
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の１つの第１の領域の両面を挟
み込む２枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、前記フレキシブル基板の少
なくとも１つの第２の領域の、少なくとも一方の面上に配設されるリジッド基板を備える
第２のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基板を複数連結したシート状
の集合基板を用い、
前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板における、前記第１のリジッド基板部の、
前記第２のリジッド基板部における前記リジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板上に
、少なくとも１つの第１の半導体チップを実装するとともに、前記第２のリジッド基板部
の前記リジッド基板に、少なくとも１つの第２の半導体チップを実装する半導体チップ実
装工程と、
前記集合基板の前記各リジッドフレックス基板における、前記第１のリジッド基板部の、
他方のリジッド基板上に外部接続端子を形成する外部接続端子形成工程と、
前記半導体チップ実装工程および前記外部接続端子形成工程後、前記集合基板上の前記各
リジッドフレックス基板において、前記第１のリジッド基板部を集合基板に連結させたま
ま、前記第２のリジッド基板部の前記リジッド基板を当該集合基板から裁断して分離する
分離工程と、
前記各リジッドフレックス基板の前記第１のリジッド基板部と前記第２のリジッド基板部
間の前記フレキシブル基板を可撓部として、前記第２のリジッド基板部が前記集合基板か
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ら分離された状態の前記各リジッドフレックス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて
前記各リジッド基板に実装される前記各半導体チップを積層し、その状態で上下に対向す
る半導体チップ同士を接着固定してなるモジュールを一括して樹脂モールドした後、前記
第１のリジッド基板部の前記各リジット基板を集合基板から裁断してモジュール単位に個
片化するモジュール形成工程と、
を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップは、突起電極を介して接続さ
れるウェハレベルＣＳＰ構造を有することを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項３】
　前記モジュール形成工程では、上下に対向する半導体チップ同士が接着固定された複数
のモジュールを個々に覆う金型を用い、これにより全モジュールを一括して樹脂モールド
することを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の半導体チップを高密度実装する半導体装置およびその製造方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
近年、中間基板を用いて複数の半導体チップを高密度実装するマルチチップモジュールが
知られている。この種の技術として、例えば特開２０００－３０７０３７号公報には、図
１０（イ）～（ハ）に図示するように、可撓性を有するフレキシブル基板１００上に、バ
ンプ１０１を介して２つの半導体チップ１０２，１０２をフリップチップ実装し、その後
にフレキシブル基板１００を屈曲させて両チップ１０２，１０２の背面同士を当接させた
状態で接着固定して積層し、屈曲させたフレキシブル基板１００の接続パッド１０３に形
成されるハンダボール１０４を介して配線基板に接続するようにしたマルチチップモジュ
ールが開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、こうしたマルチチップモジュール構造の半導体装置では、可撓性のフレキシブ
ル基板１００を使用しているので、当該基板１００に撓みや捩れが生じ易い。この為、汎
用のチップマウンタや基板搬送システムに適用し難い弊害や、とりわけ半導体チップ１０
２をフェイスダウンで実装する際に位置ずれが起こり易くなる結果、製造歩留りの低下を
招致するという問題がある。
【０００４】
また、上述のモジュール構造では、フレキシブル基板１００の屈曲により積層される半導
体チップ１０２の裏面同士が接着固定されるだけであって、さらにチップ周辺は露出状態
にあるから耐湿性に欠け、信頼性低下を招致するという問題もある。
【０００５】
そこで本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、汎用のチップマウンタや基板
搬送システムに適用できる上、製造歩留りの低下や信頼性を損うこと無く高密度実装する
ことができる半導体装置およびその製造方法を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
【００１４】
請求項１に記載の発明では、屈曲自在なフレキシブル基板と、このフレキシブル基板の１
つの第１の領域の両面を挟み込む２枚のリジッド基板を備える第 1のリジッド基板部と、
前記フレキシブル基板の少なくとも１つの第２の領域の、少なくとも一方の面上に配設さ

10

20

30

40

50

(2) JP 3892259 B2 2007.3.14



れるリジッド基板を備える第２のリジッド基板部とから構成されるリジッドフレックス基
板を複数連結したシート状の集合基板を用い、前記集合基板の前記各リジッドフレックス
基板における、前記第１のリジッド基板部の、前記第２のリジッド基板部における前記リ
ジッド基板と同じ側の一方のリジッド基板上に、少なくとも１つの第１の半導体チップを
実装するとともに、前記第２のリジッド基板部の前記リジッド基板に、少なくとも１つの
第２の半導体チップを実装する半導体チップ実装工程と、前記集合基板の前記各リジッド
フレックス基板における、前記第１のリジッド基板部の、他方のリジッド基板上に外部接
続端子を形成する外部接続端子形成工程と、前記半導体チップ実装工程および前記外部接
続端子形成工程後、前記集合基板上の前記各リジッドフレックス基板において、前記第１
のリジッド基板部を集合基板に連結させたまま、前記第２のリジッド基板部の前記リジッ
ド基板を当該集合基板から裁断して分離する分離工程と、前記各リジッドフレックス基板
の前記第１のリジッド基板部と前記第２のリジッド基板部間の前記フレキシブル基板を可
撓部として、前記第２のリジッド基板部が前記集合基板から分離された状態の前記各リジ
ッドフレックス基板を、前記可撓部でそれぞれ屈曲させて前記各リジッド基板に実装され
る前記各半導体チップを積層し、その状態で上下に対向する半導体チップ同士を接着固定
してなるモジュールを一括して樹脂モールドした後、前記第１のリジッド基板部の前記各
リジット基板を集合基板から裁断してモジュール単位に個片化するモジュール形成工程と
、を具備することを特徴とする。
【００１５】
上記請求項１に従属する請求項２に記載の発明では、前記各リジッド基板にそれぞれ実装
される各半導体チップは、突起電極を介して接続されるウェハレベルＣＳＰ構造を有する
ことを特徴とする。
【００１６】
上記請求項１に従属する請求項３に記載の発明によれば、前記モジュール形成工程では、
上下に対向する半導体チップ同士が接着固定された複数のモジュールを個々に覆う金型を
用い、これにより全モジュールを一括して樹脂モールドすることを特徴とする。
【００１７】
本発明による半導体装置では、リジッドフレックス基板をフレキシブル基板からなる可撓
部で屈曲させて各リジッド基板にそれぞれ実装される各半導体チップを積層させて樹脂封
止する。これにより、積層された各半導体チップが固定保持されつつ気密封止される為、
耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置を実現でき、しかもリジッドフレックス基板を用
いたことで、基板の撓みや捩れがなくなる為、半導体チップ実装時の位置ずれを防ぐこと
ができる結果、製造歩留りの低下を回避し得る。
【００１８】
また、本発明による半導体装置の製造方法では、リジッドフレックス基板を複数連結した
シート状の集合基板を使用しているので、撓みや捩れが発生せず、これ故、汎用のチップ
マウンタや基板搬送システムに適用でき、しかも実装時の位置ずれも回避し得る結果、製
造歩留りの低下を防ぐ。
さらに、集合基板には複数のリジッドフレックス基板が配設される為、それら複数のリジ
ッドフレックス基板に一括して半導体チップ実装、端子形成および樹脂封止するバッチ処
理が実現し得、特別な実装プロセスを用いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置を
製造することができ、製品コスト低減に寄与し得るようになっている。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
（１）第１実施例
▲１▼半導体装置１０の構造
図１（イ）は第１実施例による半導体装置１０の構造を示す断面図である。この図におい
て、１はフレキシブル基板１ａとリジッド基板１ｂとから形成されるリジッドフレックス
基板である。リジッドフレックス基板１は、同図（ロ）に図示するように、フレキシブル
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基板１ａと複数のリジッド基板１ｂを備え、フレキシブル基板１ａの上下両面をリジッド
基板１ｂで挟んだ所謂サンドイッチ構造を成した部分と、フレキシブル基板１ａが露出さ
れた部分（可撓部）１ｃを有する複合基板である。
【００２０】
すなわち、リジッドフレックス基板１は、フレキシブル基板１ａが露出する可撓部１ｃで
屈曲自在となり、また可撓部１ｃを境にして、両側にリジッド基板１ｂが上下両面に配設
され、４面のリジッド基板１ｂを具備する。そして、可撓部１ｃを境にした一方側の、リ
ジッド基板１ｂが上下両面に配設される部分（第１のリジッド基板部１１）の一方のリジ
ッド基板１ｂには、例えばウェハレベルＣＳＰ構造の半導体チップ２がフェイスダウンに
よりフリップチップ実装され、他方のリジッド基板１ｂには格子状にハンダボール３ａを
配設して外部接続端子３が形成される。また、可撓部１ｃを境にした他方側の、リジッド
基板１ｂが上下両面に配設される部分（第２のリジッド基板部１２）の各リジッド基板１
ｂには、同様に、例えばウェハレベルＣＳＰ構造の半導体チップ２がフリップチップ実装
される。
【００２１】
また、後述するように、第１のリジッド基板部１１の、一方の半導体チップ２がフリップ
チップ実装される側のリジッド基板１ｂ、及び第２のリジッド基板部１２の各リジッド基
板１ｂには、半導体チップ実装用の接続端子パッド、配線パターン及びフレキシブル基板
１ａに形成される配線パターンに接続されるスルーホール等が形成され、第１のリジッド
基板部１１の、他方の外部接続端子３が形成されるリジッド基板１ｂには、外部接続端子
形成用の端子パッド及び配線パターン及びスルーホール等が形成される。
【００２２】
一方、フレキシブル基板１ａには、リジッド基板１ｂに接続される配線パターンやスルー
ホール（あるいはビアホール）等が形成され、これらにより各リジッド基板１ｂの端子パ
ッドおよび接続端子パッドがフレキシブル基板１ａの配線パターンを介して相互に電気的
に接続されるように構成されている。
【００２３】
なお、ここで半導体チップ２をウェハレベルＣＳＰ構造によるものとしたが、このウェハ
レベルＣＳＰ構造は、ウェハ状態で半導体チップ上に絶縁層を形成した後、再配線層を形
成し、次いで突起電極（ポスト端子）による接続用電極端子を形成した後、チップ毎に個
片化して形成したものであり、半導体チップとほぼ同じ大きさで、且つ突起電極（ポスト
端子）による接続用電極端子の配置を比較的自由に設定可能としたものである。
従って、半導体チップ２をウェハレベルＣＳＰ構造とした場合、後述する図２に示すよう
に、リジッド基板１ｂに形成される半導体チップ実装用の接続端子パッドをマトリクス状
に配置することができ、リジッド基板１ｂの大きさを小さくすることができる。ただし、
本発明における各実施形態において、半導体チップ２の構成はこのウェハレベルＣＳＰ構
造に限定されるものではなく、突起電極が形成された種々の構造による半導体チップを用
いることができる。
【００２４】
こうしてチップ実装および端子形成されたリジッドフレックス基板１は、可撓部１ｃで屈
曲されることによって、各半導体チップ２を積層状態にする。この状態で上下に対向する
半導体チップ２同士を接着固定してから、リジッド基板１ｂとの接合部を覆うようにリジ
ッド基板１ｂに実装される各半導体チップ２を封止樹脂５にて気密封止する構造を有する
。
【００２５】
このようなモジュール構造にすると、積層状態の各半導体チップ２を固定保持しつつ気密
封止し得る為、耐湿性に優れた信頼性の高い半導体装置１０を実現できる。しかも、リジ
ッドフレックス基板１を用いたことで、基板の撓みや捩れが大きく低減され、殆どなくな
る為、チップ実装時の位置ずれを防ぐことができる結果、製造歩留りを向上させることが
できる。
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また、リジッドフレックス基板１を用いると、半導体チップ２をフリップチップ実装する
面が３面となり、フレキシブル基板１００を用いた従来例（図１０参照）に比べ、より高
密度実装し得るようになる。
【００２６】
なお、上記構成では、リジッドフレックス基板１における第２のリジッド基板部もリジッ
ド基板１ｂが上下両面に配設される構成としたが、これに限るものではなく、少なくとも
第１のリジッド基板部において半導体チップ２がフリップチップ実装される側のリジッド
基板１ｂと同じ側にのみリジッド基板１ｂを配設する構成とし、そこに半導体チップ２を
フリップチップ実装するようにしてもよい。
【００２７】
▲２▼半導体装置１０の製造方法
次に、図２～図５を参照して上記構造による半導体装置１０の製造方法について説明する
。第１実施例による製造方法では、複数のリジッドフレックス基板１が連設して形成され
たシート状の集合基板２０を用いる。図２（イ）（ロ）に集合基板２０の構成の一例を示
す。この図に示す集合基板２０は、フレキシブル基板からなるシート状基材２１に４行３
列のリジッドフレックス基板１を一体的に連設して形成したものであり、図２（イ）は集
合基板２０の平面形状を示し、図２（ロ）は集合基板２０の、リジッドフレックス基板１
が形成された部分を含む、Ａ－Ａ面での断面形状の要部を示す。
【００２８】
図に示す如く、複数のリジッドフレックス基板１が形成される箇所においては、基材２１
をフレキシブル基板１ａとして用い、これをリジッド基板１ｂで上下に挟んで、上下のリ
ジット基板１ｂとフレキシブル基板１ａとが一体化されるとともに、２つのリジット基板
１ｂ配設領域間のフレキシブル基板１ａを可撓部１ｃとする、前記図１におけるリジッド
フレックス基板１と同様の構成が複数連結して形成される。各連結部分には、予め開口部
（以下、ミシン目）２２が、各リジッドフレックス基板１形成箇所の周囲に設けられてい
る。これにより、後述するように、このミシン目２２に沿って連結部分を裁断することで
、容易に各リジッドフレックス基板１を個片化し得るようになっている。
【００２９】
図２（ロ）に示す各リジッドフレックス基板１において、図面上、右側のリジット基板１
ｂとフレキシブル基板１ａが一体化された部分を第１のリジッド基板部１１、左側のリジ
ット基板１ｂとフレキシブル基板１ａが一体化された部分を第２のリジッド基板部１２と
した場合、ウェハレベルＣＳＰ構造による半導体チップが実装される、第１のリジッド基
板部１１の一方のリジッド基板１ｂ、及び第２のリジッド基板部１２の各リジッド基板１
ｂには、例えば図２（イ）に示すようなマトリクス状の接続端子パッド１ｄや配線パター
ン、及び図２（ロ）に示すようなスルーホール１ｅが形成され、また、外部接続端子３が
形成される、第１のリジッド基板部１１の他方のリジッド基板１ｂには、外部接続端子形
成用の端子パッド１ｆや配線パターン及びスルーホール１ｅが形成される。
【００３０】
また、フレキシブル基板１ａには配線パターン１ｇが形成される。これらにより各リジッ
ド基板１ｂの接続端子パッド１ｄおよび端子パッド１ｆがフレキシブル基板１ａの配線パ
ターン１ｇを介して相互に電気的に接続されるように構成されている。
また、図２（イ）に示すように、基材２１のリジッドフレックス基板１形成領域外の周辺
部分には、例えば銅箔からなるダミーパターン２３が形成されている。このダミーパター
ン２３は、フレキシブル基板からなる基材２１の剛性を向上させ、撓みや捻れ等の変形を
抑制して、製造工程において汎用のチップマウンタや汎用の基板搬送システムを用いるこ
とができるようにするために設けられているものである。但し、フレキシブル基板からな
る基材２１のみで撓みや捻れ等が問題とならない場合は、ダミーパターン２３を設けない
ようにしてもよい。
【００３１】
さて、このような集合基板２０を用いて半導体装置１０を製造する工程を以下に説明する
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。なお、以下の各工程説明図においては、便宜上、第１のリジッド基板部１１及び第２の
リジッド基板部１２を斜線部として、単純化して示している。
第１実施例の製造工程においては、まず図３（イ）に図示するように、集合基板２０の一
面側にメタルマスクＭＭを載置し、その上にクリームハンダ２１を供給して、スキージ２
２により印刷することにより、同図（ロ）に示すように、各リジッド基板１ｂの必要箇所
（接続端子パッド１ｄ上）にクリームハンダ２１を印刷する。
【００３２】
次いで、図４（イ）に示すように、ハンダ印刷された箇所（接続端子パッド１ｄ）に、図
示しないチップマウンターにより、ウェハレベルＣＳＰ構造の半導体チップ２を搭載する
。次に、この状態で集合基板２０をリフロー炉へ搬送してリフロー処理する。これにより
、半導体チップ２がリジッド基板１ｂの各接続端子パッド１ｄにハンダ接合される。
【００３３】
ここで、本発明による集合基板２０は、フレキシブル基板からなるものであるが、上記の
ように多くのリジッド基板１ｂが載置された部分を備えるため、従来のフレキシブル基板
のように撓みや捩れが発生することが大幅に抑制される。この結果、汎用のチップマウン
タを用いて半導体チップ２をフェイスダウンで位置決め搭載したり、汎用の基板搬送シス
テムにてリフロー炉に搬送し得るようになる。
【００３４】
次いで、集合基板２０に配設される各リジッドフレックス基板１の一面側に搭載された半
導体チップ２についてリフローし終えた後、図４（ロ）に示すように、集合基板２０の向
きを反転させ、第２のリジッド基板部１２の他面側のリジット基板１ｂの必要箇所（接続
端子パッド１ｄ上）に、前記図３（イ）と同様にしてハンダ印刷を施し、そこに半導体チ
ップ２を搭載した後、リフロー処理する。続いて、図４（ハ）に示すように、第１のリジ
ッド基板部１１の他面側の、外部接続端子３が形成されるリジット基板１ｂに設けられた
外部接続端子形成用の端子パッド１ｆにフラックスを、例えばピンにより転写して塗布し
た後、フラックスが塗布された各端子パッドにハンダボール３を搭載する。この後、リフ
ロー処理して外部接続端子３を形成する。
【００３５】
こうして半導体チップ２の実装および外部接続端子３の形成が完了すると、同図（ニ）に
示すように、基材２１の各リジッドフレックス基板１形成箇所の周囲に設けられているミ
シン目２２（図２（イ）参照）に沿って基材２１を裁断する。これにより、各リジッドフ
レックス基板１は、集合基板２０からモジュール単位で個片化される。なお、裁断には、
例えばＮＣルーター４を用いる。
【００３６】
次に、図５（イ）に図示するように、モジュール単位に個片化されたリジッドフレックス
基板１の第１のリジッド基板部１１における、ハンダボール３に対向する側のリジット基
板１ｂにフリップチップ実装される半導体チップ２上に、接着剤Ｓを塗布した後、同図（
ロ）に示すように、フレキシブル基板による可撓部１ｃを屈曲させて各半導体チップ２を
積層状態とする。この状態で上下に対向する半導体チップ２同士を接着固定する。
【００３７】
そして、上下に対向する半導体チップ２同士が接着固定された後、同図（ハ）に示すよう
に、リジッド基板１ｂに実装される各半導体チップ２に封止樹脂５（例えばエポキシ樹脂
）を、各半導体チップ２が完全に覆われるまで塗布する。
この際、例えばディスペンサを用いてリジッド基板１ｂと半導体チップ２との接合部分に
も封止樹脂５が充填されるようポッティングする。この後、封止樹脂５を熱硬化させる。
これにより、図１に図示した構造の半導体装置１０が製造される。
【００３８】
このように、第１実施例による製造方法によれば、フレキシブル基板からなるシート状の
基材２１に複数のリジッド基板１ｂが載置された複数のリジッドフレックス基板１を一体
的に連設した集合基板２０を使用しているので、従来のフレキシブル基板単体を用いた場
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合のように撓みや捩れが発生することが大幅に抑制され、殆どなくなる為、リジッド基板
を用いる場合と同様の汎用のチップマウンタや基板搬送システムを用いることができる。
しかも、半導体チップをフェイスダウンでリジッド基板にフリップチップ実装する形態と
して、リジッド基板はフレキシブル基板に比し、搭載部の平坦度、寸法の安定性に優れる
ため、実装時の位置ずれも回避し得る結果、製造歩留りを向上させることができる。
【００３９】
さらに、集合基板２０には複数のリジッドフレックス基板１が配設される為、それら複数
のリジッドフレックス基板１に一括してチップ実装および端子形成するバッチ処理が実現
し、特別な実装プロセスを用いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置１０を製造す
ることができ、製品コスト低減に寄与し得る、という効果も奏する。
【００４０】
（２）第２実施例
次に、図６～図７を参照して第２実施例について説明する。なお、これらの図において、
上述した第１実施例と共通する要素には同一の番号を付している。
上述の第１実施例では、集合基板２０の基材２１をミシン目２２に沿って裁断して、形成
された各リジッドフレックス基板１をモジュール単位に個片化し、個片化されたリジッド
フレックス基板１を可撓部１ｃで屈曲させて各半導体チップ２を積層し、その状態で上下
に対向する半導体チップ２同士を接着固定してからディスペンサによるポッティングによ
り各半導体チップ２に樹脂封止する態様とした。
【００４１】
これに対し、第２実施例では、集合基板２０に形成された各リジッドフレックス基板１に
おいて、一方の第１のリジッド基板部１１を集合基板２０の基材２１に連結させたまま、
他方の第２のリジッド基板部１２をミシン目２２で裁断して基材２１から分離し、可撓部
１ｃを屈曲させて各半導体チップ２を積層し、上下に対向する半導体チップ２同士を接着
固定してから各半導体チップ２を一括して樹脂モールドした後、個片化することを特徴と
している。
【００４２】
すなわち、図６（イ）に図示するように、上述の第１実施例と同様の実装プロセスによっ
て集合基板２０に配設される各リジッドフレックス基板１に半導体チップ２を実装すると
ともに、外部接続端子３を形成する。
次いで、同図（ロ）に示すように、各リジッドフレックス基板部１の一方の、外部接続端
子３が形成される側の第１のリジッド基板部１１を集合基板２０の基材２１に連結させた
まま、他方の第２のリジッド基板部１２の周囲を、例えばＮＣルーター４によりミシン目
２２で裁断して集合基板２０の基材２１から分離する。
次いで、同図（ハ）に示すように、可撓部１ｃを屈曲させて各半導体チップ２を積層し、
その状態で上下に対向する半導体チップ２同士を接着固定する。
【００４３】
この後、同図（ニ）に示すように、トランファモールド用の金型７を集合基板２０上に装
着し、エポキシ等のモールド樹脂材６を金型７のキャビティ部７ cに注入する。注入した
モールド樹脂材を熱硬化させた後、金型７を取り外すと、同図（ホ）に示すように、各モ
ジュールが一括して樹脂モールドされる。
そして、各リジッドフレックス基板１において、集合基板２０の基材２１に連結させたま
まの第１のリジッド基板部１１の周囲をミシン目２２に沿って裁断することで図７に図示
する構造の半導体装置１０が形成される。
【００４４】
以上のように、第２実施例による製造方法では、上述の第１実施例と同様、汎用のチップ
マウンタや基板搬送システムに適用可能であり、製造歩留りの低下も防ぐことが出来る上
、集合基板２０上に形成される複数のモジュールを一括して樹脂モールドする為、効率良
くモジュール構造の半導体装置１０を製造し得るようになり、製品コスト低減に寄与し得
る。
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【００４５】
なお、本実施例では、可撓部１ｃの屈曲に応じて上下に対向し、下部側となる第１のリジ
ッド基板部１１の各リジット基板１ｂと上部側となる第２のリジッド基板部１１の各リジ
ッド基板１ｂの寸法、形状を同一のものとしていたが、これに替えて、下部側の各リジッ
ト基板１ｂの大きさを上部側のそれより大きくするようにしてもよい。このように、下部
側のリジット基板１ｂを上部側より大きくすると、トランスファーモールドに用いる金型
７の形状を簡略化でき、しかも集合基板２０への金型装着が容易になる、という利点が得
られる。
【００４６】
（３）変形例
次に、図８～図９を参照して変形例について説明する。上述した第１および第２実施例で
は、屈曲自在な可撓部１ｃを隔てて両側に１つの第１のリジッド基板部１１と１つの第２
のリジッド基板部１２を具備するリジッドフレックス基板１を用いてマルチチップモジュ
ールを形成する構造例について言及したが、これに限らず、１つの第１のリジッド基板部
１１を備えるとともに、複数の第２のリジッド基板部１２を複数の可撓部１ｃを介して連
結したリジッドフレックス基板１を用いてマルチチップモジュールを形成することもでき
る。
【００４７】
例えば、図８（イ）に図示するように、下面に外部接続端子３が形成される１つの第１の
リジッド基板部１１と、３つの可撓部１ｃ－１～１ｃ－３を介して縦続的に連結した３つ
の第２のリジッド基板部１２を備えるリジッドフレックス基板１を用い、これら可撓部１
ｃ－１～１ｃ－３を順番に屈曲させれば、同図（ロ）に示すように、各リジット基板１ｂ
にフリップチップ実装される半導体チップ２が順次折畳まれるように積層され、モールド
樹脂材６で封止された、７層構造のマルチチップモジュールを形成することができる。
【００４８】
また、図９（イ）および、そのＢ－Ｂ面での断面図を示す同図（ロ）に図示するように、
下面に外部接続端子３が形成される第１のリジッド基板部１１の周囲４辺に可撓部１ｃ－
１～１ｃ－４を介して第２のリジッド基板部１２－１～１２－４を連結したリジッドフレ
ックス基板１を用い、これら可撓部１ｃ－１～１ｃ－４を順番に屈曲させれば、同図（ハ
）に示すように、各リジッド基板１ｂにフリップチップ実装される各半導体チップ２が順
次折畳まれるように積層され、モールド樹脂材６で封止された、９層構造のマルチチップ
モジュールを形成することができる。
【００４９】
この場合、第２のリジッド基板部１２－１～１２－４の各リジッド基板１ｂに実装される
各半導体チップ２と外部接続端子３との間の、可撓部を介する配線長を短縮することがで
きるため、電気的特性を向上させることができる。
また、上記各実施形態においては、積層された各半導体チップ２を接着剤で固定し、その
後、封止樹脂５またはモールド樹脂６により封止を行う構成としたが、これに限らず、例
えば、積層された各半導体チップ２を仮止め冶具でクリップして仮止めし、封止樹脂５ま
たはモールド樹脂６の硬化後、これを取り外すようにしてもよい。
さらに高密度実装する場合には、例えば図８および図９に図示した折畳み形態を組合せる
等、様々なアレンジが可能であることは言うまでもない。
【００５０】
【発明の効果】
請求項１に記載の発明によれば、マルチチップモジュールの製造工程において、リジッド
フレックス基板を複数連結したシート状の集合基板を使用しているので、撓みや捩れが発
生せず、これ故、汎用のチップマウンタや基板搬送システムに適用でき、しかも実装時の
位置ずれも回避し得る結果、製造歩留りを向上させることができる。さらに、集合基板に
は複数のリジッドフレックス基板が配設される為、それら複数のリジッドフレックス基板
に一括してチップ実装、端子形成および樹脂封止するバッチ処理を実現し得、特別な実装
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プロセスを用いずとも効率良くモジュール構造の半導体装置を製造することができ、製品
コスト低減に寄与することができる。請求項３に記載の発明によれば、上下に対向する半
導体チップ同士が接着固定された複数のモジュールを個々に覆う金型を用い、これにより
全モジュールを一括して樹脂モールドするので、効率良くモジュール構造の半導体装置を
製造し得るようになり、製品コスト低減に寄与することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１実施例による半導体装置１０の構造を示す断面図である。
【図２】集合基板２０の一例を示す平面図である。
【図３】第１実施例による半導体装置の製造工程を説明するための断面図である。
【図４】図３に続く製造工程を説明するための断面図である。
【図５】図４に続く製造工程を説明するための断面図である。
【図６】第２実施例による半導体装置の製造工程を説明するための断面図である。
【図７】第２実施例による半導体装置１０の構造を示す断面図である。
【図８】変形例を示す図である。
【図９】変形例を示す図である。
【図１０】従来例を示す断面図である。
【符号の説明】
１　リジッドフレックス基板
１ａ　フレキシブル基板
１ｂ　リジッド基板
１ｃ　可撓部
２　半導体チップ
３　ハンダボール
５　封止樹脂
６　モールド樹脂材
７　金型
２０　集合基板
２１　リジッド基材
２２　ミシン目
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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