２５にバンプ３７
を形成する。バンプ３７は、金属のような導電性材質で製造されるが、種々の公知技術に
より形成することができる。
【００２５】
　次に、図４Ｄのように、半導体チップ１１の背面と誘電体層４１の上面とにグラウンド
電極板３９が形成される。グラウンド電極板３９は、接着層３３により半導体チップ１１
の背面に取り付ける。接着層３３は電気的に伝導性であり、グラウンドとして用いられる
チップ１１の背面に電気的に接続される。
【００２６】
　図３に示すように、最後に、基板２１のボールランド２９上にパッケージ１０の外部接
続端子としてハンダボール４７を形成する。
【００２７】
＜第２実施例＞
　図５は、本発明による半導体チップパッケージ１１０の第２実施例を示す断面図である
。
【００２８】
　図５を参照すると、本発明による半導体チップパッケージ１１０は、バンプ１１３によ
り基板１２１にフリップチップボンディングされている半導体チップ１１１を備える。ハ
ンダボール１４７は基板１２１の下に形成され、パッケージ１１０の外部接続端子として
用いられる。パッケージ１１０はグラウンド電極板１３９、誘電体層１４１及びパワー電
極板１２７からなるデカップリングコンデンサを有する。
【００２９】
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　後述の実施例では、チップ１１１と基板１２１との電気的な相互接続を、前述のワイヤ
ボンディングの代わりにフリップチップボンディングによって行なう。すなわち、チップ
１１１と基板１２１とはチップパッド（図示せず）に形成されているチップバンプ１１３
により電気的に接続する。チップバンプ１１３は、基板１２１の上面に形成されている基
板パッド１２４と直接接合する。前述の実施例とは異なりエッジパッド型チップが用いら
れ、基板は開口を有しない。基板１２１は、上面にパワー電極板１２７とバンプランド１
２５とが形成され下面にボールランド１２９と回路配線１２３とが形成される。
【００３０】
　パワー電極板１２７は基板１２１の上面を略覆う。基板パッド１２４とバンプランド１
２５とはパワー電極板１２７と離間され島状に配列される。回路配線１２３と電気的に接
続されているボールランド１２９は、格子状に配列され形成される。バンプランド１２５
とパワー電極板１２７とは基板１２１に形成されている内部ビア１２６、１２８により回
路配線１２３と接続する。基板パッド１２４は、基板に形成されている内部ビア（図示せ
ず）により内部配線１２３及び／またはボールランド１２９に接続する。
【００３１】
　なお、本実施例において、前述の実施例と同一または類似する要素については、その説
明を省略する。
【００３２】
　図６Ａ～図６Ｄは、本発明による半導体チップパッケージ１１０の第２実施例の製造過
程を示す断面図である。
【００３３】
　図６Ａを参照すると、基板１２１に半導体チップ１１１をフリップチップボンディング
により実装し電気的に接続すると同時にチップの取り付けが行われる。このために、チッ
プパッド（図示せず）にはチップバンプ１１３が形成され、基板１２１の上面に形成され
ている基板パッド１２４と接続される。基板１２１には、下面にボールランド１２９と回
路配線１２３とが形成され、上面には基板パッド１２４、パワー電極板１２７及びバンプ
ランド１２５が形成される。
【００３４】
　次に、図６Ｂのように、誘電体層１４１は、チップを囲み、チップ１１１と基板１２１
とのギャップを埋めるために基板１２１の上面に形成される。誘電体層１４１は、バンプ
ランド１２５を露出させたままパワー電極板１２７と基板パッド１２４とを覆う。
【００３５】
　次に、図６Ｃのように、垂直接続用バンプ１３７が、誘電体層１４１間に露出している
バンプランド１２５上に形成される。次に、図６Ｄのように、グラウンド電極板１３９が
半導体チップ１１１の背面と誘電体層１４１の上面とに形成される。グラウンド電極板１
３９は、接着層１３３によりチップ１１１の背面に取り付けられる。最後に、図５に示す
ように、ハンダボール１４７が基板１２１のボールランド１２９に形成される。
【００３６】
＜第３実施例＞
　図７は、本発明による半導体チップパッケージ３１１の第３実施例を示す断面図で、図
８は、本発明による半導体チップパッケージの第３実施例に適用される基板４２１の断面
図で、図９Ａ及び図９Ｂは、本発明による半導体チップパッケージの第３実施例に適用さ
れる基板４２１の平面図及び背面図である。
【００３７】
　図７を参照すると、本発明による第３実施例の半導体チップパッケージ３１０は、チッ
プバンプ３１２、４１２が形成されている２つの半導体チップ３１１、４１１を備える積
層パッケージの形態である。２つの半導体チップ３１１、４１１は、それぞれ、第１基板
３２１と第２基板４２１とにチップバンプ３１２、４１２によりフリップチップボンディ
ングにより実装される。第１基板３２１の下面にハンダボール３４７が形成されパッケー
ジ３１０の外部接続端子として機能する。パッケージ３１０は、パワー電極板３２７、４
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２７、グラウンド電極板３３９、４３９及び誘電体層３４１、４４１により形成されてい
る２つのデカップリングコンデンサを備える構造である。
【００３８】
　第１半導体チップ３１１は、第１基板３２１に、第１チップ３１１に形成されている第
１チップバンプ３１２によりフリップチップボンディングにより実装される。第１チップ
バンプ３１２は、第１基板３２１の基板パッド３２４と機械的に接合され電気的に接続さ
れる。
【００３９】
　第１基板３２１は、上面に第１基板パッド３２４、第１パワー電極板３２７及び第１バ
ンプランド３２５が形成され、下面にボールランド３２９及び第１回路配線３２３が形成
される構造である。第１パワー電極板３２７は、第１基板３２１の上面を略覆う。第１基
板パッド３２４と第１バンプランド３２５とは、第１パワー電極板３２７と離間され島状
に配列される。なお、別の実施形態において、第１バンプランド３２５の一部は、第１パ
ワー電極板３２７と連結することができる。ボールランド３２９は、第１回路配線３２３
と連結され格子状に配列される。
【００４０】
　第１基板パッド３２４、第１バンプランド３２５及び第１パワー電極板３２７は、第１
基板３２１を貫通するビア３２６、３２８により第１回路配線３２３及び／又はボールラ
ンド３２９と選択的に接続される。第１基板３２１の伝導性パターンが様々な形態、構造
、及び電気的ネットワークを有し得ることは当業者には自明である。さらに、第１基板３
２１には、種々の多層配線基板を使用できることも自明である。
【００４１】
　第１半導体チップ３１１の周辺を囲み、第１半導体チップ３１１と第１基板３２１との
ギャップを埋めるために下部基板３２１の上面に第１誘電体層３４１が形成されている。
第１誘電体層３４１は、第１パワー電極板３２７と第１基板パッド３２４とを覆う。また
、第１基板３２１の第１誘電体層３４１の内部に、また第１バンプランド３２５の上部に
、第１垂直接続用バンプ３３７が形成される。
【００４２】
　第１半導体チップ３１１の背面に、伝導性接着層３３３により第２基板４２１が取り付
けられる。第２基板４２１は、図８に示すように、上面に第２パワー電極板４２７が、下
面に第１グラウンド電極板３３９が形成される構造である。
【００４３】
　図９Ｂに示すように、第１グラウンド電極板３３９は第２基板４２１の下面を略覆う。
第２バンプランド４２５は、第１グラウンド電極板３３９と離間され、第２基板４２１の
下面に島状に配列される。それぞれの第２バンプランド４２５は、シグナル、パワーまた
はグラウンド機能として用いられる。従って、グラウンド機能の第２バンプランド４２５
は、第１グラウンド電極板３３９と接続される。第２回路配線４２３は第２基板４２１の
下面に形成される。第１グラウンド電極板３３９、第２バンプランド４２５及び第２回路
配線４２３は、内部ビア４２６、４２８と選択的に接続される。図９Ｂの電気的ネットワ
ークはあくまでも一形態であって、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４４】
　図９Ａに示すように、第２パワー電極板４２７は、第２基板４２１の上面を略覆う。第
３バンプランド４７５は、第２パワー電極板４２７と離間され、第２基板４２１の上面に
島状に配列される。それぞれの第３バンプランド４７５は、シグナル、パワーまたはグラ
ウンド機能として用いられる。従って、パワーランド機能の第３バンプランド４７５は、
第２パワー電極板４２７と連結される。第２基板パッド４２４は第２基板４２１の上面に
形成する。第２パワー電極板４２７、第３バンプランド４７５及び第２基板パッド４２４
は、内部ビア４２６、４２８と選択的に接続する。図９Ａに示す電気的ネットワークはあ
くまでも一形態であって、本発明はこれに限定されるものではない。
【００４５】
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　図７を参照すると、第２半導体チップ４１１は、第２基板４２１に、第２チップ４１１
に形成されている第２チップバンプ４１２によりフリップチップボンディングにより実装
される。第２チップバンプ４１２と第２基板パッド４２４とは機械的に接合され電気的に
接続される。第２半導体チップ４１１の周辺を囲み、第２半導体チップ４１１と第２基板
４２１とのギャップを埋めるために第２基板４２１の上面に第２誘電体層４４１が形成さ
れる。第２誘電体層４４１は、第２パワー電極板４２７と第２基板パッド４２４とを覆う
。そして、第２基板４２１の第２誘電体層４４１の内部にある第２バンプランド４２５の
上部に第２垂直接続用バンプ４３７が形成される。
【００４６】
　第２半導体チップ４１１の背面及び第２誘電体層４４１の上面に第２グラウンド電極板
４３９が形成される。第２グラウンド電極板４３９は、伝導性接着層４３３により第２チ
ップの背面に取り付けられる。第２グラウンド電極板４３９は、第２垂直接続用バンプ４
３７と連結される。
【００４７】
　図１０Ａ～図１０Ｅは、本発明による半導体チップパッケージ３１０の第３実施例の製
造過程を示す断面図である。
【００４８】
　図１０Ａを参照すると、第１半導体チップ３１１は、第１基板３２１上に、第１チップ
バンプ３１２によりフリップチップボンディングにより実装され電気的に接続される。第
１チップバンプ３２１は、チップパッド（図示せず）に形成され、第１基板３２１の上面
に形成されている第１基板パッド３２４と接合される。第１チップ３１１を囲み、第１チ
ップ３１１と第１基板３２１とのギャップを埋めるために第１基板３２１の上面に第１誘
電体層３４１を形成する。第１誘電体層３４１は、第１バンプランド３２５を露出させた
まま、第１パワー電極板３２７と第１基板パッド３２４とを覆う。第１誘電体層３４１間
に露出している第１バンプランド３２５に第１垂直接続用バンプ３３７が形成される。
【００４９】
　また、第２基板４２１は、伝導性接着層３３３により第１チップ３１１の背面に取り付
けられる。従って、第１基板３２１の第１垂直接続用バンプ３３７は、機能別に（例えば
、グラウンド、パワーまたはシグナル）それぞれ第２基板４２１の第２バンプランド４２
５と接合される。
【００５０】
　図１０Ｂを参照すると、第２半導体チップ４１１は、第２基板４２１上に、第２チップ
バンプ４１２によりフリップチップボンディングにより実装され電気的に接続される。図
１０Ｃのように、第２半導体チップ４１１を囲み、第２チップ４１１と第２基板４２１と
のギャップを埋めるために第２基板４２１の上面に第２誘電体層４４１を形成する。第２
誘電体層４４１は、第３バンプランド４７５を露出させたまま、第２パワー電極板４２７
と第２基板パッド４２４とを覆う。
【００５１】
　次に、図１０Ｄのように、第２誘電体層４４１間に露出している第３バンプランド４２
５に第２垂直接続用バンプ４３７が形成される。次に、図１０Ｅのように、第２グラウン
ド電極板４３９の上面と第２半導体チップ４１１の背面とに第２グラウンド電極板４３９
が形成される。第２半導体チップ４１１の背面に第２グラウンド電極板４３９が伝導性接
着層４３３により取り付けられる。最後に、図７のように、第１基板３２１のボールラン
ド３２９に外部接続端子としてハンダボール３４７が取り付けられる。
【００５２】
　一方、本明細書及び図面に開示された本発明の実施例は理解を助けるための特定の実施
形態を例示したに過ぎず、本発明の範囲を限定するものではない。ここに開示された実施
例の他にも本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内における種々の変形例が実施可能であ
ることは当業者には自明である。
【図面の簡単な説明】
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【００５３】
【図１】本発明による半導体チップパッケージの第１実施例を示す断面図である。
【図２】本発明による半導体チップパッケージに適用される基板の平面図である。
【図３】図２のＡ部分の拡大図である。
【図４Ａ】本発明による半導体チップパッケージの第１実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図４Ｂ】本発明による半導体チップパッケージの第１実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図４Ｃ】本発明による半導体チップパッケージの第１実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図４Ｄ】本発明による半導体チップパッケージの第１実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図５】本発明による半導体チップパッケージの第２実施例を示す断面図である。
【図６Ａ】本発明による半導体チップパッケージの第２実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図６Ｂ】本発明による半導体チップパッケージの第２実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図６Ｃ】本発明による半導体チップパッケージの第２実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図６Ｄ】本発明による半導体チップパッケージの第２実施例の製造過程を示す断面図で
ある。
【図７】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例を示す断面図である。
【図８】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例に適用される基板の断面図で
ある。
【図９Ａ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例に適用される基板の平面図
である。
【図９Ｂ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例に適用される基板の背面図
である。
【図１０Ａ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例の製造過程を示す断面図
である。
【図１０Ｂ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例の製造過程を示す断面図
である。
【図１０Ｃ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例の製造過程を示す断面図
である。
【図１０Ｄ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例の製造過程を示す断面図
である。
【図１０Ｅ】本発明による半導体チップパッケージの第３実施例の製造過程を示す断面図
である。
【符号の説明】
【００５４】
１０　半導体チップパッケージ
１１　半導体チップ
１２　チップパッド
２１　基板
２２　開口
２３　回路配線
２４　基板パッド
２５　バンプランド
２６　ビア
２７　パワー電極板
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２９　ボールランド
３１　接着層
３３　伝導性接着層
３５　ボンディングワイヤ
３７　バンプ
４１　誘電体層
４５　成形樹脂部
４７　ハンダボール
４９　ソルダレジスト

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図４Ｄ】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図７】

【図８】
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【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】
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