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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）主面、前記主面に形成された複数のボンディングリード、前記複数のボンディン
グリードよりも前記主面の周縁部側に形成された複数の第１ランド、前記主面とは反対側
の裏面、および前記裏面に形成された複数の第２ランドを有する第１配線基板を準備する
工程；
　（ｂ）前記第１配線基板の前記複数の第１ランド上に複数の第１導電性部材をそれぞれ
配置する工程；
　（ｃ）主面、前記主面に形成された複数の電極パッド、および前記主面とは反対側の裏
面を有する第１半導体チップを、前記第１配線基板の前記主面に搭載する工程；
　（ｄ）前記第１半導体チップの前記複数の電極パッドと前記第１配線基板の前記複数の
ボンディングリードとを複数の第２導電性部材を介してそれぞれ電気的に接続する工程；
　（ｅ）前記第１半導体チップおよび前記複数の第１導電性部材を樹脂で封止し、封止体
を形成する工程；
　（ｆ）前記（ｅ）工程の後、前記複数の第１導電性部材のそれぞれの一部が露出するよ
うに、前記封止体の一部を除去する工程；
　（ｇ）前記（ｆ）工程の後、前記複数の第１導電性部材のそれぞれの一部を、前記封止
体の表面から突出させる工程、
　ここで、
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　前記（ｆ）工程では、前記封止体の前記表面を研削することで、前記封止体の前記一部
を除去し、
　前記（ｇ）工程では、熱処理を施すことで、前記複数の第１導電性部材のそれぞれの一
部を、前記封止体の前記表面から突出させる。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記熱処理を施した後、冷却し、前記複数の第１導電性部材の一部をそれぞれ前記封止
体の表面から突出させ、前記封止体から前記複数の第１導電性部材の一部を引き離すこと
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記複数の第１導電性部材は、バンプ電極であることを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記複数の第１導電性部材は、半田材からなることを特徴とする半導体装置の製造方法
。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記（ｇ）工程では、前記熱処理を施す際に、前記複数の第２ランドの表面に、複数の
半田ボールをそれぞれ接合することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５において、さらに以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ｈ）前記（ｇ）工程の後、主面、前記主面に形成された複数の端子、前記主面とは反
対側の裏面、および前記裏面に形成され、前記複数の端子とそれぞれ電気的に接続される
複数の第３ランドを有する第２配線基板を前記封止体上に搭載し、前記複数の第１導電性
部材と、前記複数の第３ランドをそれぞれ電気的に接続する工程。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第２配線基板の前記主面上には、前記複数の端子と電気的に接続される第２半導体
チップが搭載されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項２において、
　前記第１導電性部材は、ボール状電極であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記第１導電性部材は、半田材からなることを特徴とする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技術に関し、特に、半導体チップなどの電子部品が
搭載された基材の主面上にさらに別の配線基板を積層する電子装置（半導体装置）に適用
して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置などの電子装置に対する小型化の要求がより一層強まっている。その
ため、実装基板（マザーボード）上に搭載される半導体装置やチップ部品などの実装領域
を低減するために、複数の電子部品（半導体チップ）を１つの電子装置（半導体装置）に
搭載して構成することが有効とされている。
【０００３】
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　このような半導体装置の構成としては、例えば特開２００７－１２３４５４号公報（特
許文献１）に示すように、複数の半導体チップを別々のパッケージで製造しておき、１つ
のパッケージ上に別のパッケージを積層する、ＰＯＰ（Package on Package）型の半導体
装置が検討されている。
【０００４】
　また、ＰＯＰ型の半導体装置で使用されるパッケージの構成として、例えば特開２００
８－１１８１５２号公報（特許文献２）の図１１および図１２に示す構成がある。特許文
献２では、基板上に形成された配線体と、配線体上に設けた導体柱（導体突起）とからな
る配線基板の配線体の一方の面に、ＩＣチップをフリプチップ接続し、基板の一方の面上
で、ＩＣチップ及び導体柱を絶縁樹脂で覆い、封止する。その後、樹脂を研削し、導体柱
の端面を露出させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１２３４５４号公報
【特許文献２】特開２００８－１１８１５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記特許文献１のような半導体装置の場合、下段側のパッケージの基板の主面において
、基板上に搭載された半導体チップの周囲に、上段側のパッケージと接続するためのラン
ドが配置されている。そのため、ランドを避けて半導体チップを封止するためには、前記
特許文献１の図７に示すように、この半導体チップを封止するための樹脂を半導体チップ
の上方側からの供給する、所謂トップゲート方式を適用する必要がある。
【０００７】
　しかしながら、トップゲート方式の場合、使用する成形金型の構造が複雑となるだけで
なく、成形金型のキャビティ内に残存する空気を、このキャビティ外に排出するための領
域（エアベント）を、半導体チップの周囲に設ける必要がある。このため、半導体チップ
とこの半導体チップの周囲に配置されるランドとの距離を広くしなければならず、半導体
装置の小型化が困難となる。
【０００８】
　そこで、本願発明者は、前記特許文献２のように、基板のランド上に予め導体部材（導
体柱）を形成し、この導体部材も樹脂で覆った後に、樹脂の一部を除去することで、導体
部材の一部を樹脂から露出させ、上段側のパッケージ、又は下段のパッケージ上に搭載す
る電子部品との電気的な接続を行うことについて検討した。
【０００９】
　しかしながら、前記特許文献２のような方法の場合、樹脂から露出する導体部材の表面
は樹脂封止工程により形成された封止体の表面と同じ高さとなってしまう。そのため、前
記特許文献１のように１つのパッケージ上に別のパッケージを搭載する場合において、下
段側、上段側、又は両側のパッケージが反ってしまうと、上段側のパッケージの外部端子
が下段側のパッケージに形成された導体部材と接続され難くなり、接続されない箇所も生
じる虞があることがわかった。
【００１０】
　この対応策としては、上段側のパッケージに形成する外部端子を大きく（高く、厚く）
形成しておくことが考えられるが、半導体装置の実装高さを低減することが困難となる。
【００１１】
　また、上段側のパッケージを下段側のパッケージ上に搭載する際、上段側のパッケージ
の外部端子（電極）と接続される導体部材（電極）が封止体の表面と同じ高さ、言い換え
ると、封止体から露出される導体部材を含む封止体の表面が平坦な面になっていると、電
極同士の位置合わせが困難となる。
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【００１２】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、半導体装置を小型化す
ることができる技術を提供することにある。
【００１３】
　また、本発明の他の目的は、半導体装置の信頼性を向上することができる技術を提供す
ることにある。
【００１４】
　また、本発明の他の目的は、半導体装置を薄型化することができる技術を提供すること
にある。
【００１５】
　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】
【００１６】
　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。
【００１７】
　すなわち、本発明の一つの実施の形態における半導体装置の製造方法は、以下の工程を
含んでいるものである。
【００１８】
　（ａ）主面、前記主面に形成された複数のボンディングリード、および前記複数のボン
ディングリードよりも前記主面の周縁部側に形成された複数の第１ランドを有する配線基
板を準備する工程を含んでいる。また、（ｂ）前記配線基板の前記複数の第１ランド上に
複数の第２導電性部材をそれぞれ配置する工程を含んでいる。また、（ｃ）主面、および
前記主面に形成された複数の電極パッドを有する第１半導体チップを、前記配線基板の前
記主面に搭載する工程を含んでいる。また、（ｄ）前記第１半導体チップの前記複数の電
極パッドと前記配線基板の前記複数のボンディングリードとを複数の第１導電性部材を介
してそれぞれ電気的に接続する工程を含んでいる。また、（ｅ）前記第１半導体チップお
よび前記複数の第２導電性部材を樹脂で封止し、封止体を形成する工程を含んでいる。ま
た、（ｆ）前記（ｅ）工程の後、前記複数の第２導電性部材のそれぞれの一部が露出する
ように、前記封止体の一部を除去する工程を含んでいる。また、（ｇ）前記（ｆ）工程の
後、前記複数の第２導電性部材のそれぞれの一部を、前記封止体の表面から突出させる工
程を含んでいる。
【発明の効果】
【００１９】
　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。
【００２０】
　すなわち、半導体装置を小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の全体構造を示す断面図である。
【図２】図１に示すベースパッケージの主面側の内部構造を示す透視平面図である。
【図３】図１に示すベースパッケージの裏面側を示す平面図である。
【図４】図１に示すサブ基板の主面側を示す平面図である。
【図５】図１に示すサブ基板の裏面側を示す平面図である。
【図６】図１に示すインタポーザ基板の主面側を示す平面図である。
【図７】図１に示すインタポーザ基板の裏面側を示す平面図である。
【図８】図１に示すインタポーザ基板の裏面と封止樹脂の表面の詳細構造を示す要部拡大
断面図である。
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【図９】基材準備工程において準備する配線基板の主面の全体構造を示す平面図である。
【図１０】図９に示すベース基板のランド上にバンプ電極を形成した状態を示す断面図で
ある。
【図１１】図１０に示すベース基板に半導体チップを搭載している状態を示す要部断面図
である。
【図１２】図１１に示す半導体チップ周辺を拡大して示す拡大断面図である。
【図１３】図１１に示す半導体チップのパッドとベース基板の端子をワイヤボンディング
した状態を示す断面図である。
【図１４】成形金型内に図１３に示すベース基板を配置した状態を示す断面図である。
【図１５】図１４に示す上金型と下金型を近づけてベース基板をクランプした状態を示す
断面図である。
【図１６】図１５に示すキャビティ内に封止用の樹脂を供給し、封止体を形成した状態を
示す断面図である。
【図１７】図１６に示すベース基板を成形金型から取り出した状態を示す断面図である。
【図１８】図１７に示す封止樹脂の表面を研削し、バンプ電極の一部を露出させた状態を
示す断面図である。
【図１９】図１８に示すバンプ電極を封止樹脂の表面から突出させた状態を示す断面図で
ある。
【図２０】図１８に示すバンプ電極周辺を拡大して示す要部拡大断面図である。
【図２１】図１９に示すバンプ電極周辺を拡大して示す要部拡大断面図である。
【図２２】図１９に示す一括封止構造体上に積層する配線基板の裏面側を示す平面図であ
る。
【図２３】図１９に示す一括封止構造体上に図２２に示す配線基板を配置した状態を示す
断面図である。
【図２４】図２３に示す配線基板と一括封止構造体を近づけて積層した状態を示す断面図
である。
【図２５】図２４に示す一括封止構造体および配線基板を切断した状態を示す断面図であ
る。
【図２６】本発明の他の実施の形態である半導体装置の全体構造を示す断面図である。
【図２７】図２６に示す半導体装置の製造工程において、電極ポスト上にバンプ電極を接
合して封止樹脂の表面から突出させる工程を示す要部拡大断面図である。
【図２８】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造方法の封止工程において、上
金型と下金型を近づけてベース基板をクランプした状態を示す断面図である。
【図２９】本発明の他の実施の形態である半導体装置の製造方法により得られる一括封止
構造体を示す断面図である。
【図３０】図１に示す半導体装置の第１の変形例を示す断面図である。
【図３１】図１に示す半導体装置の第２の変形例を示す断面図である。
【図３２】図１に示す半導体装置の第３の変形例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　（本願における記載形式・基本的用語・用法の説明）
　本願において、実施の態様の記載は、必要に応じて、便宜上複数のセクション等に分け
て記載するが、特にそうでない旨明示した場合を除き、これらは相互に独立別個のもので
はなく、記載の前後を問わず、単一の例の各部分、一方が他方の一部詳細または一部また
は全部の変形例等である。また、原則として、同様の部分は繰り返しの説明を省略する。
また、実施の態様における各構成要素は、特にそうでない旨明示した場合、理論的にその
数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、必須のものではない
。
【００２３】
　同様に実施の態様等の記載において、材料、組成等について、「ＡからなるＸ」等とい



(6) JP 5425584 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

っても、特にそうでない旨明示した場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、
Ａ以外の要素を主要な構成要素のひとつとするものを排除するものではない。たとえば、
成分についていえば、「Ａを主要な成分として含むＸ」等の意味である。たとえば、「シ
リコン部材」等といっても、純粋なシリコンに限定されるものではなく、ＳｉＧｅ（シリ
コン・ゲルマニウム）合金やその他シリコンを主要な成分とする多元合金、その他の添加
物等を含む部材も含むものであることはいうまでもない。また、金めっき、Ｃｕ層、ニッ
ケル・めっき等といっても、そうでない旨、特に明示した場合を除き、純粋なものだけで
なく、それぞれ金、Ｃｕ、ニッケル等を主要な成分とする部材を含むものとする。
【００２４】
　さらに、特定の数値、数量に言及したときも、特にそうでない旨明示した場合、理論的
にその数に限定される場合および文脈から明らかにそうでない場合を除き、その特定の数
値を超える数値であってもよいし、その特定の数値未満の数値でもよい。
【００２５】
　（実施の形態１）
　本実施の形態では電子部品がそれぞれ搭載された複数の配線基板を積層した半導体装置
の例として、複数の半導体パッケージが積層されるＰＯＰ型半導体装置（以下、単にＰＯ
Ｐと記載する）を取り上げて説明する。
【００２６】
　ＰＯＰは、例えば、メモリチップ（半導体チップ）が搭載された配線基板（基材）と、
メモリチップを制御する制御回路が形成されたコントローラチップ（半導体チップ）が搭
載された別の配線基板（基材）とで構成される。これら複数の配線基板を積層し、上段側
の配線基板と下段側の配線基板とを、導電性部材やインタポーザ基板を介して電気的に接
続する。これにより、各配線基板に搭載された半導体チップ（電子部品）を電気的に接続
し、システムを構成する。またＰＯＰは、例えば下段側の配線基板の下面に設けられた外
部端子を介して外部電子機器の搭載されたマザーボード（実装基板）などに実装される。
【００２７】
　他方、ＰＯＰと異なる形態の半導体パッケージとして、一枚の配線基板上に複数の半導
体チップ（例えばコントローラ系チップとメモリ系チップ）を実装して、１つの半導体パ
ッケージ内にシステムを構成するシステム・イン・パッケージ(System In Package：ＳＩ
Ｐ)型半導体装置（以下、単にＳＩＰと記載する）がある。
【００２８】
　ＰＯＰは、複数枚の配線基板を備えているので、システムの多機能化に伴ってコントロ
ーラ系チップの入出力端子数が増加した場合でも、同一実装面積のＳＩＰに比べて信号配
線の量を増やすことができる利点がある。また、ＰＯＰは、各配線基板にチップを実装し
た後にチップ同士を接続するので、チップ同士を接続する工程に先立って、チップと配線
基板の接続状態を判定することが可能となり、パッケージの組み立て歩留まりの向上に有
効である。また、ＳＩＰと比較してシステムの少量・多品種化にも柔軟に対応できる。
【００２９】
　＜半導体装置の構造概要＞
　図１は本実施の形態の半導体装置の全体構造を示す断面図である。図１において、ＰＯ
Ｐ（半導体装置）１は、メモリチップ２（電子部品、半導体チップ）が搭載されたサブパ
ッケージ１０の下層に、メモリチップ２を制御するマイコンチップ（電子部品、半導体チ
ップ、コントローラチップ）３が搭載されたベースパッケージ２０を積層配置した２段構
造の積層型パッケージである。
【００３０】
　本実施の形態では、ベースパッケージ２０とサブパッケージ１０がインタポーザ基板（
配線基板）３０を介して電気的に接続され、システムを構成している。以下各パッケージ
の詳細構造について順に説明する。
【００３１】
　＜ベースパッケージ＞
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　次に、図１に示すベースパッケージ２０の構造について説明する。図２は図１に示すベ
ースパッケージの主面側の内部構造を示す透視平面図、図３は図１に示すベースパッケー
ジの裏面側を示す平面図である。なお、図２では、主面側の各部材の配置を示すため、図
１に示す封止樹脂２７を取り除いた状態で示している。
【００３２】
　ベースパッケージ２０が有するベース基板（配線基板、基材）２１は、例えばビルドア
ップ工法によって製造された４層の配線層（表面配線層、裏面配線層および２層の内層配
線）を有する多層配線基板である。また、各配線層同士を電気的に絶縁する絶縁層は、例
えば、ガラス繊維または炭素繊維に樹脂を含浸させたプリプレグによって構成されている
。また、４層の配線は、例えば銅（Ｃｕ）を主体とする導電膜によって構成されている。
図１では、これらの配線の図示が省略されており、ベース基板２１の主面２１ａに形成さ
れた端子２２、ランド２３と、ベース基板２１の裏面２１ｂに形成された外部入出力用の
ランド２４のみが示されている。
【００３３】
　図２に示すように、ベース基板２１の主面（表面、上面）２１ａは、平面形状が四角形
からなり、本実施の形態では、正方形である。また、ベース基板２１の主面２１ａには、
複数の端子（電極パッド、ボンディングリード）２２、および端子２２とそれぞれ電気的
に接続される複数の配線２５が形成されている。また、主面２１ａには、複数の配線２５
を介して端子２２と電気的に接続される複数のランド（電極パッド、主面側ランド）２３
が形成されている。端子２２は、主面２１ａにおいて、チップ搭載領域２１ｃの周囲（す
なわち、マイコンチップ３の周囲）に配置されている。本実施の形態では、四角形の平面
形状をなすマイコンチップ３の各辺に沿ってそれぞれ複数の端子２２が形成されている。
また、複数のランド２３は、端子２２よりも主面２１ａの周縁部側、すなわち、マイコン
チップ３を基準として端子２２よりも外側に配置されている。本実施の形態では、ランド
２３は、四角形の平面形状をなすベース基板２１の主面２１ａの各辺に沿ってそれぞれ複
数配置されている。また、複数のランド２３には、複数のバンプ電極（導電性部材、ボー
ル電極、半田ボール）４がそれぞれ接合し、バンプ電極４を介してベース基板２１とイン
タポーザ基板３０は電気的に接続されている。つまりバンプ電極４は、積層される基板間
を電気的に接続する基板間導電路となっている。なお、バンプ電極４の詳細については後
述する。
【００３４】
　一方、ベース基板２１の主面２１ａの反対側に位置する裏面（実装面、下面）２１ｂは
、図３に示すように平面形状が四角形からなり、本実施の形態では、例えば、主面２１ａ
と等しい大きさの正方形である。裏面２１ｂには、複数のランド（電極パッド、裏面側ラ
ンド）２４が形成され、例えば、行列状（マトリクス状）に配置されている。この複数の
ランド２４は、ベース基板２１の図示しない配線層を介して主面２１ａに形成された端子
２２、あるいはランド２３と電気的に接続されている。複数のランド２４には、ＰＯＰ１
を図示しない実装基板に搭載する際の接合材となる複数の半田ボール（外部端子）５が、
それぞれ配置（接合）されている。
【００３５】
　本実施の形態のバンプ電極４および半田ボール５は、Ｐｂ（鉛）を実質的に含まない、
所謂、鉛フリー半田からなり、例えばＳｎ（錫）のみ、Ｓｎ（錫）－Ｂｉ（ビスマス）、
またはＳｎ（錫）－Ａｇ（銀）－Ｃｕ（Ｃｕ）などである。ここで、鉛フリー半田とは、
鉛（Ｐｂ）の含有量が０．１ｗｔ％以下のものを意味し、この含有量は、ＲｏＨｓ（Rest
riction of Hazardous Substances）指令の基準として定められている。以下、本実施の
形態において、半田、あるいは半田ボールについて説明する場合には、特にそうでない旨
明示した場合を除き、鉛フリー半田を指す。
【００３６】
　ベース基板２１の主面２１ａのチップ搭載領域２１ｃには、マイコンチップ３が搭載さ
れている。マイコンチップ３は、図１に示すように主面３ａ、主面３ａと反対側に位置す
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る裏面３ｂ、および主面３ａと裏面３ｂの間に位置する側面３ｃを有している。主面３ａ
および裏面３ｂは、平面形状が四角形からなり、本実施の形態では、例えば、正方形であ
る。
【００３７】
　また、マイコンチップ３の主面３ａには、トランジスタやダイオードなどの複数の半導
体素子が形成され、各半導体素子は図示しない配線（チップ内配線）を介して電気的に接
続され、集積回路を構成している。また、主面３ａ上には、主面３ａの外縁を構成する各
辺に沿って集積回路と電気的に接続される複数のパッド（電極パッド）３ｄが形成されて
いる。パッド３ｄは、集積回路が形成される回路形成領域を囲むように配置され、集積回
路と前記したチップ内配線を介して電気的に接続されている。
【００３８】
　また、図１に示すようにマイコンチップ３は、裏面３ｂがベース基板２１の主面２１ａ
と対向するように図示しない接着材を介してベース基板２１上に固定する、所謂、フェイ
スアップ実装方式によりベース基板２１上に搭載されている。
【００３９】
　また、マイコンチップ３の主面３ａに形成された複数のパッド３ｄは、ベース基板２１
の主面２１ａに形成された複数の端子２２と、例えば、金（Ａｕ）からなる複数のワイヤ
（導電性部材）２６を介してそれぞれ電気的に接続されている。
【００４０】
　また、ベース基板２１の主面２１ａとインタポーザ基板３０の裏面３０ｂとの間には、
封止樹脂（封止体）２７が配置され、マイコンチップ３および複数のワイヤ２６は、この
封止樹脂２７により封止されている。また、基板間を電気的に接続する端子であるバンプ
電極４は、図１に示すように封止樹脂２７の表面（上面、主面）２７ａにおいて、封止樹
脂２７から露出している。
【００４１】
　＜サブパッケージ＞
　次に、図１に示すサブパッケージ１０の構造について説明する。図４は図１に示すサブ
基板の主面側を示す平面図、図５は図１に示すサブ基板の裏面側を示す平面図である。
【００４２】
　サブパッケージ１０が有するサブ基板１１は、例えば、ガラスエポキシ樹脂などを絶縁
層とする樹脂基板からなる。図４に示すように、サブ基板１１の主面（表面、上面）１１
ａは、平面形状が四角形からなり、例えば、図２に示すベース基板２１の主面２１ａより
も小さい正方形である。また、サブ基板１１の主面１１ａには、複数の端子（ボンディン
グリード、電極パッド）１２が形成されている。主面１１ａの略中央には、メモリチップ
２を搭載する領域であるチップ搭載領域１１ｃが配置され、複数の端子１２は図４に示す
ようにチップ搭載領域１１ｃよりも周縁部側に形成されている。
【００４３】
　また、主面１１ａの反対側に位置する裏面（実装面、下面）１１ｂにはサブパッケージ
１０の外部端子（サブパッケージ１０のインタフェース用端子）となる複数のランド（端
子、電極パッド）１３が形成されている。複数のランド１３は、例えば図５に示すように
、行列状（マトリクス状）に配置されている。この複数のランド１３は、サブ基板１１の
図示しない配線を介して主面１１ａに形成された端子１２と電気的に接続されている。複
数のランド１３には、サブパッケージ１０をインタポーザ基板３０に搭載する際の接合材
となる複数の半田ボール６が、それぞれ配置（接合）されている。
【００４４】
　また、図１に示すようにベース基板２１の厚さはサブ基板１１の厚さよりも厚い。ベー
ス基板はＰＯＰ１の外部端子を有する基板であり、多数の配線を引き回すためにはサブ基
板１１よりも広い配線引き回しスペースが必要となる。このため、ベース基板２１では、
例えば４層、あるいはそれ以上の配線層を形成し、平面積の増大を抑制しつつ、配線引き
回しスペースを確保しているため、厚くなる。一方、サブ基板１１は、ベース基板２１上
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に搭載される基板なので、配線引き回しスペースはベース基板２１よりも小さくすること
ができる。したがって、サブ基板１１はベース基板２１よりも配線層数が少なく、例えば
本実施の形態では、主面１１ａおよび裏面１１ｂにそれぞれ１層の配線層を有する２層構
造の配線基板としている。
【００４５】
　また、主面１１ａのチップ搭載領域１１ｃには、メモリチップ２が搭載されている。本
実施の形態では、複数（２枚）のメモリチップ２を積層して搭載する例を示している。各
メモリチップ２は、図１に示すように、それぞれ、平面形状が四角形からなる主面２ａ、
主面２ａと反対側に位置する裏面２ｂを有している。本実施の形態では、メモリチップ２
は、裏面２ｂがサブ基板１１の主面１１ａと対向した状態で搭載する、所謂フェイスアッ
プ実装によりサブ基板１１上に搭載している。
【００４６】
　メモリチップ２の主面２ａにはメモリセルアレイと呼ばれる記憶回路が形成され、主面
２ａ上に形成された複数のパッド（電極パッド）２ｃと電気的に接続されている。メモリ
チップ２の記憶容量はメモリセルアレイの面積と相関があり、一般に、主面２ａの面積が
大きい程、記憶容量が大きくなる。しかし、ＰＯＰ１、あるいはサブパッケージ１０の小
型化を図る観点からは、主面２ａの面積を小さくすることが好ましい。そこで、本実施の
形態では複数のメモリチップ２を積層することにより、必要な記憶容量を確保しつつ、か
つ、サブパッケージ１０あるいはＰＯＰ１の小型化を図っている。
【００４７】
　また、メモリチップ２のようなメモリ系の半導体チップは、マイコンチップ３のように
演算処理回路が形成された、あるいは制御回路が形成されたコントローラ系の半導体チッ
プと比較して必要な端子数が少ない。このため、複数のパッド２ｃは、主面２ａの各辺の
うちの一辺に沿って配置されている。この複数のパッド２ｃは、例えば金（Ａｕ）からな
る複数のワイヤ（導電性部材）１４を介して複数の端子１２とそれぞれ電気的に接続され
ている。このため、ワイヤ１４による接続距離を短くする観点から、複数の端子１２は、
ワイヤ１４を介して接続されるパッド２ｃが配置される辺に沿って配置されている。また
、本実施の形態では複数のメモリチップ２を搭載しているが、下段側のメモリチップ２の
パッド２ｃと上段側のメモリチップ２のパッド２ｃはそれぞれ異なる辺に沿って配置され
ている。これにより、ワイヤ１４のループ形状が複雑化してワイヤ１４同士が短絡するこ
とを防止することができる。
【００４８】
　また、サブ基板１１の主面１１ａ上には、封止樹脂（封止体）１５が配置（形成）され
、複数のメモリチップ２および複数のワイヤ１４は、この封止樹脂１５により封止されて
いる。
【００４９】
　＜インタポーザ基板＞
　次に、図１に示すインタポーザ基板３０の構造について説明する。図６は図１に示すイ
ンタポーザ基板の主面側を示す平面図、図７は図１に示すインタポーザ基板の裏面側を示
す平面図である。
【００５０】
　インタポーザ基板３０は、例えば、ガラスエポキシ樹脂などを絶縁層とする樹脂基板か
らなる。図４あるいは図５に示すように、インタポーザ基板の主面（表面、上面）３０ａ
、および裏面（下面）３０ｂは、それぞれ平面形状が四角形からなり、例えば、図２に示
すベース基板２１の主面２１ａと同じ大きさの正方形である。
【００５１】
　主面３０ａには、搭載するサブパッケージ１０の複数の端子、すなわち、ランド１３お
よび半田ボール６の配置に応じて、これらと対向する位置に複数のランド（端子、電極パ
ッド、主面側ランド、ボンディングリード）３１が形成されている。
【００５２】
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　一方、裏面３０ｂには、ベースパッケージ２０が有する基板間接続用の端子である複数
のバンプ電極４の配置に応じて、これらと対向する位置に、複数のランド（電極パッド、
裏面側ランド）３２が形成されている。
【００５３】
　この複数のランド３１と複数のランド３２は、インタポーザ基板３０の図示しない配線
を介してそれぞれ電気的に接続されている。また、図１に示すように、複数のランド３１
は複数の半田ボール６と、複数のランド３２は複数のバンプ電極４とそれぞれ接合し、電
気的に接続されている。つまり、ベースパッケージ２０とサブパッケージ１０とは、イン
タポーザ基板３０を介して電気的に接続されている。
【００５４】
　ところで、サブパッケージ１０の有するランド１３の配置とベースパッケージ２０の有
するバンプ電極４の配置がそれぞれ対向する位置に配置されていれば、インタポーザ基板
３０を介さずに、サブパッケージ１０とベースパッケージ２０を接続することもできる。
しかし、本実施の形態のようにインタポーザ基板３０を介して電気的に接続することによ
り、異なる端子配列のパッケージを電気的に接続することができる。つまり、各パッケー
ジの設計の自由度が向上する。例えば、本実施の形態のように、主面の平面寸法が異なる
配線基板をそれぞれ有する複数のパッケージであっても、容易に接続することができる。
本実施の形態では、インタポーザ基板３０は、異なる端子配列のパッケージを電気的に接
続するための基板なので、主面３０ａおよび裏面３０ｂにそれぞれ配線層を有する２層構
造の配線基板としている。このため、図１に示すようにインタポーザ基板３０の厚さは、
ベース基板２１の厚さよりも薄い。
【００５５】
　ここで、インタポーザ基板３０の裏面３０ｂとベースパッケージ２０の封止樹脂２７の
表面２７ａは接着固定されていない。図８は図１に示すインタポーザ基板の裏面と封止樹
脂の表面の詳細構造を示す要部拡大断面図である。なお、図８ではインタポーザ基板３０
の裏面３０ｂがソルダレジスト膜（絶縁膜）３３で覆われ、ソルダレジスト膜３３に形成
された開口部においてランド３２が露出している例を示している。また、ランド３１の詳
細構造の例として、例えば銅（Ｃｕ）からなるランド本体部３２ａの表面にニッケル（Ｎ
ｉ）膜３２ｂ、金（Ａｕ）膜３２ｃからなるめっき膜を積層形成した構造を示している。
【００５６】
　封止樹脂で覆われたパッケージ上に、別の配線基板を配置する場合、前記特許文献２に
記載されるように封止樹脂の表面と上段側の配線基板の裏面を接着材で強固に固定する方
法が考えられる。
【００５７】
　ところが、本願発明者の検討によれば、上段側の配線基板と下段側パッケージの封止樹
脂の表面を接着固定すると、以下の課題が生じることが判った。以下、本実施の形態のＰ
ＯＰ１に当てはめて説明する。
【００５８】
　ＰＯＰ１のような半導体装置は、その製造工程中あるいは完成後に種々の熱サイクル（
加熱、冷却の温度サイクル）が印加される。ここで、封止樹脂２７の表面２７ａとインタ
ポーザ基板３０の裏面３０ｂが接着固定されている場合、封止樹脂２７とインタポーザ基
板の線膨張係数の相違に起因して応力が発生する。この応力は、ベースパッケージ２０お
よびインタポーザ基板３０の相互に作用して、基板（パッケージ）の変形（反り）や基板
間接続端子であるバンプ電極４の破壊の原因となる。
【００５９】
　そこで、本実施の形態では図８に示すように、封止樹脂２７の表面２７ａとインタポー
ザ基板３０の裏面３０ｂを、隙間Ｇ１を介して配置している。詳しくは、インタポーザ基
板３０の裏面３０ｂを覆うソルダレジスト膜３３と封止樹脂２７の表面２７ａの間に隙間
Ｇ１が配置されている。換言すれば封止樹脂２７の表面２７ａとインタポーザ基板３０（
ソルダレジスト膜３３）の裏面３０ｂは離間して配置されている。詳しくは、バンプ電極
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４の高さ（厚さ）は、封止樹脂２７の高さ（厚さ）よりも高く（厚く）、バンプ電極４の
一部は、封止樹脂２７の表面２７ａから突出している。このため、インタポーザ基板３０
とベースパッケージ２０はバンプ電極４によって固定され、ソルダレジスト膜３３の開口
部において接合するバンプ電極４とランド３１の接合部以外の部分は固着されていない。
換言すれば、インタポーザ基板３０はバンプ電極４によって支持されている。
【００６０】
　このため、ＰＯＰ１の製造工程中あるいは完成後に温度サイクルを印加した場合であっ
ても、封止樹脂２７とインタポーザ基板の線膨張係数の相違による応力の発生を防止ない
しは抑制することができる。したがって、基板（パッケージ）の変形（反り）や基板間接
続端子であるバンプ電極４の破壊を防止することができるので、ＰＯＰ１の信頼性を向上
させることができる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、バンプ電極４と封止樹脂２７は隙間Ｇ２を介して配置されて
いる。換言すれば、バンプ電極４と封止樹脂２７は離間して配置されている。このように
バンプ電極４と封止樹脂２７を、隙間Ｇ２を介して配置することにより、ＰＯＰ１に熱サ
イクルを印加した場合であっても、バンプ電極４と封止樹脂２７の線膨張係数の相違に起
因する応力の発生を防止ないしは抑制することができる。
【００６２】
　また、本実施の形態のように、封止樹脂２７をインタポーザ基板およびバンプ電極４と
離間して形成することにより、ＰＯＰ１の製造工程中あるいは完成後に侵入する水分など
の不純物する排出し易くなる。したがって、これらの不純物（特に水分）に起因して発生
するバンプ電極４の破壊などを防止ないしは抑制する観点から、本実施の形態のように不
純物排出経路となる隙間Ｇ１、Ｇ２を配置することが好ましい。
【００６３】
　前記した応力の発生を防止する観点からは、封止樹脂２７とインタポーザ基板３０（あ
るいはバンプ電極４）が固着されていなければ良い。したがって、インタポーザ基板３０
の裏面３０ｂ（あるいはバンプ電極４）と封止樹脂２７の一部が接触していた場合であっ
ても応力の発生を防止ないしは抑制することができる。
【００６４】
　一方、前記した水分などの不純物を排出し易くする観点からは、インタポーザ基板３０
の裏面３０ｂ（あるいはバンプ電極４）と封止樹脂２７は接触していないことが好ましい
。隙間Ｇ１、Ｇ２を不純物の排出経路として用いる際に、排出経路内の障害物を極力取り
除くためである。
【００６５】
　なお、図８に示すように、封止樹脂２７とインタポーザ基板３０（あるいはバンプ電極
４）を離間して配置する方法については、ＰＯＰ１の製造方法を説明する際に詳細に説明
する。
【００６６】
　＜半導体装置の製造方法＞
　次に本実施の形態の半導体装置の製造方法について説明する。最初に本実施の形態の半
導体装置の製造方法の概要について図１を用いて説明すると以下である。本実施の形態の
半導体装置の製造方法は、ベース基板２１に相当する基材を準備する基材準備工程を有し
ている。また、ベース基板２１に相当する基材の主面２１ａ上にマイコンチップ３を搭載
するダイボンディング工程を有している。また、ベース基板２１の複数のランド２３上に
バンプ電極４をそれぞれ配置するバンプ電極形成工程を有している。また、マイコンチッ
プ３の複数のパッド３ｄとベース基板２１の複数の端子２２とを複数のワイヤ２６を介し
てそれぞれ電気的に接続するワイヤボンディング工程を有している。また、マイコンチッ
プ３および複数のバンプ電極４を樹脂で封止し、封止樹脂２７を形成する封止工程を有し
ている。また、前記封止工程の後、複数のバンプ電極４のそれぞれの一部が露出するよう
に、封止樹脂２７の一部を除去するバンプ電極露出工程を有している。また、前記バンプ
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電極露出工程の後、複数のバンプ電極４のそれぞれの一部を、封止樹脂２７の表面から突
出させるバンプ電極突設工程を有している。また、バンプ電極突設工程の後、インタポー
ザ基板３０に相当する基材を準備して、インタポーザ基板３０を封止樹脂の表面上に搭載
する基材積層工程を有している。また、ベース基板２１に相当する基材の裏面２１ｂ側に
半田ボール５を搭載するボールマウント工程を有している。また、ベース基板２１に相当
する基材上にインタポーザ基板３０に相当する基材が搭載された状態で、これを切断し、
個片化する個片化工程を有している。また、サブパッケージ１０を準備して、インタポー
ザ基板３０の主面３０ａ上に搭載する、サブパッケージ搭載工程を有している。
【００６７】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法では、封止工程において、マイコンチップ３およ
びバンプ電極４を封止する。このため、封止工程において、マイコンチップ３の側面３ｃ
側から封止用の樹脂を供給する、所謂サイドゲート方式を適用して封止することができる
。サイドゲート方式では、封止用の樹脂を共有するゲートの反対側にエアベントを設ける
ことができる。したがって、前記特許文献１の図７に示すようなトップゲート方式を適用
して封止体を形成する半導体装置と比較してマイコンチップ３とその周囲に配置されるラ
ンド２３の距離を近付けることができる。すなわち、主面２１ａの平面サイズを小型化す
ることができる。また、サイドゲート方式の場合、半導体装置のサイズ（ベース基板２１
の主面２１ａの平面サイズ）が変更になったとしても、成形金型４２は変更しなくてもよ
い。言い換えると、共通の成形金型４１を用いて封止体を形成することができる。そのた
め、新たな設備投資をすることがなく、半導体装置を製造できるので、製造コストを低減
することができる。
【００６８】
　また、本実施の形態の半導体装置の製造方法では、基材積層工程の前にバンプ突設工程
を実施する。すなわち、インタポーザ基板３０に相当する基材に形成された複数のランド
３２と複数のバンプ電極４とをそれぞれ電気的に接続する前に、予めバンプ電極４を封止
樹脂２７の表面２７ａよりも突出させておく。
【００６９】
　このため、基材積層工程において、例えばインタポーザ基板３０に相当する基材、また
はベース基板２１に相当する基材、あるいはその両方に反りが生じていた場合であっても
、全てのランド３２を確実にバンプ電極４と接合することができる。
【００７０】
　また、インタポーザ基板３０の端子であるランド３２の表面に厚い接合材を形成しなく
ても、バンプ電極４と接合することができるので、ＰＯＰ１を薄型化することができる。
すなわち、半導体装置の実装高さを低減することができる。
【００７１】
　また、バンプ電極４を突出させた状態で、インタポーザ基板３０に相当する基材を配置
することにより、ランド３１とバンプ電極４の位置合わせを容易に行うことができる。
【００７２】
　以下本実施の形態の半導体装置の製造方法が有する各工程の詳細について順に説明する
。
【００７３】
　まず、基材準備工程では、図１～図３に示すベース基板２１に相当する基材を準備する
。図９は、基材準備工程において準備する配線基板の主面の全体構造を示す平面図である
。
【００７４】
　図９に示すように、本工程で準備するベース基板（基材、配線基板、多数個取り配線基
板）２８は、複数の製品形成領域２８ａが例えば行列状に配置されたマトリクス基板（多
数個取り基板）である。ベース基板２８の各製品形成領域２８ａは、図２に示すベース基
板２１に相当する。また、ベース基板２８は、複数の製品形成領域２８ａが配置される領
域の周囲を取り囲む枠部２８ｂを有している。つまり、各製品形成領域２８ａは、主面２
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１ａあるいは裏面２１ｂの平面において、枠部２８ｂよりも内側に配置されている。
【００７５】
　ベース基板２８が有する各製品形成領域２８ａには、図１～図３を用いて説明した、主
面（表面、上面）２１ａのチップ搭載領域２１ｃの周囲に配置される複数の端子２２、複
数の配線２５、ランド２３、および裏面（実装面、下面）２１ｂに配置されるランド２４
が予め形成されている。ランド２４は、配線２５などを介してランド２３あるいは端子２
２と電気的に接続されている。
【００７６】
　バンプ電極形成工程では、ベース基板２１の複数のランド２３上にバンプ電極４をそれ
ぞれ配置して電気的に接続する。図１０は、図９に示すベース基板のランド上にバンプ電
極を形成した状態を示す断面図である。
【００７７】
　本工程では、ベース基板２８の主面２１ａ上に形成された複数のランド２３上に、複数
のバンプ電極４をそれぞれ配置して、これらを接合する。本実施の形態ではバンプ電極４
として半田ボールを用いている。半田ボールからなるバンプ電極４とランド２３を接合す
る際には、例えば、半田ボールの表面活性を向上させる機能を有するフラックス材をラン
ド２３上に予め配置した状態でバンプ電極４を配置して熱処理を施す。フラックス材は接
合対象金属の表面活性を向上させる機能や表面の酸化膜を除去する機能、再酸化を防止す
る機能などを有しているので、半田ボールとランド２３を容易、かつ、確実に接合するこ
とができる。
【００７８】
　ここで、フラックス材を用いる場合、バンプ電極４とランド２３とを接合した後に、フ
ラックス材由来の残渣（フラックス残渣）を除去するために、接合部に洗浄処理を施す必
要がある。洗浄処理は、例えば、接合部に加圧洗浄水を吹き付けて行う。後述するワイヤ
ボンディング工程を本工程よりも前に行う場合、加圧洗浄水がワイヤに当たると、その圧
力によりワイヤが変形してしまう懸念が生じる。
【００７９】
　そこで、本実施の形態のように、ワイヤボンディングを行う前に、予めバンプ電極４を
形成しておくことにより、バンプ電極４とランド２３をフラックス材を介して接合した場
合であっても、ワイヤを変形させることなく容易にフラックス材を除去することができる
。また、バンプ電極４とランド２３を接合する熱処理工程では、例えば、ベース基板２８
のランド２３上にバンプ電極となる半田ボールを配置した状態で、リフロー炉に搬送し、
熱処理を行う。このため、リフロー工程への搬送中にワイヤの変形や断線が発生すること
を防止する観点からも、本バンプ電極形成工程はワイヤボンディング工程よりも前に行っ
ておくことが好ましい。
【００８０】
　またバンプ電極形成工程をダイボンディング工程よりも前に行うことにより、バンプ電
極形成工程において、不良が発生した場合に高価なマイコンチップ３を廃棄しなくて済む
。
【００８１】
　なお、本実施の形態では、基材準備工程とバンプ電極形成工程を分けて説明したが、前
記した基材準備工程で準備するベース基板２８のランド２３表面に予めバンプ電極４を形
成しておいても良い。
【００８２】
　次に、ダイボンディング工程では、複数の製品形成領域２８ａがそれぞれ有するチップ
搭載領域２１ｃにマイコンチップ３を搭載する。図１１は図１０に示すベース基板に半導
体チップを搭載している状態を示す要部断面図、図１２は図１１に示す半導体チップ周辺
を拡大して示す拡大断面図である。
【００８３】
　本工程では、マイコンチップ３をダイボンディングに用いる半導体チップ保持治具であ
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るコレット４０でマイコンチップ３を保持して各製品形成領域２８ａのチップ搭載領域２
１ｃ上に配置する。本実施の形態では、マイコンチップ３をフェイスアップ実装方式によ
り実装するので、マイコンチップ３の裏面３ｂがベース基板２８の主面２１ａと対向した
状態でチップ搭載領域２１ｃ上に配置する。次に、マイコンチップ３の裏面３ｂがベース
基板２８の主面２１ａと対向した状態で、接着材２９（図１２参照）を介してベース基板
２８上に接着固定する。
【００８４】
　接着材２９は、ペースト状の接着材やＤＡＦ（Die Attach Film）と呼ばれるフィルム
状を用いることができるが、本実施の形態ではマイコンチップ３の裏面３ｂとの対向面で
ある表面２９ａおよびベース基板２８の主面２１ａとの対向面である裏面２９ｂにそれぞ
れ接着層を備える接着フィルム（以下ＤＡＦと記載する）を用いている。
【００８５】
　配線基板上に半導体チップを接着固定する接着材には、一般にペースト状の接着材が用
いられるが、近年半導体装置の薄型化および小型化が進み以下の問題が生じる場合がある
。まず第１に、半導体チップの薄型化により、半導体チップの主面にペーストが這い上が
る懸念がある。また第２に、ペースト状の接着材がダイボンディング工程においてチップ
搭載領域の外側に過剰に広がることにより、端子２２の表面を汚染してしまう懸念がある
。
【００８６】
　そこで本実施の形態では接着材２９としてＤＡＦを用いている。ＤＡＦは、半導体ウエ
ハを個片化してマイコンチップ３を取り出す際に、マイコンチップ３の裏面３ｂに予め貼
着しておくことができる。このため、接着材２９の平面寸法は、マイコンチップ３の裏面
３ｂと略同じ大きさに形成することができる。したがって、マイコンチップ３の主面３ａ
側に接着材２９が回り込むことを防止することができる。チップ搭載領域２１ｃの外側に
接着材２９が広がることもないので、端子２２とチップ搭載領域２１ｃの距離を近づけて
配置することができる。つまり、端子２２とチップ搭載領域２１ｃ（マイコンチップ３の
チップ端）の距離を近づけて、半導体装置の平面寸法を小型化することができる。特に、
本実施の形態のようにＰＯＰ型の半導体装置の場合、端子２２の周囲にランド２３を配置
するため、端子２２とチップ搭載領域２１ｃの距離を近付けることは、小型化の観点から
非常に重要となる。
【００８７】
　また、ペースト状の接着材の場合、マイコンチップ３を搭載する際に、ペーストの表面
張力などにより、搭載後のマイコンチップ３が動く場合があるが、ＤＡＦを用いれば、搭
載後のマイコンチップが動くことを防止することができるので、位置精度良く搭載するこ
とができる。
【００８８】
　また、ペースト状の接着材を用いる場合と同様に、ＤＡＦを用いる場合にも、マイコン
チップ３を搭載した後で、接着材２９を硬化させて固定する。この硬化させるタイミング
により、ＤＡＦを２種類に大別することができる。
【００８９】
　まず第１に、ダイボンディング後に硬化ベークを行い、最終的な接着力を得るタイプの
ＤＡＦがある。このタイプは、ダイボンディング工程において、ＤＡＦを硬化させるため
、以降の工程で加熱プロセスの制約がない。例えば、前記した変形例のようにバンプ電極
４をダイボンディング工程よりも後で搭載する場合には有効である。
【００９０】
　そして第２に、ダイボンディング工程から後述する封止工程までは、硬化（熱硬化）さ
せない状態で各工程を進行し、封止工程において封止用の樹脂を供給した後で硬化させる
タイプのＤＡＦがある。本実施の形態では、このタイプのＤＡＦを用いている。
【００９１】
　図１２に示すように、ベース基板２８の主面２１ａを覆う絶縁膜（ソルダレジスト膜）
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２８ｄの表面は完全な平坦面ではなく、例えば主面２１ａ上に形成される配線２５などの
影響により、凹凸を有している。このため、コレット４０を用いて主面２１ａ上にマイコ
ンチップ３を載置した状態では接着材２９の裏面２９ｂと絶縁膜２８ｄの表面の間に隙間
２８ｃが生じる。
【００９２】
　ここで、前記したダイボンディング後に直ちに硬化させるタイプの接着材２９の場合、
隙間２８ｃが残った状態で接着材２９が硬化するので、耐リフロー性が低下する懸念があ
る。一方、本実施の形態では、後述する封止工程において接着材２９を硬化させるので、
封止用の樹脂を供給する際の圧力により、接着材２９を、隙間２８ｃを埋めるように押し
こむことができる。このため接着材２９と絶縁膜２８ｄの密着性を向上させることができ
る。
【００９３】
　ところで、このように封止工程まで硬化させないタイプのＤＡＦは、本工程以降、封止
工程までの間の熱処理工程に制約がある。すなわち、封止工程において、接着材２９が絶
縁膜２８ｄと密着するまでの間は、接着材２９の硬化温度を超える熱を加えることができ
ない。そこで、本実施の形態では、熱処理を行う必要があるバンプ電極形成工程を、本工
程の前に完了させておくことにより、接着材２９が硬化してしまうことを回避している。
【００９４】
　また、本実施の形態で、マイコンチップ３を保持してベース基板２８上に載置するコレ
ット４０は、マイコンチップ３の主面３ａを保持する、所謂、平コレットである。また、
詳細には、コレット４０におけるマイコンチップ３との接触面には、マイコンチップ３を
真空吸着するための孔が形成されており、マイコンチップ３は吸着保持される。そして、
コレット４０の端部は、マイコンチップ３の主面３ａの周縁部よりも内側に配置されてい
る。これにより、ダイボンディング工程において、マイコンチップ３を載置する際に、コ
レット４０とバンプ電極４の干渉を防止することができる。
【００９５】
　次に、ワイヤボンディング工程では、マイコンチップ３の複数のパッド３ｄとベース基
板２８の複数の端子２２を複数のワイヤ２６を介してそれぞれ電気的に接続する。図１３
は、図１１に示す半導体チップのパッドとベース基板の端子をワイヤボンディングした状
態を示す断面図である。
【００９６】
　本工程では、ワイヤ２６の一方の端部をマイコンチップ３のパッド３ｄに接合し、他方
を端子２２に接合することによりこれらを電気的に接合する。本工程では、ワイヤ２６が
例えば図１３に示すようなループ形状を成すように、図示しないワイヤボンディング用の
治具（例えばキャピラリと呼ばれる治具）を用いて行う。
【００９７】
　なお、図１３では、まず、パッド３ｄとワイヤ２６を接合（第１ボンド）した後で端子
２２と接合（第２ボンド）する、所謂正ボンディング方式の接合方法を例示しているが、
ワイヤ２６の接合順序はこれに限定されず、例えば、端子２２を先にワイヤ２６と接合す
る、所謂逆ボンディング方式を用いることができる。逆ボンディング方式の場合、正ボン
ディング方式と比較して端子２２とマイコンチップ３（チップ搭載領域２１ｃ）の距離を
さらに近付けることができる。したがって、半導体装置の小型化の観点からは、逆ボンデ
ィング方式が好ましい。ただし、逆ボンディング方式では、第２ボンドをパッド３ｄに対
して行うので、パッド３ｄ上にワイヤ２６を接合するために図示しないバンプ電極を形成
して行う。したがって、パッド３ｄ上にワイヤボンディングを行うためのバンプ電極を形
成する工程を省略し、製造工程を簡略化する観点からは、正ボンディング方式が好ましい
。
【００９８】
　次に、封止工程について説明する。図１４は、成形金型内に図１３に示すベース基板を
配置した状態を示す断面図、図１５は、図１４に示す上金型と下金型を近づけてベース基
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板をクランプした状態を示す断面図、図１６は図１５に示すキャビティ内に封止用の樹脂
を供給し、封止体を形成した状態を示す断面図である。また図１７は、図１６に示すベー
ス基板を成形金型から取り出した状態を示す断面図である。
【００９９】
　封止工程は成形金型を準備する金型準備工程、成形金型内に半導体チップの搭載された
配線基板を配置する基材配置工程、成形金型で配線基板を挟み込んでクランプするクラン
プ工程、成形金型のキャビティ内に封止用の樹脂を供給し、封止体を形成する封止体形成
工程、および成形金型から配線基板を取り出す基材取り出し工程を有している。本実施の
形態では、１つのキャビティ内に行列配置された複数の製品形成領域を有する配線基板を
配置して、複数の製品形成領域について一括して封止する、所謂ＭＡＰ（Mold Allay Pro
cess）と呼ばれる製造方式について説明する。
【０１００】
　まず、金型準備工程で準備する成形金型４１は下面４２ａを有し、下面４２ａ側にキャ
ビティ（凹部、窪み部）４２ｂが形成された上金型（金型）４２、および下面４２ａと対
向する上面４３ａを有する下金型（金型）４３を備えている。
【０１０１】
　上金型４２と下金型４３の間、詳しくは上金型４２の下面４２ａ側には、例えばポリイ
ミド樹脂などの樹脂素材からなるフィルム（シート材）４４が配置されている。フィルム
４４は、上金型４２の下面４２ａ側から吸引することにより、下面４２ａの形状に倣って
上金型４２に密着（吸着）させている。このように金属からなる成形金型４１よりも弾力
性が高いフィルム４４を配置することにより、後述する基材取り出し工程において、封止
体が形成されたベース基板２８を容易に取り出すことができる。
【０１０２】
　次に基材配置工程では、成形金型４１の下金型４３上にベース基板２８を配置する。下
金型４３の上面４３ａには、ベース基板２８を配置するための窪み部４３ｂが形成されて
おり、本工程ではベース基板２８の裏面２１ｂと下金型４３の上面４３ａを対向させた状
態で、窪み部４３ｂ内にベース基板を配置する。下金型４３と組み合わせる上金型４２に
形成されたキャビティ４２ｂは、ベース基板２８の有する複数の製品形成領域２８ａより
も広い面積を有しており、本工程では、１つのキャビティ４２ｂ内に複数の製品形成領域
２８ａが収まるようにベース基板２８を配置する。
【０１０３】
　次にクランプ工程では、上金型４２と下金型４３の距離を近づけて、ベース基板２８を
上金型４２と下金型４３でクランプする。なお、図１５は、封止体形成工程において、封
止用の樹脂を供給するゲート部４５と、キャビティ内の気体を成形金型４１の外部に排出
するエアベント部４６を示している。本工程では、図１５に示すゲート部４５およびエア
ベント部４６以外の領域において、フィルム４４とベース基板２８の主面２１ａを密着さ
せてクランプする。
【０１０４】
　また、本実施の形態の封止工程では、バンプ電極４を封止樹脂により完全に封止する。
このため、クランプした状態においてフィルム４４とバンプ電極４は離間して配置されて
いる。
【０１０５】
　次に封止体形成工程では、キャビティ４２ｂ内に封止用の樹脂を供給し、これを硬化さ
せることにより封止樹脂を形成する。本工程では、例えば図１５に示すように上金型４２
と下金型４３を組み合わせることにより形成されるポット部４７に配置された樹脂タブレ
ット４８を加熱軟化させ、プランジャ４９で押しこむことにより、キャビティ４２ｂに向
かって供給する、トランスファモールド方式により形成する。樹脂タブレット４８は、例
えば熱硬化性樹脂であるエポキシ系の樹脂からなり、硬化温度よりも低い温度では、加熱
することにより軟化して、流動性が向上する特性を有している。したがって、プランジャ
４９を上金型４２に向かって押しこむと、ポット部４７で軟化した樹脂タブレット４８は
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、成形金型４１内に形成されたゲート部４５からキャビティ４２ｂ内に流れる。キャビテ
ィ４２ｂ内の気体は、封止用の樹脂が流入する圧力によりエアベント部４６から排出され
、図１６に示すようにキャビティ４２ｂ内は封止用樹脂４８ａで満たされる。
【０１０６】
　ここで、本実施の形態では、図１５に示すように、封止用の樹脂の供給口であるゲート
部４５を半導体チップ（マイコンチップ３）の側面側に配置している。また、エアベント
部４６はキャビティ４２ｂに対してゲート部４５の反対側に配置している。つまり、本実
施の形態では、封止工程においてマイコンチップ３とともにバンプ電極４も封止するので
、マイコンチップ３の側面側から封止用の樹脂を供給する、所謂サイドゲート方式により
封止することができる。サイドゲート方式では、エアベント部４６をマイコンチップ３と
バンプ電極４の間に配置しないので、前記したトップゲート方式と比較して、バンプ電極
４とマイコンチップ３の距離を近づけて配置することができる。つまり、得られるベース
パッケージ２０の平面サイズを小型化することができる。
【０１０７】
　またこの時、封止用の樹脂を供給する際の圧力により、前記した図１２に示す接着材２
９は、隙間２８ｃを埋めるようにベース基板２８の方向に押しこまれる。これにより、接
着材２９と絶縁膜２８ｄとは密着する。
【０１０８】
　その後、図１６に示す封止用樹脂４８ａを硬化温度まで加熱して、図１７に示す封止樹
脂２７が形成される。
【０１０９】
　なお、加熱硬化について詳しく説明すると、成形金型４１内に供給された封止用樹脂４
８ａは、例えば１５０℃程度に加熱され、樹脂中の硬化成分の半分以上（例えば約７０％
程度）が硬化する、所謂、仮硬化と呼ばれる状態となる。この仮硬化の状態では、樹脂中
の全ての硬化成分が硬化している訳ではないが、半分以上の硬化成分が硬化しており、こ
の時点でマイコンチップ３やバンプ電極４は封止されている。しかし、封止樹脂２７の強
度の安定性などの観点からは全ての硬化成分を完全に硬化させることが好ましいので、後
述する基材取り出し工程の後で、仮硬化した封止樹脂２７が形成されたベース基板２８を
加熱炉に移動させて再度加熱する、所謂本硬化を行う。また、この仮硬化の状態で、図１
２に示す接着材２９は硬化する。したがって、本実施の形態によれば接着材２９を絶縁膜
２８ｄと密着させた状態で硬化させることができる。
【０１１０】
　次に、基材取り出し工程では、前記した封止工程で用いた成形金型４１から図１７に示
す封止樹脂２７が形成されたベース基板２８を取り出す。
【０１１１】
　本工程では、図１６に示す上金型４２の下面４２ａと下金型４３の上面４３ａを引き離
し、封止樹脂２７が形成された一括封止構造体５０を取り出す。この段階では、バンプ電
極４は封止樹脂２７に完全に封止され、表面２７ａからは露出していない。また、本工程
では、必要に応じて前記した封止工程で発生した樹脂バリなどの除去を行う。
【０１１２】
　次に、バンプ電極露出工程について説明する。図１８は、図１７に示す封止樹脂の表面
を研削し、バンプ電極の一部を露出させた状態を示す断面図である。本工程では、複数の
バンプ電極４のそれぞれの一部が露出するように、封止樹脂２７の一部を除去する。具体
的には、例えば、本実施の形態では、封止樹脂２７の表面２７ａ側を機械的に研削し、バ
ンプ電極４を露出させる。この時、バンプ電極４の一部（詳しくはバンプ電極４の頂部）
も研削するので、バンプ電極４は、図１８に示すように略球形の上側の頂部が切断された
形状となる。
【０１１３】
　また、バンプ電極４は、封止樹脂２７とともに研削するので、バンプ電極４の露出面の
高さは、封止樹脂２７の表面２７ａと略同じ高さとなる。換言すれば、バンプ電極４は、
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表面２７ａから突出せず、略平坦な面を構成する。なお、略同じ高さ、あるいは略平坦な
面とは、研削工程において微細な凹凸が生じる場合も含んでいる。
【０１１４】
　本工程で、バンプ電極４を表面２７ａ側に露出させることにより、後述する基材積層工
程において、表面２７ａ上に別の配線基板を積層する際に、該配線基板を電気的に接続す
るための端子として利用することができる。
【０１１５】
　次にバンプ電極突設工程について説明する。図１９は、図１８に示すバンプ電極を封止
樹脂の表面から突出させた状態を示す断面図である。また、図２０は図１８に示すバンプ
電極周辺を拡大して示す要部拡大断面図、図２１は図１９に示すバンプ電極周辺を拡大し
て示す要部拡大断面図である。なお、本実施の形態では、バンプ電極突設工程を、前記し
たボールマウント工程と一括して行う。このため、図１９では、ベース基板２８の裏面２
１ｂ側に半田ボール５が搭載された状態を示している。
【０１１６】
　本実施の形態では、前記したようにバンプ電極４と積層する配線基板の端子（ランド）
とを確実に接続するため、後述する基材積層工程の前に、バンプ電極４を封止樹脂２７の
表面２７ａから突出させる。
【０１１７】
　バンプ電極４を突出させる手段は以下に限定されないが、本実施の形態ではバンプ電極
４が半田からなることを利用して、以下の手段を用いている。すなわち、半田からなるバ
ンプ電極４に熱処理を施すことにより、少なくともバンプ電極４の表面を再溶融させて、
半田の表面張力により突出させる。詳しく説明すると、半田からなるバンプ電極４が再溶
融すると、表面張力の影響により球体に近付くように変形する。一方、既に硬化した封止
樹脂２７は、熱影響により若干膨張する場合はあるが、その変形の程度はバンプ電極４と
比較して極めて小さい。この結果、図２１に示すように、熱処理により変形したバンプ電
極４は封止樹脂２７の表面２７ａから突出した状態となる。
【０１１８】
　また、バンプ電極４は前記したバンプ電極露出工程で、一部が除去されているので、本
工程で変形したバンプ電極４の半径は、前記バンプ電極露出工程で研削する前のバンプ電
極４の半径と比較して小さい。このため、熱処理を施したバンプ電極４は、少なくとも一
部が封止樹脂２７から引き離され、図８を用いて説明したように、バンプ電極４と封止樹
脂２７の間に隙間Ｇ２が形成される。
【０１１９】
　ところで、バンプ電極４を突出させるために行う熱処理工程では、少なくともバンプ電
極４が変形する温度となるまで加熱することが必要であり、バンプ電極４を構成する半田
の融点以上とすることが好ましい。
【０１２０】
　一方、図１９に示すベース基板２８の裏面２１ｂ側に形成された複数のランド２４の表
面に複数の半田ボール５をそれぞれ搭載するボールマウント工程においても、ランド２４
と半田ボール５を接合するために熱処理（リフロー）を行う必要がある。
【０１２１】
　そこで、本実施の形態では、本工程とボールマウント工程を一括して行い、製造工程を
簡略化している。これにより、新たな工程を追加することなく、バンプ電極４を突出させ
ることができる。
【０１２２】
　なお、ボールマウント工程においては、複数の半田ボール５を複数のランド２４上にそ
れぞれ載置した状態で熱処理を施して接合する。この時、既に接合されている状態のバン
プ電極４は、図１９に示すように上下を反転させた状態で熱処理を施しても表面張力によ
りランド２３と密着している。したがって、本実施の形態では、裏面２１ｂを上側、主面
２１ａを下側に向けた状態で熱処理（リフロー処理）を施している。
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【０１２３】
　次に、基材積層工程について説明する。図２２は図１９に示す一括封止構造体上に積層
する配線基板の裏面側を示す平面図、図２３は、図１９に示す一括封止構造体上に図２２
に示す配線基板を配置した状態を示す断面図である。また、図２４は図２３に示す配線基
板と一括封止構造体を近づけて積層した状態を示す断面図である。
【０１２４】
　本工程では、図１に示すインタポーザ基板３０に相当する配線基板３４を準備して、封
止樹脂２７上に配線基板３４を積層する。本実施の形態では、配線基板３４を積層した後
で、後述する個片化工程を行う。このため、図２２に示すように、本実施の形態で準備す
る配線基板３４は、図９を用いて説明したベース基板２８と同様に複数の製品形成領域２
８ａが例えば行列状に配置されたマトリクス基板（多数個取り基板）である。このように
、マトリクス基板を用いて積層し、その後個片化することにより、複数の基板積層構造体
を一括して製造することができるので、製造効率を向上させることができる。
【０１２５】
　配線基板３４が有する複数の製品形成領域２８ａは、ベース基板２８の複数の製品形成
領域２８ａとそれぞれ重なる位置に配置されている。また、裏面３０ｂの各製品形成領域
２８ａには、それぞれ複数のランド３２が形成され、例えばその表面に半田などからなる
接合材（導電性部材、外部端子）３５が配置されている。
【０１２６】
　ここで、本工程では、配線基板３４の裏面３０ｂと封止樹脂２７の表面２７ａを対向さ
せた状態で複数のランド３２と複数のバンプ電極４をそれぞれ接合する。ところが、配線
基板３４や一括封止構造体５０に反りが生じている場合、接合材３５やバンプ電極４の高
さが一定とならない。特に、本実施の形態のように、複数の製品形成領域２８ａを有する
配線基板３４を搭載する場合には、反りの影響により、接合材３５の高低差が大きくなり
易い。このため、例えば、図１８に示すように、バンプ電極４を突出させない状態で、図
２３に示す配線基板３４を積層すると、一部のランド３２とバンプ電極４が接続されない
場合がある。また、図２３に示す接合材３５を厚く形成すれば、配線基板３４の反りによ
る接続不良を回避することができるが、この場合、接合材３５を厚く形成したことにより
、得られるパッケージの厚さが厚くなってしまう。すなわち、半導体装置の実装高さが増
大してしまう。
【０１２７】
　一方、本実施の形態によれば、前記したように、バンプ電極４を封止樹脂２７の表面２
７ａから突出させた状態で本工程を行うので、接合材３５やバンプ電極４の高さが一定で
なくても、確実に接続することができる。また、本実施の形態では、バンプ電極４を突出
させているので、接合材３５の厚さを薄くしても、接合材３５とバンプ電極４を確実に接
続することができる。すなわち、薄型化することができる。
【０１２８】
　ランド３２に形成された接合材３５とバンプ電極４の接合は、これらを当接させた状態
で熱処理（リフロー処理）を施すことにより行う。接合材３５とバンプ電極４の双方が溶
融して接合すると、これらは一体化して、図８に示すバンプ電極４のような形状となる。
また、配線基板３４と封止樹脂２７の表面２７ａは離間した状態で固定された一括封止構
造体５０（図２４参照）が得られる。
【０１２９】
　次に、個片化工程として、図２４に示す一括封止構造体５０上に配線基板３４が搭載さ
れた構造体を製品形成領域２８ａ毎に切断し、個々のパッケージに分割（個片化）する。
図２５は、図２４に示す一括封止構造体および配線基板を切断した状態を示す断面図であ
る。
【０１３０】
　本工程では、例えば、一括封止構造体５０の上下を反転（配線基板３４が下側になるよ
うに配置）して配線基板３４の主面３０ａ側にダイシングテープ５２を貼着する。この状
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態でダイシングブレード５３などの切断手段を、製品形成領域２８ａに沿って走査して一
括封止構造体５０（図２４参照）および配線基板３４（図２４参照）を切断し、図２５に
示す複数の積層配線基板（電子装置、半導体装置）５１を取得する。
【０１３１】
　積層配線基板５１は、図２５に示すようにベース基板２１とインタポーザ基板３０が積
層された配線基板である。ベース基板２１とインタポーザ基板３０はバンプ電極４を介し
て固定され、電気的に接続されている。また、ベース基板２１とインタポーザ基板３０の
間には、マイコンチップ３が搭載され、封止樹脂２７により封止されている。つまり、積
層配線基板５１は、マイコンチップ３を内蔵する配線基板である。
【０１３２】
　なお、本実施の形態では、基材積層工程の後で個片化工程を行う実施態様について説明
したが、変形例として、個片化工程を基材積層工程、あるいはバンプ電極突設工程よりも
前に行うこともできる。つまり、図１９に示す一括封止構造体５０あるいは図１８に示す
一括封止構造体５０の状態で、個片化工程を行うこともできる。この場合、個片化工程に
より図１に示すベースパッケージ２０を複数個取得することとなる。また、基材積層工程
では、図１に示すインタポーザ基板３０を封止樹脂２７の表面２７ａ上に搭載することと
なる。この場合、個片化された状態で積層工程を行うため、本実施の形態と比較すると製
造工程は煩雑になる。しかし、配線基板３４（インタポーザ基板３０）を積層する前に個
片化工程を行うので、個片化工程において、バンプ電極４に応力が集中することを防止す
る観点から好ましい。
【０１３３】
　また、図２５に示す積層配線基板５１は、ベースパッケージ２０（図１参照）を含んで
いるので、インタポーザ基板３０の主面３０ａ上に図１に示すようなサブパッケージ１０
を搭載しなくても、電気的に駆動させることが可能である。したがって、この積層配線基
板５１の状態で完成品とすることもできる。この場合、必要に応じて電気的検査や外観検
査を行い良品について出荷する。なお、この場合、インタポーザ基板３０の主面３０ａに
形成された複数のランド３１は、必要に応じてサブパッケージ１０（図１参照）を実装す
るための拡張用の端子となる。
【０１３４】
　次に、図１に示すサブパッケージ１０を準備して、インタポーザ基板３０の主面３０ａ
上に搭載する、サブパッケージ搭載工程について説明する。サブパッケージ１０を準備す
る工程、すなわちサブパッケージ１０の製造工程は、ＢＧＡ型パッケージの公知の製造工
程を適用することができるので、詳細な説明は省略する。例えば、図１に示すサブパッケ
ージ１０の製造工程はサブ基板１１を準備する基板準備工程を有している。また、サブ基
板１１の主面１１ａ上に複数のメモリチップ２を積層して固定するダイボンディング工程
を有している。またメモリチップ２の主面２ａ上に形成された複数のパッド２ｃとサブ基
板１１の主面１１ａに形成された端子１２を、複数のワイヤ１４を介してそれぞれ電気的
に接続するワイヤボンディング工程を有している。また、サブ基板１１の主面１１ａ側に
封止樹脂１５を配置して、メモリチップ２および複数のワイヤ１４を封止する封止（樹脂
封止）工程を有している。また、サブ基板１１の裏面１１ｂ側に形成された複数のランド
１３の表面に複数の半田ボール６をそれぞれ接合するボールマウント工程を有している。
なお、本実施の形態ではサブパッケージ１０の製造工程において、前記したＭＡＰ方式を
適用している。したがって、前記したボールマウント工程の後で、個片化工程を行い、図
１に示すサブパッケージ１０を得る。
【０１３５】
　次に、上記のように準備したサブパッケージ１０をインタポーザ基板３０上に搭載する
。本工程では、図１に示すようにサブ基板１１の裏面１１ｂとインタポーザ基板３０の主
面３０ａを対向させて、複数の半田ボール６とランド３１の位置を合わせて配置する。こ
の状態で、熱処理（リフロー）を行い、半田ボール６を溶融させてランド３１と半田ボー
ル６を接合することにより電気的に接続する。
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【０１３６】
　なお、半田ボール６とランド３１の接合性を向上させる観点から、複数のランド３１の
表面にクリーム半田と呼ばれるフラックス成分を含む半田材を予め配置した状態で熱処理
を施すことが好ましい。この場合、接合した後で、フラックス成分の残渣を洗浄する洗浄
工程を行う。この時、インタポーザ基板３０の裏面３０ｂと封止樹脂２７の表面２７ａの
間の隙間から水分が侵入する場合があるが、本実施の形態では、封止樹脂２７とインタポ
ーザ基板３０を離間して配置しているので、侵入した水分を容易に取り除くことができる
。
【０１３７】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１では、半田ボールであるバンプ電極４に熱処理を施すことにより、封
止樹脂２７の表面２７ａから突出させる実施態様について説明した。しかし、積層する基
板間を電気的に接続する導電性部材は、半田ボールからなるバンプ電極には限定されない
。本実施の形態では、柱状の導電性部材を用いた実施態様について説明する。図２６は本
実施の形態の半導体装置の全体構造を示す断面図である。図２７は図２６に示す半導体装
置の製造工程において、電極ポスト上にバンプ電極を接合して封止樹脂の表面から突出さ
せる工程を示す要部拡大断面図である。なお、本実施の形態では、前記実施の形態１との
相違点を中心に説明し、前記実施の形態１と重複する説明は原則として省略する。
【０１３８】
　図２６に示す本実施の形態２のＰＯＰ６０と、前記実施の形態１のＰＯＰ１の相違点は
、ベース基板２１とインタポーザ基板３０を電気的に接続する導電性部材が電極ポスト（
導体柱）６１となっている点である。詳しくは、ＰＯＰ６０は、ベース基板２１に形成さ
れた複数のランド２３上に、柱状に形成された複数の電極ポスト６１がそれぞれ接合され
ている。また複数の電極ポスト６１の上面（ランド２３との接合面と反対側に位置する面
）は、封止樹脂２７の表面２７ａからそれぞれ露出しており、該露出面に導電性部材であ
る複数の半田材（バンプ電極）６２がそれぞれ接合されている。インタポーザ基板３０の
ランド３２と、ベース基板２１のランド２３とは、この電極ポスト６１および半田材６２
を介して電気的に接続されている。
【０１３９】
　本実施の形態のように、電極ポスト６１を用いて基板間を電気的に接続する場合、前記
実施の形態１で説明した半田ボールからなるバンプ電極４と比較して電極ポスト６１を細
く形成することができる。したがって、ランド２３の配置ピッチを狭くすることができる
ので、前記実施の形態１と比較して、半導体装置の小型化、あるいは単位面積あたりの端
子数を増加させる（高集積化）ことができる点で好ましい。
【０１４０】
　電極ポスト６１は、例えばＣｕからなり、めっき法、あるいは予め柱状に形成した電極
ポスト６１を、図示しない導電性接着材を介してランド２３上に接着固定することにより
形成することができる。導電性接着材としては、例えば熱硬化性樹脂中にＡｇなどの金属
粒子を混入した、所謂、Ａｇペーストと呼ばれる接着材を用いることができる。Ａｇペー
ストのような導電性接着材は、硬化温度よりも低い温度で接着した後に、さらに加熱して
熱硬化性樹脂成分を硬化させることにより固定することができる。また。熱硬化性樹脂中
に含まれる金属粒子を介して導通を確保することができるので、電極ポスト６１とランド
２３を電気的に接続することができる。
【０１４１】
　電極ポスト６１をめっき法で形成する場合には、前記実施の形態１で説明したダイボン
ディング工程よりも前に形成しておくことが好ましい。すなわち、前記実施の形態１で説
明した基材準備工程において準備するベース基板２８のランド２３上に予め電極ポスト６
１を形成しておくことが好ましい。めっき工程において、マイコンチップ３やワイヤ２６
が汚染されることを防止するためである。
【０１４２】
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　また、予め柱状に形成した電極ポスト６１を図示しない導電性接着材を介してランド２
３上に接着固定する場合には、前記しためっき法のような問題は生じないため、ダイボン
ディング工程の後で電極ポスト６１を接着固定することもできる。しかし、前記実施の形
態１で説明したように、ワイヤの変形や断線を防止する観点、マイコンチップ３を接着固
定する接着材としてＤＡＦを用いた場合に、接着材と配線基板上の絶縁膜の密着性を向上
させる観点から、ダイボンディング工程を行う前に電極ポスト６１を接着固定することが
好ましい。
【０１４３】
　また、電極ポスト６１を封止樹脂２７の表面２７ａから露出させる方法は、前記実施の
形態１で説明したバンプ電極露出工程と同様に、封止工程で電極ポスト６１を完全に封止
した後で、例えば封止樹脂２７を研削して取り除くことにより露出させることができる。
【０１４４】
　また、本実施の形態のように、電極ポスト６１を用いる場合であっても、前記実施の形
態１で説明した配線基板３４（インタポーザ基板３０）と接続する前に、電極ポスト６１
の露出面上にバンプ電極を突設しておく。つまり、図２７に示すように、電極ポスト６１
の露出面に半田材６２を接合し、半田材６２を封止樹脂２７の表面２７ａから突出させて
おく。これにより、前記実施の形態１で説明した基材積層工程において、全てのランド３
２と電極ポスト６１を確実に電気的に接続することができる。
【０１４５】
　ただし、図２７に示すように、本実施の形態では、電極ポスト６１と封止樹脂２７が密
着して形成されている。つまり、前記実施の形態１で説明した図８あるいは図２１に示す
ような隙間Ｇ２は形成されていない。このため、半田材６２に熱処理を施してランド３２
（図２６参照）と接合する際には、電極ポスト６１は大きくは変形しないので、前記実施
の形態１と比較すると、図２６に示すように封止樹脂２７の表面２７ａとインタポーザ基
板３０の裏面３０ｂの間の隙間は広くなる。したがって、半導体装置の薄型化の観点から
は前記実施の形態１の方が好ましい。
【０１４６】
　（実施の形態３）
　前記実施の形態１では、半田からなるバンプ電極４に熱処理を施すことにより、封止樹
脂２７の表面２７ａから突出させる実施態様について説明した。本実施の形態では、バン
プ電極４を突出させる別の製造方法について説明する。なお、本実施の形態では、前記実
施の形態１との相違点を中心に説明し、前記実施の形態１と重複する説明は原則として省
略する。
【０１４７】
　図２８は、本実施の形態の半導体装置の製造方法の封止工程において、上金型と下金型
を近づけてベース基板をクランプした状態を示す断面図である。また、図２９は本実施の
形態の半導体装置の製造方法により得られる一括封止構造体を示す断面図である。
【０１４８】
　本実施の形態の半導体装置の製造方法と、前記実施の形態１で説明した半導体装置の製
造方法は、封止工程、詳しくはクランプ工程が異なる。
【０１４９】
　図２８に示すように、本実施の形態では、クランプ工程において、ベース基板２８と上
金型４２の間に配置されたフィルム（シート材）４４をバンプ電極４に当接させる。詳し
く説明すると、フィルム４４は、前記したように例えばポリイミドなど成形金型４１より
も弾力性の高い樹脂材料からなり、この弾力性を利用して、フィルム４４にバンプ電極４
の頂部を食い込ませる。
【０１５０】
　このようにフィルム４４をバンプ電極４に食い込ませた状態で封止用の樹脂を供給して
硬化させると、図２９に示すように、バンプ電極４が封止樹脂２７の表面２７ａから露出
（詳しくは突出）した一括封止構造体６５が得られる。
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【０１５１】
　本実施の形態によれば、封止工程において、バンプ電極４を突出させることができるの
で、前記実施の形態１の製造方法と比較して、バンプ電極突設工程を省略することができ
る。また、前記したバンプ電極突設工程を省略することにより、例えば、機械的に封止樹
脂２７とバンプ電極４を研削することによる異物の発生を防止することができる。
【０１５２】
　ただし、本実施の形態により得られる半導体装置は、バンプ電極４の一部を研削する工
程を含まないので、その後、熱処理を施してもバンプ電極４の形状は大きくは変形せず、
封止樹脂２７と密着した状態で形成される。つまり、前記実施の形態１で説明した図８あ
るいは図２１に示すような隙間Ｇ２は形成されない。このため、前記実施の形態１と比較
すると、封止樹脂２７の表面２７ａとインタポーザ基板３０（図１参照）の裏面３０ｂ（
図１参照）の間の隙間は広くなる。したがって、半導体装置の薄型化の観点からは前記実
施の形態１の方が好ましい。
【０１５３】
　以上、本願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
発明は上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
可能であることは言うまでもない。
【０１５４】
　例えば、前記実施の形態１～３では、ベースパッケージ２０とサブパッケージ１０の設
計の自由度を向上させる観点から、インタポーザ基板３０を介してこれらを電気的に接続
する実施態様について説明した。しかし、図３０に示すＰＯＰ７０のように、サブ基板１
１の裏面１１ｂに形成された複数のランド１３と複数のバンプ電極４を接合する構造とす
ることもできる。図３０は、図１に示す半導体装置の第１の変形例を示す断面図である。
【０１５５】
　ＰＯＰ７０のようにランド１３とバンプ電極４を接続する場合、前記実施の形態１と比
較してインタポーザ基板３０（図１参照）を省略することができるので、ＰＯＰ１と比較
してさらに半導体装置の実装高さを低減することができる。また、製造工程においても、
前記実施の形態１で説明した基材積層工程を省略することができるので製造工程を簡略化
することができる。
【０１５６】
　また、前記実施の形態１～３では、マイコンチップ３やメモリチップ２をフェイスアッ
プ実装方式により搭載する実施態様について説明した。しかし、例えば、図３１に示すＰ
ＯＰ７１の有するベースパッケージ２０のように、マイコンチップ３の主面３ａをベース
基板２１の主面２１ａと対向させた状態で搭載する、所謂フェイスダウン実装方式（フリ
ップチップ実装方式）とすることもできる。図３１は、図１に示す半導体装置の第２の変
形例を示す断面図である。
【０１５７】
　フェイスダウン実装方式の場合、主面３ａ上に形成されたパッド３ｄと端子２２は、パ
ッド３ｄの表面に形成されたバンプ（導電性部材）７２を介して電気的に接続する。バン
プ７２は、例えば金（Ａｕ）からなり、半田材を介して端子２２と接合される。
【０１５８】
　また、バンプ７２による接合部を保護する観点から、フェイスダウン実装方式では、マ
イコンチップ３の主面３ａとベース基板２１の主面２１ａの間にアンダフィル樹脂７３が
配置される。
【０１５９】
　図３１に示すようにマイコンチップ３をフェイスダウン実装方式で実装する場合、前記
実施の形態１で説明したようなワイヤループ高さを考慮しなくてよいので、封止樹脂２７
の厚さを前記実施の形態１と比較してさらに薄くすることができる。つまり、実装高さを
さらに低減することができる。具体的には、前記実施の形態１で説明したバンプ電極露出
工程において、マイコンチップ３の裏面３ｂに向かって、封止樹脂２７を研削して極力薄
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くすることができる。例えば、マイコンチップ３の裏面３ｂが露出するまで研削すること
もできる。ただし、マイコンチップ３と封止樹脂２７の線膨張係数の差に起因して、マイ
コンチップ３と封止樹脂２７の間に隙間が生じると、吸湿不良が発生する可能性があるた
め、半導体装置の信頼性を向上させる観点からは、マイコンチップ３の裏面３ｂが封止樹
脂２７で覆われていることが好ましい。
【０１６０】
　また、ＰＯＰに搭載する電子部品は、半導体チップには限定されない。図３２は図１に
示す半導体装置の第３の変形例を示す断面図である。例えば、図３２に示すＰＯＰ８０の
ように、抵抗やコンデンサなどの能動素子が形成されたチップ部品（電子部品）８１や、
ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Systems）や半導体技術（薄膜技術）を用いて受動
素子が集積化されたＩＰＣ(Integrated passive Component)などの機能素子が形成された
パッケージ（電子部品）８２を搭載することもできる。また、これらの電子部品を複数搭
載して複数搭載して、マルチチップモジュールとすることもできる。
【０１６１】
　また例えば、前記実施の形態では、バンプ電極形成工程をダイボンディング工程および
ワイヤボンディング工程の前に行うこともできる。ただしこの場合、ワイヤ２６の変形を
防止する観点からは、フラックス材を用いずにバンプ電極４とランド２３を接合すること
が好ましい。
【０１６２】
　例えば、本工程を窒素などの不活性ガスの雰囲気中で行うことにより、接合対象金属で
あるバンプ電極４やランド２３の表面の酸化を防止することが好ましい。また、ランド２
３の表面を例えば金膜など、銅よりも酸化し難い金属材料からなる薄膜を形成することに
より、ランド２３の表面が酸化することを防止することが好ましい。また、例えば、バン
プ電極４として、半田ボールの代わりに、前記実施の形態２で説明したような柱状の導電
性部材（例えば銅ポストと呼ばれる導体柱）を用いて、この柱状の導電性部材をランド２
３と接合することにより、フラックス材の使用を回避することができる。
【０１６３】
　また、前記した第１～第３の変形例では、前記実施の形態１に対する変形例として説明
したが、前記実施の形態２、あるいは前記実施の形態３の変形例として適用することもで
きる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　本発明は、半導体チップなどの電子部品が搭載された基材の主面上にさらに別の配線基
板を積層する電子装置（半導体装置）に利用可能である。
【符号の説明】
【０１６５】
１、６０、７０、７１、８０　ＰＯＰ（半導体装置）
２　メモリチップ
２ａ　主面
２ｂ　裏面
２ｃ　パッド
３　マイコンチップ
３ａ　主面
３ｂ　裏面
３ｃ　側面
３ｄ　パッド
４　バンプ電極
５　半田ボール
６　半田ボール
１０　サブパッケージ
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１１　サブ基板
１１ａ　主面
１１ｂ　裏面
１１ｃ　チップ搭載領域
１２　端子
１３　ランド
１４　ワイヤ
１５　封止樹脂
２０　ベースパッケージ
２１　ベース基板
２１ａ　主面
２１ｂ　裏面
２１ｃ　チップ搭載領域
２２　端子
２３　ランド
２４　ランド
２５　配線
２６　ワイヤ
２７　封止樹脂
２７ａ　表面
２８　ベース基板
２８ａ　製品形成領域
２８ｂ　枠部
２８ｃ　隙間
２８ｄ　絶縁膜
２９　接着材
２９ａ　表面
２９ｂ　裏面
３０　インタポーザ基板
３０ａ　主面
３０ｂ　裏面
３１　ランド
３２　ランド
３２ａ　ランド本体部
３２ｂ　ニッケル膜
３２ｃ　金膜
３３　ソルダレジスト膜
３４　配線基板
３５　接合材
４０　コレット
４１　成形金型
４２　上金型
４２ａ　下面
４２ｂ　キャビティ
４３　下金型
４３ａ　上面
４３ｂ　窪み部
４４　フィルム
４５　ゲート部
４６　エアベント部
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４７　ポット部
４８　樹脂タブレット
４８ａ　封止用樹脂
４９　プランジャ
５０　一括封止構造体
５１　積層配線基板
５２　ダイシングテープ
５３　ダイシングブレード
６１　電極ポスト
６２　半田材
６５　一括封止構造体
７２　バンプ
７３　アンダフィル樹脂
Ｇ１、Ｇ２　隙間
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