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(57)【要約】
【課題】半導体装置の小型化を図ることができ、半導体
装置を積み重ねた半導体装置製品を容易に組み立て可能
とする半導体装置およびその好適な製造方法を提供する
。
【解決手段】平板状に成形された樹脂成形部１２に半導
体素子１４が内蔵された半導体装置１００であって、前
記樹脂成形部１２の一方の面には、前記半導体素子１２
に電気的に接続された配線１６が、内面側を前記樹脂成
形部１２に封止され、外面が前記樹脂成形部１２に面一
に露出して設けられ、前記半導体素子１４の平面領域の
外側において、前記配線１６上に前記樹脂成形部１２を
厚さ方向に貫通する突起電極２０が設けられ、該突起電
極２０の突端部２０ａが前記樹脂成形部１２の他方の面
から突出していることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平板状に成形された樹脂成形部に半導体素子が内蔵された半導体装置であって、
　前記樹脂成形部の一方の面には、前記半導体素子に電気的に接続された配線が、内面側
を前記樹脂成形部に封止され、外面が前記樹脂成形部に面一に露出して設けられ、
　前記半導体素子の平面領域の外側において、前記配線上に前記樹脂成形部を厚さ方向に
貫通する突起電極が設けられ、
　該突起電極の突端部が前記樹脂成形部の他方の面から突出していることを特徴とする半
導体装置。
【請求項２】
　前記半導体素子は、フリップチップ接続により前記配線と電気的に接続して搭載され、
該半導体素子の裏面が前記樹脂成形部の外面と面一に露出し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】
　前記半導体素子は、フリップチップ接続により前記配線と電気的に接続して搭載され、
前記突起電極は、前記半導体素子の平面領域内から外側に引き出された配線の引出し端に
配置されていることを特徴とする請求項１または２記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記半導体素子は、ワイヤボンディング接続により前記配線と電気的に接続して搭載さ
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５】
　前記半導体素子は、前記樹脂成形部に複数段に積み重ねて内蔵されていることを特徴と
する請求項１～４のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記突起電極は、ボールボンディング法によって形成されたボールバンプとして形成さ
れていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記ボールバンプは、複数段に積み重ねて形成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】
　前記突起電極は、前記配線上にポスト状にめっきして形成されていることを特徴とする
請求項１～５のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項９】
　前記突起電極は、ワイヤボンディング法により金属ワイヤを山形のループ状に折曲して
形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項１０】
　前記突起電極は、導電ボール体を前記配線に接合して形成されていることを特徴とする
請求項１～５のいずれか一項記載の半導体装置。
【請求項１１】
　前記樹脂成形部に内蔵された半導体素子に設けられたバンプが、前記樹脂成形部の他方
の面から突出していることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項記載の半導体装置
。
【請求項１２】
　請求項１記載の半導体装置を、複数段に積み重ねて組み立てられた半導体装置であって
、
　前記半導体装置が同一の向きに積み重ねて一体化され、
　隣接段の一方の半導体装置の配線と他方の半導体装置の突端部とが接触して、段間での
電気的導通が図られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の半導体装置を、複数段に積み重ねて組み立てられた半導体装置であって
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、
　前記半導体装置が前記突起電極の突端部を対向させる向きに積み重ねて一体化され、
　前記突起電極の突端部を相互に当接して半導体装置の電気的導通が図られていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１１記載の半導体装置を、複数段に積み重ねて組み立てられた半導体装置であっ
て、
　前記半導体装置が同一の向きに積み重ねて一体化され、
　隣接段の一方の半導体装置の配線と他方の半導体装置の突端部とが接触して半導体装置
の電気的導通が図られるとともに、前記バンプを介して段間で前記半導体素子を介して電
気的導通が図られていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　金属基板に所定のパターンに配線を形成する工程と、
　該配線に電気的に接続して半導体素子を搭載する工程と、
　前記配線上に突起電極を形成する工程と、
　前記半導体素子、配線および突起電極を内包するキャビティが形成された樹脂成形金型
により前記金属基板をクランプし、前記キャビティに樹脂を充填して、前記半導体素子、
配線および突起電極を封止して樹脂成形する工程と、
　樹脂成形後に前記金属基板のみを除去する工程とを備えた半導体装置の製造方法であっ
て、
　前記樹脂成形金型により樹脂成形する際に、前記キャビティの内面を樹脂成形用のフィ
ルムにより被覆し、前記フィルムに前記突起電極の突端部を没入させた状態で前記キャビ
ティに樹脂を充填して、前記突端部に樹脂を付着させることなく樹脂成形することを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記樹脂成形金型により樹脂成形する際に、前記キャビティの内面を樹脂成形用のフィ
ルムにより被覆し、前記フィルムに前記突起電極の突端部を没入させ、前記半導体素子の
裏面に前記フィルムを押接させた状態で前記キャビティに樹脂を充填して、前記突端部お
よび前記半導体素子の裏面に樹脂を付着させることなく樹脂成形することを特徴とする請
求項１５記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記樹脂成形後に前記金属基板を除去する際に、前記配線を侵すことなく前記金属基板
のみを選択的に化学的に溶解除去することを特徴とする請求項１５または１６記載の半導
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およびその製造方法に関し、より詳細には、樹脂成形部からなる本
体内に半導体素子を内蔵した半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置製品では、半導体装置の高密度化および複合化を目的として、半導体素子あ
るいは半導体装置を積み重ねて搭載される製品が提供されている。すなわち、配線基板上
に半導体素子を複数個積み重ね、各々の半導体素子と配線基板とを電気的に接続して半導
体装置としたもの、半導体素子自体を積み重ねて相互に電気的に接続して搭載したもの、
半導体素子を搭載した半導体装置を複数個積み重ねて形成したもの等である。
【０００３】
　半導体装置を積み重ねて形成した半導体装置製品は、段間にはんだボール等の導電材を
を介して半導体装置を接合することにより、段間のスペースを確保するとともに、上下段
の半導体装置を電気的に接続して形成される。
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　積み重ね型の半導体装置には種々の形態の半導体装置が使用できるが、半導体装置の全
体を薄型化する方法として、全体形状が平板体に形成され、半導体装置が内蔵された半導
体装置（たとえば、特許文献１、２参照）を利用することが有効である。
【特許文献１】特開２００６－１９６７８５号公報
【特許文献２】特開２００７－２７５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２に記載されている半導体装置は、薄い平板状に形成された本体内に半導
体素子が内蔵され、本体の厚さ方向の両面に半導体素子と電気的に接続された電極が露出
して形成されている。したがって、これらの半導体装置を積み重ねて半導体装置製品を組
み立てるには、半導体装置の外面に露出する電極をはんだ等の導電性材を用いて接合する
必要がある。
【０００５】
　全体形状が平板状に形成され、両面に電極が露出して形成された半導体装置は、薄型化
が容易であり、複数個積み重ねた場合でも半導体装置をコンパクトに形成できるという利
点はあるが、半導体装置を積み重ねた際に、半導体装置間の電気的接続を容易にすること
によって、さらに効果的に利用することが可能である。
【０００６】
　本発明はこれらの課題を解決すべくなされたものであり、半導体装置を積み重ねて半導
体装置製品を製造する場合に、半導体装置製品を容易に組み立てることができ、半導体装
置製品の小型化を容易に図ることができる半導体装置およびその好適な製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は次の構成を備える。
　すなわち、平板状に成形された樹脂成形部に半導体素子が内蔵された半導体装置であっ
て、前記樹脂成形部の一方の面には、前記半導体素子に電気的に接続された配線が、内面
側を前記樹脂成形部に封止され、外面が前記樹脂成形部に面一に露出して設けられ、前記
半導体素子の平面領域の外側において、前記配線上に前記樹脂成形部を厚さ方向に貫通す
る突起電極が設けられ、該突起電極の突端部が前記樹脂成形部の他方の面から突出してい
ることを特徴とする。
【０００８】
　また、前記半導体素子は、フリップチップ接続により前記配線と電気的に接続して搭載
され、該半導体素子の裏面が前記樹脂成形部の外面と面一に露出していることにより、熱
放散性にすぐれ、薄型でコンパクトに形成された半導体装置として提供される。
　また、前記半導体素子は、フリップチップ接続により前記配線と電気的に接続して搭載
され、前記突起電極は、前記半導体素子の平面領域内から外側に引き出された配線の引出
し端に配置されていることにより、半導体装置がコンパクトに形成され、積み重ね型の半
導体装置を容易に組み立てることができる半導体装置として提供される。
　また、前記半導体素子は、ワイヤボンディング接続により前記配線と電気的に接続して
搭載されている形態としても提供される。
　また、前記半導体装置は、前記半導体素子が前記樹脂成形部に複数段に積み重ねて内蔵
することにより、より高密度化された半導体装置として提供される。
【０００９】
　また、前記突起電極は、ボールボンディング法によって形成されたボールバンプとして
形成されたもの、また、前記ボールバンプが、複数段に積み重ねて形成されているもの、
また、前記突起電極が、前記配線上にポスト状にめっきして形成されたもの、また、前記
突起電極が、ワイヤボンディング法により金属ワイヤを山形のループ状に折曲して形成さ
れたもの、また、前記突起電極が、導電ボール体を前記配線に接合して形成されたものが
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利用できる。
　また、前記樹脂成形部に内蔵された半導体素子に設けられたバンプが、前記樹脂成形部
の他方の面から突出している構成とすることにより、半導体装置を積み重ねた際に半導体
素子に設けられたバンプを介して電気的接続を図ることができる。
【００１０】
　また、前記半導体装置を、複数段に積み重ねて組み立てられた半導体装置であって、前
記半導体装置が同一の向きに積み重ねて一体化され、隣接段の一方の半導体装置の配線と
他方の半導体装置の突端部とが接触して、段間での電気的導通が図られていることを特徴
とする。前記半導体装置に設けられた突起電極により半導体装置の段間の電気的導通が図
られ、積み重ね型の半導体装置を容易に組み立てることができる。
　また、前記半導体装置を、複数段に積み重ねて組み立てられた半導体装置であって、前
記半導体装置が前記突起電極の突端部を対向させる向きに積み重ねて一体化され、前記突
起電極の突端部を相互に当接して半導体装置の電気的導通が図られた構成とすることもで
きる。
　また、前記樹脂成形部に内蔵された半導体素子に設けられたバンプが、前記樹脂成形部
の他方の面から突出している構成を備えた半導体装置を複数段に積み重ねて組み立てられ
た半導体装置であって、前記半導体装置が同一の向きに積み重ねて一体化され、隣接段の
一方の半導体装置の配線と他方の半導体装置の突端部とが接触して半導体装置の電気的導
通が図られるとともに、前記バンプを介して段間で前記半導体素子を介して電気的導通が
図られていることを特徴とする。
【００１１】
　また、金属基板に所定のパターンに配線を形成する工程と、該配線に電気的に接続して
半導体素子を搭載する工程と、前記配線上に突起電極を形成する工程と、前記半導体素子
、配線および突起電極を内包するキャビティが形成された樹脂成形金型により前記金属基
板をクランプし、前記キャビティに樹脂を充填して、前記半導体素子、配線および突起電
極を封止して樹脂成形する工程と、樹脂成形後に前記金属基板のみを除去する工程とを備
えた半導体装置の製造方法であって、前記樹脂成形金型により樹脂成形する際に、前記キ
ャビティの内面を樹脂成形用のフィルムにより被覆し、前記フィルムに前記突起電極の突
端部を没入させた状態で前記キャビティに樹脂を充填して、前記突端部に樹脂を付着させ
ることなく樹脂成形することを特徴とする。
　また、前記樹脂成形金型により樹脂成形する際に、前記キャビティの内面を樹脂成形用
のフィルムにより被覆し、前記フィルムに前記突起電極の突端部を没入させ、前記半導体
素子の裏面に前記フィルムを押接させた状態で前記キャビティに樹脂を充填して、前記突
端部および前記半導体素子の裏面に樹脂を付着させることなく樹脂成形することを特徴と
する。
　また、前記樹脂成形後に前記金属基板を除去する際に、前記配線を侵すことなく前記金
属基板のみを選択的に化学的に溶解除去することにより、前記樹脂成形部の一方の外面に
前記配線の外面を面一に露出させることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る半導体装置は、樹脂成形部に半導体素子を内蔵するとともに樹脂成形部の
一方の面に配線の外面を露出させ、他方の面から突起電極の突端部を突出させた構成とす
ることによって、半導体装置自体を薄型にかつコンパクトに形成できるとともに、半導体
装置を位置合わせして積み重ねることにより半導体装置間の電気的導通を容易にかつ確実
にとって組み立てることができる。また、本発明に係る半導体装置の製造方法によれば、
樹脂成形金型のキャビティの内面をフィルムにより被覆し、フィルムに突起電極の突端部
を没入させて樹脂成形することによって突起電極の突端部を樹脂成形部の外面から突出さ
せかつ突端部の外面に樹脂を付着させずに製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　以下、本発明の好適な実施の形態について添付図面とともに詳細に説明する。
（第１の実施の形態）
　図１(ａ)および(ｂ)は、本発明に係る半導体装置についての第１の実施の形態の構成を
示す断面図および平面図である。本実施の形態の半導体装置１００は、平板状に成形され
た樹脂成形部１２の内部に半導体素子１４が封止されて形成されている。樹脂成形部１２
の一方の面である下面には、半導体素子１４と電気的に接続された配線１６が、内面側を
樹脂成形部１２に封止され、外面を樹脂成形部１２の外面と面一にして露出する。
　半導体素子１４は配線１６に形成された接続用の電極１６ａにフリップチップ接続によ
って接続され、半導体素子１４と電極１６ａとの接合部分および半導体素子１４の下面は
、アンダーフィル樹脂１８によって封止されている。アンダーフィル樹脂１８の外面も、
樹脂成形部１２の外面と面一に形成され、半導体素子１４の下面は全体として平坦面とな
る。
【００１４】
　配線１６は、一端が半導体素子１４のバンプ１９が接続される電極１６ａに形成され、
他端が半導体素子１４の平面領域から外側に引き出された、いわゆるファンアウトの形状
に形成される。半導体素子１４の平面領域から外側に引き出された配線１６の引き出し位
置には、突起電極２０が配線１６上に起立した形態に取付けられる。
　この突起電極２０は、図のように、樹脂成形部１２を厚さ方向に貫通し、かつ突起電極
２０の突端部２０ａを樹脂成形部１２の他方の面である上面から露出させた状態で突出さ
せたことが特徴的である。
【００１５】
　本実施形態の半導体装置１００では、図１(ｂ)に示すように、半導体素子１４の平面領
域から半導体素子１４の三辺から外側に配線１６を引き出した形態に配線１６が形成され
ている。突起電極２０は、各々の配線１６の引き出し端に位置合わせして形成される。
　なお、配線１６は任意のパターンに配置することが可能であり、本実施形態のように半
導体素子１４の三辺から引き出す他、半導体素子１４の各辺から引き出す配置、半導体素
子の一辺あるいは二辺から引き出す配置等とすることが可能である。
【００１６】
　本実施形態の半導体装置１００では、突起電極２０をボールバンプによって形成した。
ボールバンプによって突起電極２０を形成する場合は、金線を用いたボールボンディング
の方法を利用することができる。この方法によれば、配線１６上に金線をボール状に溶融
して接合し、金線を上方に引き上げて所定の高さ位置で切断することにより、突起電極２
０を所要の高さに形成でき、突端部２０ａが線状に突出する形態に形成することができる
。ボールボンディングによって突起電極２０を形成する方法は、金線の太さを選択するこ
とにより突起電極２０の高さを確保でき、また突起電極２０が簡単に形成できるという利
点がある。
【００１７】
（半導体装置の製造方法）
　図２は、上記実施形態の半導体装置１００の製造工程を示す。
　図２（ａ）は、金属基板３０の表面に所定のパターンに配線１６を形成した状態を示す
。金属基板３０は配線１６を形成する支持体として使用するもので、後工程で化学的に溶
解して除去される。したがって、金属基板材としては、配線１６を侵さずに金属基板３０
を選択的に除去される金属、たとえば、突起電極２０を金線で形成した場合は、銅、ステ
ンレス等が使用される。
　配線１６を所定パターンに形成するには、金属基板３０の表面にめっきレジストをコー
ティングし、めっきレジストを露光および現像して、配線１６を形成する部位を露出させ
、電解めっきにより、露出した凹部内にめっきを盛り上げて形成すればよい。配線１６の
外面が半導体装置１００の樹脂成形部１２の外面に露出すること、半導体素子１４のバン
プ１９と配線１６との接合性を考慮して、下層側から、たとえば金めっき／ニッケルめっ
き／金めっきを施して形成する。配線１６の厚さは、例として0.125mm程度である。
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【００１８】
　金属基板３０の表面に配線１６を形成した後、半導体素子１４を配線１６に形成された
電極１６ａに位置合わせして搭載する。本実施形態では半導体素子１４をフリップチップ
接続によって搭載し、半導体素子１４のバンプ１９を電極１６ａに接合した後、バンプ１
９と電極１６ａとの接合部および半導体素子１４と金属基板３０との隙間部分にアンダー
フィル樹脂１８を充填した（図２(b)）。アンダーフィル樹脂１８は半導体素子１４の側
縁部にメニスカス状に付着し、半導体素子１４の下面および側面を封止する。
【００１９】
　金属基板３０に半導体素子１４をフリップチップ接続する場合、半導体素子１４のバン
プ１９がはんだバンプの場合はそのまま接合することができる。バンプ１９がボールバン
プの場合には、電極１６ａにあらかじめはんだを被着してから接合する。また、バンプ１
９をはんだによって電極１６ａに接合する他に、異方性導電性フィルムを用いて接合する
といった他の方法によることもできる。また、半導体素子１４はフリップチップ接続によ
らずにワイヤボンディング接続によって搭載することもできる。
【００２０】
　次に、半導体素子１４の平面領域から外側に引き出されている配線１６上に突起電極２
０を形成する。図２（c)は、配線１６上に突起電極２０を形成した状態を示す。
　前述したように、突起電極２０は金線等の金属線を用いたボールボンディング法によっ
て形成する。ボールボンディングによって突起電極２０を形成する際には、金線の切断位
置を規定して、突起電極２０が所定の高さとなるようにボンディング条件を設定する。ボ
ールボンディングによる場合は、金線を引き上げた状態で金線を切断するから、突起電極
２０の突端部２０ａが線状となる。
　半導体素子１４の厚さが0.100mm程度の場合は、突起電極２０の高さは0.150mm程度であ
る。
　なお、突起電極２０を形成する工程と、前述した半導体素子１４を金属基板３０に搭載
する工程を、前後入れ替えることも可能である。
【００２１】
　金属基板３０に半導体素子１４を搭載し、突起電極２０を形成した後、半導体素子１４
を樹脂成形する。図２（ｄ）は、樹脂成形金型３２を用いて樹脂成形している状態を示す
。樹脂成形金型３２には半導体素子１４、配線１６、突起電極２０を内包して外形形状を
平板体に樹脂成形するキャビティ３３が形成され、このキャビティ３３の内面に樹脂成形
用のフィルム３４を被着して樹脂成形する。
　樹脂成形用のフィルム３４は、突起電極２０の突端部２０ａが没入できる柔軟性を備え
、突端部２０ａが没入する深さよりも厚いフィルム材を使用する。金属基板３０をクラン
プした際に、突端部２０ａがフィルム３４に没入し、突端部２０ａの外面に樹脂１２ａを
付着させずに樹脂成形することができる。
　半導体素子１４の厚さ0.1mm、突起樹脂２０の高さを0.15mmとした場合、樹脂成形金型
３２に形成するキャビティ３３の深さ寸法は、半導体素子１４の背面での樹脂厚が0.125m
m程度となるように設定すればよい。
【００２２】
　図２（ｅ）に、樹脂成形後の状態を示す。樹脂１２ａが硬化して形成された樹脂成形部
１２の外面に突起電極２０の突端部２０ａが露出する。
　樹脂成形後、金属基板３０を溶解除去することによって、図２（ｆ）に示す半導体装置
１００が得られる。金属基板３０として銅板を使用した場合には、塩化第二銅液を使用す
ることにより、たとえば、金めっき／ニッケルめっき／金めっきからなる配線１６を溶解
せずに金属基板３０のみを選択的に溶解して除去することができる。
　金属基板３０を溶解して除去することにより、樹脂成形部１２の外面と面一に配線１６
の外面が露出し、アンダーフィル樹脂１８の外面も配線１６の外面と面一となった半導体
装置１００が得られる。
【００２３】



(8) JP 2008-306128 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　上述したように、金属基板３０は配線１６を支持する支持体として使用し、最終的には
溶解して除去するから、金属基板３０と配線１６に使用する金属材の組み合わせとしては
、金属基板３０を溶解するエッチング液によって配線１６が侵されない、もしくはエッチ
ングレートに十分な差がある金属を使用するのがよい。金属基板３０は配線１６の支持体
としての作用を備えるだけの厚さのものを使用すればよいから、後工程で溶解して除去す
る処理も簡単に行える。
【００２４】
　なお、図２においては、単一の半導体装置１００についての製造工程を示しているが、
実際の生産工程においては、多数個取り用の大判の金属基板３０を使用し、この金属基板
３０上に所定のパターンおよび配列にしたがって配線１６を形成し、各々の半導体装置の
形成領域ごとに半導体素子１４を搭載し、樹脂成形後、最終的に、大判のワークから個片
の半導体装置１００に切断する方法によればよい。
【００２５】
（変形例）
　図３、４は、上述した、ボールボンディング法を利用して突起電極２０を形成して得ら
れる半導体装置の変形例を示す。
　図３に示す半導体装置１０１は、ボールボンディングによって突起電極２０を形成する
際に、ボールバンプ２１を複数段に積み重ねて形成した例である。
　比較的細い金線を使用してボールボンディングする場合、あるいは半導体素子１４の厚
さが厚く突起電極２０の高さを高くする必要があるような場合には、１段のボールボンデ
ィングによっては十分な高さの突起電極２０を形成することができない場合がある。その
ような場合には、ボールバンプ２１を複数段に積み重ねることによって、所要の突起電極
２０の高さを確保することができる。
　図３に示した例は、ボールバンプ２１を３段とした例であるが、ボールバンプ２１を重
ねる段数はとくに限定されるものではない。また、ボールボンディングに使用するワイヤ
も金線に限らずアルミニウム線等の他の金属線を使用することができる。
【００２６】
　図４（ａ）に示す半導体装置１０２は、半導体素子１４の裏面を樹脂成形部１２の外面
に露出させて形成した例である。このように、半導体素子１４の裏面を樹脂成形部１２の
外面に露出させるには、図４（ｂ）に示すように、樹脂成形金型３２ａ、３２ｂによって
ワークをクランプした際に、突起電極２０の突端部２０ａを樹脂成形用のフィルム３４に
没入させるとともに、半導体素子１４の裏面にフィルム３４が押接されるようにして樹脂
成形する。突起電極２０の突端部２０ａと半導体素子１４の裏面がフィルム３４によって
被覆されることによって、これらの表面に樹脂１２ａが付着せずに樹脂成形される。
【００２７】
　図１に示す半導体装置１００では、半導体素子１４の裏面が樹脂成形部１２によって被
覆されていることにより、半導体素子１４が樹脂成形部１２によって保護され、半導体素
子１４の裏面が露出している場合にくらべて半導体装置１００の保形性が向上するという
利点がある。
　これに対して、図４に示す半導体装置１０２の場合は、半導体素子１４の裏面が樹脂成
形部１２の外面に露出しているから、半導体装置１００からの熱放散性が良好になるとい
う利点と、半導体素子１４の裏面が樹脂によって被覆されないから、半導体装置１０２の
全体の厚さが薄くなり、半導体装置をコンパクトに形成できるという利点がある。
【００２８】
（第２の実施の形態）
　図５は、本発明に係る半導体装置の第２の実施の形態の構成とその製造方法を示す。本
実施形態の半導体装置１０３は、配線１６上に形成する突起電極２２をめっきによりポス
ト状に形成したことを特徴とする。樹脂成形部１２に半導体素子１４が内蔵され、半導体
素子１４がフリップチップ接続によって電極１６ａに接続され、樹脂成形部１２の一方の
面である下面と面一に配線１６の外面が露出する形態は第１の実施の形態と同様である。
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突起電極２２の銅ポスト２２ａの端面には金めっき２２ｂが被覆され、突起電極２２の頂
部が樹脂成形部１２の外面から突出している。
【００２９】
　図５（ｂ）～（ｃ）は、突起電極２２を備えた半導体装置１０３の製造工程を示す。
　図５（ｂ）は、金属基板３０の表面に所定のパターンに配線１６を形成した後、金属基
板３０の表面をレジスト４０により被覆し、露光および現像操作により、配線１６上の突
起電極２２を形成する部位に凹穴４２を形成し、電解銅めっきにより凹穴４２に銅めっき
を盛り上げて銅ポスト２２ａを形成し、さらに銅ポスト２２ａの表面に金めっき２２ｂを
施した状態を示す。
【００３０】
　銅ポスト２２ａは突起電極２２として所要の高さに形成するから、レジスト４０は銅ポ
スト２２ａの高さよりも若干厚く形成する。凹穴４２は、レジスト４０を露光および現像
して、内底面に配線１６が露出するように形成する。金めっき２２ｂは銅ポスト２２ａの
保護めっきとして施すものであり、耐蝕性が得られる程度の厚さに形成すればよい。
　金属基板３０の表面に配線１６を形成する方法は、第１の実施の形態におけると同様で
ある。
【００３１】
　突起電極２２を形成した後、レジスト４０を溶解して除去し、次いで、金属基板３０上
に半導体素子１４を搭載する。図５（ｃ）は、フリップチップ接続によって半導体素子１
４を搭載した状態を示す。半導体素子１４を搭載する方法も第１の実施の形態において説
明したと同様に、フリップチップ接続に限定されるものではない。
【００３２】
　次いで、樹脂成形金型３２ａ、３２ｂにより半導体素子１４を搭載した金属基板３０を
クランプして樹脂成形する。図５（ｄ）が、樹脂成形している状態を示す。樹脂成形金型
３２ａに形成したキャビティの内面を樹脂成形用のフィルム３４により被覆し、ワークを
クランプした際に、突起電極２２の頂部がフィルム３４に没入されるようにして樹脂成形
する。突起電極２２の頂部がフィルム３４に没入することにより、突起電極２２の頂部に
樹脂１２ａを付着させずに樹脂成形することができ、樹脂成形部１２の外面に突起電極２
２の頂部が露出して突出した状態に樹脂成形される。
　樹脂成形後、金属基板３０を溶解して除去することにより、図５（ａ）に示す半導体装
置１０３が得られる。
　本実施形態の半導体装置１０３では突起電極２２を銅ポストによって形成したことによ
り、突起電極２２の電気抵抗値を低くすることができる。
【００３３】
（第３の実施の形態）
　図６は、本発明に係る半導体装置の第３の実施の形態の構成とその製造方法を示す。本
実施形態の半導体装置１０４は、突起電極２３をワイヤを折曲して形成したことを特徴と
する。樹脂成形部１２の内部に半導体素子１４を内蔵した構成等については、上述した各
実施の形態と同様である。
　本実施形態の半導体装置１０４において形成した突起電極２３は、図６（ａ）に示すよ
うに、金属線を山形（ループ状）に折曲させて配線１６上に起立するように設け、山形に
折曲した突起電極２３の頂部が、樹脂成形部１２の外面から突出するように形成されてい
る。
【００３４】
　図６（ｂ）～（ｃ）に、本実施形態の半導体装置１０４の製造方法を示す。
　図６（ｂ）は、金属基板３０の表面に配線１６を所定のパターンに形成した後、配線１
６の上に突起電極２３を形成した状態を示す。突起電極２３は、ワイヤボンディング法に
よって形成できる。たとえば、金属線として金線を使用し、金線の一端を配線１６上にボ
ンディングした後、キャピラリの先端を山形のループ状に移動させて他端を配線１６上に
ボンディングすることによって、図６（ｂ）に示すような山形の形状に形成することがで
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きる。ワイヤボンディング法では、ループの高さや形態を調節することが可能であり、所
定の高さのループ（山形）となるようにボンディング条件を設定して突起電極２３を形成
することができる。
【００３５】
　図６（ｃ）は、突起電極２３を形成した金属基板３０上に半導体素子１４をフリップチ
ップ接続によって搭載した状態を示す。半導体素子１４に形成されたバンプ１９を配線１
６の電極１６ａに位置合わせして接合する。
　なお、半導体素子１４をワイヤボンディングによって金属基板３０に搭載する場合には
、金属基板３０上に半導体素子１４を接着した後、ワイヤボンディングによって半導体素
子１４と配線１６の電極１６ａとの間を接続する際に、同一の工程で突起電極２３を形成
することも可能である。この場合には、突起電極２３を形成する工程を効率的に行うこと
ができるという利点がある。
【００３６】
　図６（ｄ）は、突起電極２３を形成して半導体素子１４を搭載した金属基板３０を樹脂
成形金型３２ａ、３２ｂによりクランプして樹脂成形している状態である。前述した実施
形態と同様に樹脂成形金型３２ａのキャビティの内面を樹脂成形用のフィルム３４により
被覆し、突起電極２３の頂部をフィルム３４に没入させて樹脂成形する。
　これによって、樹脂成形部１２の外面から突起電極２３の頂部が露出した状態で突出し
て樹脂成形される。樹脂成形後、金属基板３０を除去することにより、図６（ａ）に示す
半導体装置１０４が得られる。
【００３７】
（第４の実施の形態）
　図７は、本発明に係る半導体装置の第４の実施の形態の構成とその製造方法を示す。本
実施形態の半導体装置１０５は、突起電極２４として銅ボールもしくは球状に形成した樹
脂コアの表面に銅等の導電材を被着した導電ボール体を使用したことを特徴とする。
　図７（ａ）に示すように、本実施形態の半導体装置１０５では、配線１６上に導電ボー
ル体によって形成した突起電極２４を接合し、突起電極２４の上部を外部に露出させ、樹
脂成形部１２の外面から突出させて形成している。半導体装置１０５の他の構成は、上述
した各実施形態の半導体装置と同様である。
【００３８】
　図７（ｂ）～（ｄ）は、本発明に係る半導体装置１０５の製造方法を示す。図７（ｂ）
に示すように、所定パターンの配線１６を形成した金属基板３０に突起電極２４を接合し
た後、図７（ｃ）に示すように、金属基板３０に半導体素子１４をフリップチップ接続に
よって搭載する。なお、突起電極２４を配線１６に接合する工程と、半導体素子１４を金
属基板３０に搭載する工程とは、工程順を逆にすることもできる。上述した他の実施の形
態においても同様である。
【００３９】
　金属基板３０に突起電極２４を接合し、半導体素子１４を搭載した後、図７（ｄ）に示
すように、樹脂成形金型３２ａ、３２ｂによりクランプして樹脂成形する。この樹脂成形
工程においては、樹脂成形用のフィルム３４に突起電極２４の上部を部分的に没入させ、
成形用の樹脂１２ａが突起電極２４の外面に侵入しないようにして樹脂成形する。
　樹脂成形後、金属基板３０を除去することによって、図７（ａ）に示す半導体装置１０
５が得られる。
　本実施形態の半導体装置１０５は突起電極２４にはんだボール等の導電ボール体を用い
たことにより、突起電極２４の高さを高精度に揃えることができるという利点がある。
【００４０】
（第５の実施の形態）
　図８（ａ）は、本発明に係る半導体装置の第５の実施の形態の構成を示す。本実施の形
態の半導体装置１０６は、２枚の半導体素子１４ａ、１４ｂを積み重ねて搭載している。
各々の半導体素子１４ａ、１４ｂと配線１６とはワイヤボンディングによって電気的に接
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続され、ボンディングワイヤ５０と突起電極２０が樹脂成形部１２に封止されている。
　突起電極２０は、第１の実施の形態と同様にボールボンディングによって形成され、突
起電極２０の突端部２０ａが樹脂成形部１２の外部に露出した状態で突出している。
【００４１】
　図８（ｂ）は、本実施形態の半導体装置１０６の製造工程において、樹脂成形金型３２
ａ、３２ｂによりワークをクランプして樹脂成形している状態を示す。半導体素子１４ａ
、１４ｂは接着剤層５２により金属基板３０に接着支持され、また半導体素子間が接着さ
れている。
　樹脂成形用のフィルム３４に突起電極２０の突端部２０ａを部分的に没入させて樹脂成
形することにより、樹脂成形部１２の外面に突端部２０ａを露出させた状態で突出させて
樹脂成形することができる。樹脂成形後、金属基板３０を溶解して除去することにより、
図８（ａ）に示す、半導体素子１４ａ、１４ｂが２段に積み重ねて搭載され、半導体素子
１４ａ、１４ｂと配線１６とが電気的に接続され、樹脂成形部１２の外面に樹脂成形部１
２と面一に配線１６が露出して形成された半導体装置１０６が得られる。
【００４２】
　なお、半導体素子は３段以上に積み重ねて搭載することも可能である。また、下段の半
導体素子１４ａについてはフリップチップ接続によって搭載し、上段の半導体素子１４ｂ
はワイヤボンディング接続によって搭載するといったように複合化した搭載方法によるこ
とも可能である。また、突起電極として、ボールボンディングによる突起電極２０に替え
て、上記各実施形態で使用した突起電極２２、２３、２４とすることもできる。
【００４３】
（第６の実施の形態）
　図９（ａ）は、本発明に係る半導体装置の第６の実施の形態の構成を示す。本実施の形
態の半導体装置１０７は、半導体素子１４と配線１６とを接続するボンディングワイヤを
突起電極２５と兼用する形態としたことを特徴とする。
　図９（ａ）において、半導体素子１４と配線とはボンディングワイヤ２５ａを介して接
続されているが、ボンディングワイヤ２５ａを山形（ループ状）に折曲した形態にワイヤ
ボンディングし、ボンディングワイヤ２５ａによって突起電極２５とする。突起電極２５
は、前述した各実施形態の半導体装置と同様に樹脂成形部１２の外面に上部が露出して形
成されている。
　なお、配線１６は樹脂成形部１２の外面（下面）に露出するが、半導体装置１０７を積
み重ねた際に上下段の半導体装置が突起電極２５を介して電気的に接続されるように、配
線１６と突起電極２５の平面配置位置が重複するように形成される。
【００４４】
　図９（ｂ）は、本実施形態の半導体装置１０７の製造工程において、樹脂成形金型３２
ａ、３２ｂによりワークをクランプして樹脂成形している状態を示す。半導体素子１４は
接着剤層５２により金属基板３０に接着支持され、突起電極２５の上部が樹脂成形用のフ
ィルム３４に没入して樹脂成形される様子を示す。
　これによって、樹脂成形部１２の外面に突起電極２５の上部を露出させ、樹脂成形部１
２の外面から突起電極２５の上部をわずかに突出させて樹脂成形することができる。樹脂
成形後、金属基板３０を溶解して除去することにより、樹脂成形部１２の外面（下面）に
樹脂成形部１２の外面と面一に配線１６が露出した半導体装置１０７が得られる。
【００４５】
（第７の実施の形態）
　図１０は、本発明に係る半導体装置の第７の実施の形態の構成を示す。本実施の形態の
半導体装置１０８は、ボールボンディングによって形成した突起電極２０に加えて、半導
体素子１４に形成されているバンプ１９を半導体装置間での接続用に利用する構成とした
ことを特徴とする。
　すなわち、半導体素子１４を樹脂成形部１２に内蔵する際に、半導体素子１４のバンプ
１９が樹脂成形部１２の外面（上面）から突出する向きとなるように半導体素子１４を配
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置し、樹脂成形部１２の外面からバンプ１９の突端部１９ａを突出させて樹脂成形したこ
とを特徴とする。樹脂成形部１２では上面に突起電極２０の突端部２０ａが突出するとと
もに、半導体素子１４のバンプ１９の突端部１９ａが突出し、樹脂成形部１２の下面に配
線１６が樹脂成形部１２の外面と面一に露出する。
【００４６】
　図１０（ｂ）は、本実施形態の半導体装置１０８を形成する方法を示す。半導体素子１
４は金属基板３０上に接着剤層５２により裏面（バンプ１９が形成され面とは反対側の面
）を接着して支持され、バンプ１９を上向きとした状態で樹脂成形金型３２ａ、３２ｂに
よってクランプされる。樹脂成形金型３２ａ、３２ｂによりワークがクランプされる際に
、突起電極２０の突端部２０ａとバンプ１９の突端部１９ａを樹脂成形用のフィルム３４
に没入させてキャビティに樹脂１２ａを充填することにより、樹脂成形部１２の外面から
突起電極２０の突端部２０ａとバンプ１９の突端部１９ａを突出させて樹脂成形すること
ができる。
　樹脂成形後、金属基板３０を溶解して除去することにより、図１０に示す半導体装置１
０８が得られる。
【００４７】
（半導体装置の組立て例）
　図１１、１２に、上述した各実施形態において示した半導体装置を積み重ねて形成した
半導体装置の組立て例を示す。
　図１１（ａ）は、図１に示した半導体装置１００を２段に積み重ねて形成した例であり
、図１１（ｂ）は半導体装置１００を３段に積み重ねて形成した例である。半導体装置１
００の樹脂成形部１２の外面に突起電極２０の突端部２０ａが突出しているから、段間に
接着剤層６０を介して半導体装置１００を積み重ねるようにすることによって、下段の半
導体装置１００に形成されている突起電極２０と上段の半導体装置１００の配線１６とが
当接して電気的に接続される。
【００４８】
　接着剤層６０としては、単なる絶縁材からなるもの、異方性導電性樹脂からなる等が使
用できる。絶縁材からなる接着剤層６０によって接合する場合は、上段の半導体装置１０
０の配線１６に突起電極２０の突端部２０ａが確実に当接するようにして接合する。異方
導電性樹脂からなる接着剤層６０を使用する場合は、突起電極２０の突端部２０ａが形成
された部位で選択的に配線１６と電気的に接続される。
　半導体装置１００に設けられている突起電極２０と配線１６とは、図１１（ａ）、（ｂ
）に示すように、平面配置位置が重複する配置に設定されているから、半導体装置１００
を位置合わせして積み重ねるようにすることによって、段間で相互に接触し、電気的に接
続された状態で組み立てられる。
【００４９】
　図１１（ａ）、（ｂ）は半導体装置１００の向きを同一にして積み重ねた例であるが、
図１１（ｃ）は、半導体装置１００を逆向き、すなわち上段と下段の半導体装置１００の
突起電極２０の突端部２０ａを対向させて積み重ねることによって組み立てた例である。
この場合は、上段と下段の半導体装置１００は突起電極２０の突端部２０ａが当接して電
気的に接続される。
【００５０】
　図１２（ａ）は、図６に示した半導体装置１０４を積み重ねて組み立てた例である。突
起電極２３はワイヤを山形のループ状に形成したものであり、山形に形成されたワイヤの
上部が樹脂成形部１２から突出することにより、半導体装置１０４を積み重ねることによ
り、上段の配線１６に突起電極２３の突出部が当接（接触）して相互に電気的に接続され
た状態で組み立てられる。
【００５１】
　図１２（ｂ）は、図１０に示した半導体装置１０８を積み重ねて組み立てた例である。
半導体装置１０８では、半導体装置１０８を積み重ねた際に突起電極２０により上段の配
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の半導体素子１４と上段の半導体装置１４とが相互に電気的に接続される。
【００５２】
　図１１、１２に示したように、本発明に係る半導体装置によれば、半導体装置の樹脂成
形部１２の外面に突起電極の突端部を突出させて形成したことによって、半導体装置を積
み重ねるだけで簡単に半導体装置相互の電気的導通をとって組み立てることが可能になり
、組み立て作業が容易になるととともに、平板状に形成された樹脂成形部１２に半導体素
子１４を内蔵した形態に形成したことによって、半導体装置を積み重ねた場合でも薄形に
コンパクトに形成することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る半導体装置の第１の実施の形態の構成を示す断面図（ａ）、および
平面図（ｂ）である。
【図２】第１の実施の形態の半導体装置の製造工程を示す説明図である。
【図３】第１の実施の形態の半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図４】第１の実施の形態の半導体装置の他の変形例を示す断面図（ａ）、および製造方
法を示す説明図（ｂ）である。
【図５】半導体装置の第２の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図６】半導体装置の第３の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図７】半導体装置の第４の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図８】半導体装置の第５の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図９】半導体装置の第６の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図１０】半導体装置の第７の実施の形態の構成とその製造工程を示す説明図である。
【図１１】半導体装置を積み重ねて組み立てた例を示す断面図である。
【図１２】半導体装置を積み重ねて組み立てた例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１２　樹脂成形部
　１２ａ　樹脂
　１４、１４ａ、１４ｂ　半導体素子
　１６　配線
　１６ａ　電極
　１８　アンダーフィル樹脂
　１９　バンプ
　１９ａ　突端部
　２０、２２、２３、２４、２５　突起電極
　２０ａ　突端部
　２１　ボールバンプ
　２２ａ　銅ポスト
　２２ｂ　金めっき
　３０　金属基板
　３２、３２ａ、３２ｂ　樹脂成形金型
　３４　フィルム
　４０　レジスト
　５２　接着剤層
　６０　接着剤層
　１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８　半導体
装置
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