
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体チップが多段に積層されてなる半導体装置の製造方法であって、
　下段の半導体チップ上に複数のスペーサを形成する工程と、
　前記下段の半導体チップ上に前記複数のスペーサを介して上段の半導体チップを積層す
る工程と、
　前記半導体チップ、前記複数のスペーサ及び前記上段の半導体チップを絶縁体により封
止する工程とを含み、
　前記複数のスペーサを、熱硬化のための加熱処理を不要とす 硬化性樹脂を素材とす
る突起状構造物で形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　複数の半導体チップが多段に積層されてなる半導体装置の製造方法であって、
　パッケージ基板上に下段の半導体チップを固定する下段半導体チップ固定工程と、
　前記パッケージ基板上の内部端子と前記下段の半導体チップ上の電極とを第１の導電体
により電気的に接続する第１導電体接続工程と、
　前記下段の半導体チップ上に複数のスペーサを形成するスペーサ形成工程と、
　前記下段の半導体チップ上に前記複数のスペーサを介して上段の半導体チップを積層す
る上段半導体チップ積層工程と、
　前記パッケージ基板上の前記内部端子と前記上段の半導体チップ上の電極とを第２の導
電体により電気的に接続する第２導電体接続工程と、
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　前記パッケージ基板上の前記下段の半導体チップ、前記上段の半導体チップ、前記第１
の導電体及び前記第２の導電体を絶縁体により封止する封止工程とを含み、
　前記複数のスペーサを、熱硬化のための加熱処理を不要とす 硬化性樹脂を素材とす
る突起状構造物で形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１導電体接続工程の後に、前記スペーサ形成工程を行うことを特徴とする請求項

記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１導電体接続工程の前に、前記スペーサ形成工程を行うことを特徴とする請求項

記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記スペーサ形成工程を、液状樹脂を供給した後に硬化させることにより行うことを特
徴とする請求項 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記液状樹脂の供給方法として、ポッティング法、スクリーン印刷法又は非接触式のジ
ェットディスペンサ法を用いることを特徴とする請求項 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記上段半導体チップ積層工程の前に、前記下段の半導体チップ上に接着剤を形成する
接着剤形成工程を含むことを特徴とする請求項 のいずれか１に記載の半導体装置
の製造方法。
【請求項８】
　前記上段半導体チップ積層工程の前に、前記上段の半導体チップの積層面に絶縁性シー
トを形成する絶縁性シート形成工程を含むことを特徴とする請求項 のいずれか１
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　複数の半導体チップが多段に積層されてなる半導体装置の製造方法であって、
　前記複数の半導体チップのうち下段の半導体チップ上に突起状構造物の絶縁体からなる
複数のスペーサを形成する工程と、
前記下段の半導体チップ上に前記複数のスペーサを介して前記下段の半導体チップの上段
の半導体チップを積層する工程と、
　少なくとも一つの半導体チップをフリップチップ接続によって積層する工程と、
　前記複数の半導体チップ及び前記複数のスペーサ前記上段の半導体チップを絶縁体によ
り封止する工程とを含

を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記半導体装置の製造方法において、さらにパッケージ基板上に最下段の半導体チップ
を固定する工程と、
　前記フリップチップ接続する半導体チップ以外の半導体チップ上の電極と前記パッケー
ジ基板上の内部端子とを導電体により電気的に接続する工程とを有することを特徴とする
請求項 記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記多段に積層する前記複数の半導体チップのサイズが異なっていることを特徴とする
請求項 のいずれか１に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】
この発明は、半導体装 製造方法に係り、詳しくは、パッケージ基板上に複数の半導体
チップが多段に積層されてパッケージにより封止されてなる半導体装 製造方法に関す
る。
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【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の代表であるＬＳＩ（大規模半導体集積回路）は、集積度の向上につれてより
高性能化されて、各種の電子装置に適用されている。このような半導体装置において、最
近普及が著しい携帯電話のような移動用情報処理装置に用いられるものは、高性能を維持
したままで、さらに携帯性の利点を発揮すべく小型化が要求されている。このような要求
に応える半導体装置として、パッケージ基板上に複数の半導体チップが多段に積層（スタ
ック）されてパッケージングされた構成のものが知られている。
【０００３】
図２２は、上述したような構成の従来の半導体装置の一例として、略同一サイズの複数の
半導体チップを積層した構成を示す断面図である。同半導体装置１００は、同図に示すよ
うに、表面に内部端子１０８、１１１がそれぞれ複数形成されるとともに、裏面に突起状
の外部端子１０１が複数形成されたパッケージ基板１０２上に、略同一サイズでともにシ
リコンから成る第１の半導体チップ１０３と第２の半導体チップ１０４とがスペーサチッ
プ１０５を介して多段に積層されて、第１の半導体チップ１０３上のパッド電極１０７と
パッケージ基板１０２上の内部端子１０８との間は第１のボンディングワイヤ１０９によ
り電気的に接続されるとともに、第２の半導体チップ１０４上のパッド電極１１０とパッ
ケージ基板１０２上の内部端子１１１との間は同様に第２のボンディングワイヤ１１２に
より電気的に接続されている。また、第１の半導体チップ１０３、スペーサチップ１０５
及び第２の半導体チップ１０４はそれぞれ接着剤１１３～１１５によりマウント（固定）
されている。そして、パッケージ基板１０２上の第１及び第２の半導体チップ１０３、１
０４、第１及び第２のボンディングワイヤ１０９、１１２を含む全体は、熱硬化性樹脂に
より構成されたパッケージ１０６により封止されている。
【０００４】
上述したように、スペーサチップ１０５を介在させたことにより、第１及び第２の半導体
チップ１０３、１０４間には十分な間隔が確保される。それゆえ、第１の半導体チップ１
０３に接続された第１のボンディングワイヤ１０９がスペーサチップ１０５により保護さ
れて、この第１のボンディングワイヤ１０９と第２の半導体チップ１０４との接触による
ショート、あるいは第２の半導体チップ１０４が第１のボンディングワイヤ１０９に接触
することによるワイヤ１０９に与えるダメージを防止することができる。このような構成
の半導体装置１００によれば、複数の半導体チップ１０３、１０４が多段に積層されて半
導体装置１００が構成されるので、高性能を維持したままで小型化を実現できる半導体装
置が得られる。
【０００５】
次に、図２３及び図２４を参照して、同半導体装置１００の製造方法を工程順に説明する
。
まず、図２３（ａ）に示すように、表面に内部端子１０８、１１１がそれぞれ複数形成さ
れたパッケージ基板１０２を用いて、この表面に接着剤１１３を介して第１の半導体チッ
プ１０３をマウントする。この第１の半導体チップ１０３上の側縁部には予め複数のパッ
ド電極１０７が形成されている。次に、図２３（ｂ）に示すように、第１の半導体チップ
１０３上のパッド電極１０７とパッケージ基板１０２上の内部端子１０８との間に、ワイ
ヤボンディング法により第１のボンディングワイヤ１０９を接続する。
【０００６】
次に、図２３（ｃ）に示すように、シリコンから成るスペーサチップ１０５を接着剤１１
４を介して、第１の半導体チップ１０３上にマウントする。このスペーサチップ１０５は
、前述したように第１のボンディングワイヤ１０９を保護するために用いられる。次に、
図２４（ｄ）に示すように、第２の半導体チップ１０４を接着剤１１５を介して、スペー
サチップ１０５上にマウントする。この第２の半導体チップ１０４上の側縁部には予め複
数のパッド電極１１０が形成されている。次に、図２４（ｅ）に示すように、第２の半導
体チップ１０４上のパッド電極１１０とパッケージ基板１０２上の内部端子１１１との間
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に、第２のボンディングワイヤ１１２を接続する。次に、図２４（ｆ）に示すように、ト
ランスファモールド法により、パッケージ基板１０２上の第１及び第２の半導体チップ１
０３、１０４、第１及び第２のボンディングワイヤ１０９、１１２を含む全体を覆うよう
に熱硬化性樹脂を供給した後、加熱処理を施して熱硬化させることによりパッケージ１０
６を形成する。続いて、パッケージ基板１０２の裏面に突起状の外部端子１０１を複数形
成することにより、図２２に示したような半導体装置１００を完成させる。
【０００７】
ところで、上述したような従来の半導体装置では、第１及び第２のの半導体チップ１０３
、１０４間に十分な間隔を確保するために用いられるスペーサチップ１０５の材料として
、高価なシリコンチップを用いているので、コストアップになるという欠点がある。また
、携帯電話のような移動用情報処理装置に用いられる半導体装置では、小型化だけでなく
、薄い製品を実現するために薄型化を図ることが望ましいが、このためにはスペーサチッ
プ１０５を薄くすることが必要となる。しかしながら、スペーサチップ１０５の厚さは研
削技術の進歩により２０～３０μｍの加工が可能であるが、このように薄く加工すると研
削後のハンドリングに支障が生じてくるので、実質的に略１００μｍ以下の厚さを実現す
ることは困難である。それゆえ、半導体装置の薄型化には制約があった。
【０００８】
上述したように、パッケージ基板上に複数の半導体チップが積層されてパッケージングさ
れた構成の半導体装置が、例えば特開２００１－３０８２６２号公報に開示されている。
同半導体装置２００は、図２５に示すように、裏面に突起状の外部端子２０１が複数形成
されたパッケージ基板２０２上に接着剤２０３を介して第１の半導体チップ２０４がマウ
ントされ、第１の半導体チップ２０４と第２の半導体チップ２０５とが接着剤２０６を介
して積層されて、第１及び第２の半導体チップ２０４、２０５は、樹脂から成るパッケー
ジ２０７により封止されている。第１の半導体チップ２０４上のパッド電極（図示せず）
とパッケージ基板２０２上の内部端子（図示せず）との間には第１のボンディングワイヤ
２０８が接続されるとともに、第２の半導体チップ２０５上のパッド電極（図示せず）と
パッケージ基板２０２上の内部端子（図示せず）との間には第２のボンディングワイヤ２
０９が接続されている。また、第１の半導体チップ２０４の表面はオーバーコート層２１
０で覆われている。
ここで、第１の半導体チップ２０４と第２の半導体チップ２０５とを接着するための接着
剤２０６は、第１の半導体チップ２０４に接続された第１のボンディングワイヤ２０８を
覆い、かつ両チップ２０４、２０５間に空間（空隙）をなくするに十分な量を塗布するよ
うに構成されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、特開２００１－３０８２６２号公報記載の半導体装置では、複数の半導体チッ
プを積層するための接着剤の量がばらつき易いため、半導体チップ間に均一な間隔を確保
するのが難しいので、半導体装置の信頼性が低下するとともに、薄型化を図るのが困難に
なる、という問題がある。
すなわち、上記公報記載の半導体装置は、図２５に示したように、第１及び第２の半導体
チップ２０４、２０５は接着剤２０６を介して積層されているが、この接着剤２０６の量
を一定になるように制御するのが困難なので、両半導体チップ２０４、２０５間に均一な
間隔を確保するのが難しくなる。例えば、接着剤２０６の量が少ない場合には、上段の半
導体チップである第２の半導体チップ２０５の姿勢が傾き易くなるので、両半導体チップ
２０４、２０５が平行に保たれなくなるため、第１の半導体チップ２０４に接続されてい
る第１のボンディングワイヤ２０８と第２の半導体チップ２０５とが接触するという不具
合が生ずる。
【００１０】
また、このように接着剤２０６の量が少ない場合には、両半導体チップ２０４、２０５間
に微小な空隙が形成され易くなるので、この微小な空隙がそのまま残ってしまう可能性が
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大きい。すなわち、この微小な空隙内にはこの後の工程で行われるトランスファモールド
法によっても、樹脂を注入するのが難しいので、その空隙はそのまま残ってしまうことに
なる。したがって、空隙が半導体装置に残っていることにより、この空隙に水分が浸入す
るようになって経時的に半導体装置の耐湿性が劣化してくるようになるため、半導体装置
の信頼性が低下してくるようになる。
【００１１】
一方、例えば接着剤２０６の量が多い場合には、両半導体チップ２０４、２０５間には十
分な間隔が確保されるようになるので、第１のボンディングワイヤ２０８と第２の半導体
チップ２０５との接触は防止できるようになるが、その間隔を均一に制御するのが難しい
ため、半導体装置の薄型化が困難になる。さらに、接着剤２０６の量が多い場合には、余
分な量の接着剤２０６が第１の半導体チップ２０４の側端部からパッケージ基板２０２上
に流れ出るようになるので、この流れ出した接着剤２０６によって内部端子が覆われるお
それがあるため、この後の第２の半導体チップ２０５に対するワイヤボンディングが困難
になる。また、このように接着剤２０６が半導体チップ２０４の側端部に流れ出た場合に
は、この流れ出た接着剤２０６が第１のボンディングワイヤ２０８を伝わるようになり、
この接着剤２０６とこの後のトランスファモールド法で用いられる樹脂との熱膨張率の違
いにより、第１のボンディングワイヤ２０８に応力が加わるようになる。そして、最悪の
場合には第１のボンディングワイヤ２０８が断線に至るようになるため、半導体装置の信
頼性がさらに低下してくることになる。
【００１２】
この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、複数の半導体チップが多段に積層され
てパッケージにより封止されてなる構成において、信頼性を向上させることができ、かつ
薄型化を図ることができるようにした半導体装 製造方法を提供することを目的として
いる。
【００２６】

請求項 記載の発明は、複数の半導体チップが多段に積層
されてなる半導体装置の製造方法に係り、下段の半導体チップ上に複数のスペーサを形成
する工程と、前記下段の半導体チップ上に前記複数のスペーサを介して上段の半導体チッ
プを積層する工程と、前記半導体チップ、前記複数のスペーサ及び前記上段の半導体チッ
プを絶縁体により封止する工程とを含み、前記複数のスペーサを、熱硬化のための加熱処
理を不要とす 硬化性樹脂を素材とする突起状構造物で形成することを特徴としている
。
【００２７】
　また、請求項 記載の発明は、複数の半導体チップが多段に積層されてなる半導体装置
の製造方法に係り、パッケージ基板上に下段の半導体チップを固定する下段半導体チップ
固定工程と、前記パッケージ基板上の内部端子と前記下段の半導体チップ上の電極とを第
１の導電体により電気的に接続する第１導電体接続工程と、前記下段の半導体チップ上に
複数のスペーサを形成するスペーサ形成工程と、前記下段の半導体チップ上に前記複数の
スペーサを介して上段の半導体チップを積層する上段半導体チップ積層工程と、前記パッ
ケージ基板上の前記内部端子と前記上段の半導体チップ上の電極とを第２の導電体により
電気的に接続する第２導電体接続工程と、前記パッケージ基板上の前記下段の半導体チッ
プ、前記上段の半導体チップ、前記第１の導電体及び前記第２の導電体を絶縁体により封
止する封止工程とを含み、前記複数のスペーサを、熱硬化のための加熱処理を不要とす

硬化性樹脂を素材とする突起状構造物で形成することを特徴としている。
【００２８】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の半導体装置の製造方法に係り、前記第１
導電体接続工程の後に、前記スペーサ形成工程を行うことを特徴としている。
【００２９】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の半導体装置の製造方法に係り、前記第１
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導電体接続工程の前に、前記スペーサ形成工程を行うことを特徴としている。
【００３０】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の半導体装置の製造方法に係り
、前記スペーサ形成工程を、液状樹脂を供給した後に硬化させることにより行うことを特
徴としている。
【００３１】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の半導体装置の製造方法に係り、前記液状
樹脂の供給方法として、ポッティング法、スクリーン印刷法又は非接触式のジェットディ
スペンサ法を用いることを特徴としている。
【００３２】
　請求項 記載の発明は、請求項 のいずれか１に記載の半導体装置の製造方法に
係り、前記上段半導体チップ積層工程の前に、前記下段の半導体チップ上に接着剤を形成
する接着剤形成工程を含むことを特徴としている。
【００３３】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 のいずれか１に記載の半導体装置の製造
方法に係り、前記上段半導体チップ積層工程の前に、前記上段の半導体チップの積層面に
絶縁性シートを形成する絶縁性シート形成工程を含むことを特徴としている。
【００３４】
　また、請求項 記載の発明は、複数の半導体チップが多段に積層されてなる半導体装置
の製造方法に係り、前記複数の半導体チップのうち下段の半導体チップ上に突起状構造物
の絶縁体からなる複数のスペーサを形成する工程と、前記下段の半導体チップ上に前記複
数のスペーサを介して前記下段の半導体チップの上段の半導体チップを積層する工程と、
少なくとも一つの半導体チップをフリップチップ接続によって積層する工程と、前記複数
の半導体チップ及び前記複数のスペーサ前記上段の半導体チップを絶縁体により封止する
工程とを含

ことを特徴としている。
【００３５】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の半導体装置の製造方法に係り、前記半
導体装置の製造方法において、さらにパッケージ基板上に最下段の半導体チップを固定す
る工程と、前記フリップチップ接続する半導体チップ以外の半導体チップ上の電極と前記
パッケージ基板上の内部端子とを導電体により電気的に接続する工程とを有することを特
徴としている。
【００３８】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 のいずれか１に記載の半導体装置の
製造方法に係り、前記多段に積層する前記複数の半導体チップのサイズが異なっているこ
とを特徴としている。
【００４０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。説明は実施例を用いて
具体的に行う。
◇第１実施例
図１は、この発明の第１実施例である半導体装置の構成を示す断面図、図２及び図３は同
半導体装置を製造する第１の製造方法を工程順に示す工程図、図４は同半導体装置の第１
の製造方法の一工程を概略的に示す図、図５は同半導体装置の第１の製造方法の途中の工
程における半導体チップを示す平面図、また、図６は同半導体装置を製造する第２の製造
方法を工程順に示す工程図、図７は同半導体装置の第２の製造方法の一工程を概略的に示
す図である。
この例の半導体装置１は、図１に示すように、表面に第１の内部端子２及び第２の内部端
子３がそれぞれ複数形成されるとともに、裏面に突起状の外部端子４が複数形成されたパ
ッケージ基板５上に接着剤６によりマウント（固定）されたシリコンから成る第１の半導
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体チップ（下段の半導体チップ）７と、第１の半導体チップ７と略同一サイズでこの第１
の半導体チップ７上に複数の半球状のスペーサ８及び接着剤９を介して積層された第２の
半導体チップ（上段の半導体チップ）１１と、第１の半導体チップ７上のパッド電極１２
とパッケージ基板５上の第１の内部端子２とを電気的に接続する第１のボンディングワイ
ヤ（導電体）１３と、第２の半導体チップ１１上のパッド電極１４とパッケージ基板５上
の第２の内部端子３とを電気的に接続する第２のボンディングワイヤ（導電体）１５と、
パッケージ基板５上の第１の半導体チップ７、第２の半導体チップ１１、第１のボンディ
ングワイヤ１３及び第２のボンディングワイヤ１５を封止する熱硬化性樹脂（絶縁体）に
より構成されたパッケージ１６とを有している。
【００４１】
パッケージ基板５は、ガラスエポキシ、セラミック、ポリイミド、ポリアミド等の周知の
絶縁基板が用いられて、その表面の複数の第１及び第２の内部端子２、３はともにＣｕ（
銅）、Ｎｉ（ニッケル）、あるいはＣｕ上に順次にめっきされたＮｉ／Ａｕ（金）等から
構成されるとともに、その裏面の複数の突起状の外部端子４ははんだボール、Ａｕあるい
はＣｕを含んだボール等から構成されている。ここで、第１及び第２の内部端子２、３と
外部端子４とはパッケージ基板５の内部において導通されている。外部端子４は、半導体
装置１が各種の電子装置に実装される場合に、プリント基板にはんだ付けするために用い
られる。
【００４２】
複数の半球状のスペーサ８は、第１の半導体チップ７に接続された第１のボンディングワ
イヤ１３を保護して、この第１のボンディングワイヤ１３が第２の半導体チップ１１と接
触するのを防止するため形成され、この目的に適うように第１及び第２の半導体チップ７
、１１間に６０～７０μｍの均一な間隔を確保する高さに形成されている。このスペーサ
８は、例えばＣＲＭ１５７５Ｃ（商品名）として知られている住友ベークライト社製の熱
硬化性樹脂により構成される。あるいは、スペーサ８は、例えばＵＦＲ１０７ＮＤ（商品
名）として知られている長瀬産業社製の速硬化性樹脂や、例えばアクリレート系、ポリエ
ン・ポリチオール系、エポキシ系の光硬化性樹脂を用いて構成することができる。特に、
上述したような速硬化性樹脂や光硬化性樹脂を用いて構成した場合には、熱硬化するため
の加熱処理を不要にできるので、スペーサ８の形成工程の生産能力を向上させることがで
きる。半球状のスペーサ８は、後述するように、ポッティング法、スクリーン印刷法等よ
り形成される。また、接着剤９は第２の半導体チップ１１を半球状のスペーサ８を介して
第１の半導体チップ７上にマウントするために設けられ、スペーサ８と同様に上述したよ
うな熱硬化性樹脂を用いて構成される。
【００４３】
第１の半導体チップ７上のパッド電極１２及び第２の半導体チップ１１上のパッド電極１
４は、ともにＡｌ、Ａｕ等から構成され、同様に、第１及び第２のボンディングワイヤ１
３、１５はともにＡｌ、Ａｕ等から構成されている。また、パッケージ１６は、後述する
ように、周知のトランスファモールド法により、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、フェノー
ル樹脂等の熱硬化性樹脂を用いて形成される。このようにトランスファモールド法によっ
て熱硬化性樹脂を用いてパッケージングすることで、低いコストで半導体装置を製造する
ことができる。ここで、積層される第１及び第２の半導体チップ７、１１は、ロジック製
品同士、あるいはロジック製品とメモリ製品との組合せ等の任意の選択が可能である。
【００４４】
上述したような半導体装置１によれば、第１及び第２の半導体チップ７、１１が従来のよ
うにその量を一定に制御するのが困難な接着剤を介して積層されることなく、制御性良く
高さを均一に形成できる半球状のスペーサ８を介して積層されるので、両半導体チップ７
、１１間に均一な間隔を確保することができる。したがって、両半導体チップ７、１１は
常に平行に保たれるようになるため、第１の半導体チップ７に接続されている第１のボン
ディングワイヤ１３と第２の半導体チップ１１とが接触するような不具合は生じない。ま
た、従来のようにその量を一定に制御するのが困難な接着剤を介して両半導体チップ７、
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１１が積層されることがないので、両半導体チップ７、１１間に微小な空隙が形成されて
しまうことがなくなる。また、半球状のスペーサ８は、両半導体チップ７、１１間に、第
１のボンディングワイヤ１３が第２の半導体チップ１１と接触するのを防止するのに足る
ように均一な間隔を確保する高さに形成されていて、余分な高さには形成されていないの
で、容易に半導体装置の薄型化を図ることができる。
【００４５】
次に、図２及び図３を参照して、この例の半導体装置の第１の製造方法を工程順に説明す
る。
まず、図２（ａ）に示すように、表面に前述したようなＣｕ、Ｎｉ等から成る第１の内部
端子２及び第２の内部端子３がそれぞれ複数形成された、ガラスエポキシ、セラミック、
ポリイミド、ポリアミド等から成るパッケージ基板５を用いて、この表面に接着剤６を介
して第１の半導体チップ７をマウントする。この第１の半導体チップ７上の側縁部には予
めＡｌ、Ａｕ等から成る複数のパッド電極１２が形成されている。
【００４６】
次に、図２（ｂ）に示すように、第１の半導体チップ７上のパッド電極１２とパッケージ
基板５上の第１の内部端子２との間に、ワイヤボンディング法によりＡｌ、Ａｕ等から成
る第１のボンディングワイヤ１３を接続する。
【００４７】
次に、図２（ｃ）に示すように、ポッティング法により、第１の半導体チップ７上に６０
～７０μｍの高さの複数の半球状のスペーサ８を形成する。これは、図４に示すように、
ディスペンサノズル１７により、前述したような例えばＣＲＭ１５７５Ｃ（商品名）とし
て知られている住友ベークライト社製の熱硬化性樹脂から成る第１の液状樹脂１８を用い
て、第１の半導体チップ７上の所望の位置に所望の量供給した後、加熱処理して熱硬化さ
せることにより、複数の半球状のスペーサ８を形成する。あるいは、上述の熱硬化性樹脂
に代えて、前述したような速硬化性樹脂や光硬化性樹脂を用いて、スペーサ８を形成して
もよい。この場合には、熱硬化のための加熱処理は不要になる。このスペーサ８は、図５
に示すように、例えば第１の半導体チップ７上の平面の４隅と中央部付近に配置するよう
に形成することが、この後に第１の半導体チップ７上に第２の半導体チップ１１を安定に
積層させる上で望ましい。ここで、中央部付近のスペーサ８は、特に第２の半導体チップ
１１のサイズが大きい場合に、搭載する力により第２の半導体チップ１１の中央部がたわ
むことを防止する役割を担う。しかし、第２の半導体チップ１１のサイズが小さい場合に
は、中央部のスペーサ８は必ずしも必要ではない。スペーサ８は、原理的には３個所に配
置されていればよい。このようなスペーサ８の形成は、ポッティング技術を利用すること
により制御性良く６０～７０μｍの均一な高さに形成することができる。
【００４８】
次に、図２（ｄ）に示すように、ポッティング法により、第１の半導体チップ７上の略中
央部に第２の液状樹脂から成る接着剤９を供給する。この第２の液状樹脂としては、上述
した第１の液状樹脂と同様な熱硬化性樹脂を用いて、ディスペンサノズル１７により塗布
することができる。ただし、この接着剤９はその熱硬化性樹脂を未硬化のままにしておく
。この接着剤９は、第２の半導体チップ１１を第１の半導体チップ７上に接着させてマウ
ントするために用いており、両半球状チップ７、１１間に均一な間隔を確保することは目
的としていないので、その塗布量は第１の半導体チップ７をマウントできる程度に制御さ
れればよい。
【００４９】
次に、図３（ｅ）に示すように、第２の半導体チップ１１を複数の半球状のスペーサ８及
び接着剤９を介して、第１の半導体チップ７上にマウントする。この第２の半導体チップ
１１上の側縁部には予めＡｌ、Ａｕ等から成る複数のパッド電極１４が形成されている。
この場合、第１の半導体チップ７上には既に均一な高さの半球状のスペーサ８が形成され
ているので、第２の半導体チップ１１はその均一な一定の高さを保持した状態で、接着剤
９により第１の半導体チップ７に積層される。したがって、第１の半導体チップ７に接続
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されている第１のボンディングワイヤ１３は半球状のスペーサ８により保護されるので、
第２の半導体チップ１１と接触することはない。
【００５０】
次に、未硬化の接着剤９を加熱処理して熱硬化させた後、図３（ｆ）に示すように、第２
の半導体チップ１１上のパッド電極１４とパッケージ基板５上の第２の内部端子３との間
に、ワイヤボンディング法によりＡｌ、Ａｕ等から成る第２のボンディングワイヤ１５を
接続する。
【００５１】
次に、図３（ｇ）に示すように、トランスファモールド法により、パッケージ基板５上の
第１及び第２の半導体チップ７、１１、第１及び第２のボンディングワイヤ１３、１５を
含む全体を封止するように熱硬化性樹脂を供給してパッケージ１６を形成する。
次に、パッケージ基板５の裏面に前述したようなはんだボールのような突起状の外部端子
４を形成することにより、図１に示したような半導体装置１を完成させる。
【００５２】
次に、図６を参照して、この例の半導体装置の第２の製造方法を工程順に説明する。この
第２の製造方法が、上述した第１の製造方法と異なるところは、半球状のスペーサ８の形
成をポッティング法に代えてスクリーン印刷法により形成するようにした点である。
まず、図６（ａ）に示すように、第１の製造方法の図２（ａ）の工程と略同様に、表面に
Ｃｕ、Ｎｉ等から成る第１の内部端子２及び第２の内部端子３がそれぞれ複数形成された
、ガラスエポキシ、セラミック、ポリイミド、ポリアミド等から成るパッケージ基板５を
用いて、この表面に接着剤６を介して第１の半導体チップ７をマウントする。この第１の
半導体チップ７上の側縁部には予めＡｌ、Ａｕ等から成る複数のパッド電極１２が形成さ
れている。
【００５３】
次に、図６（ｂ）に示すように、スクリーン印刷法により、第１の半導体チップ７上に６
０～７０μｍの高さの複数の半球状のスペーサ８を形成する。これは、図７に示すように
、第１の半導体チップ７上のスペーサ８を形成すべき位置に開口１９が形成されたスクリ
ーンマスク２１を用いて、前述したようなＣＲＭ１５７５Ｃ（商品名）として知られてい
る住友ベークライト社製の熱硬化性樹脂から成る第１の液状樹脂１８をスキージ２２によ
り上記開口１９内に所望の量供給した後、加熱処理して熱硬化させることにより、複数の
半球状のスペーサ８を形成する。このようなスペーサ８は、スクリーン印刷技術を利用し
ても制御性良く６０～７０μｍの高さに形成することができる。
【００５４】
次に、図６（ｃ）に示すように、第１の半導体チップ７上のパッド電極１２とパッケージ
基板５上の第１の内部端子２との間に、ワイヤボンディング法によりＡｌ、Ａｕ等から成
る第１のボンディングワイヤ１３を接続する。
このように、この例の第２の製造方法において、第１の半導体チップ７に対するワイヤボ
ンディングに先立って、第１の半導体チップ７に半球状のスペーサ８を形成するのは、も
し先に第１のボンディングワイヤ１３を接続してしまうと、この後にスクリーン印刷法に
より半球状のスペーサ８を形成するときに、スクリーンマスク２１が第１のボンディング
ワイヤ１３に接触してダメージを与えてしまうおそれがあるので、このダメージを回避す
るためである。
次に、第１の製造方法の図２（ｄ）以下の工程と略同様な工程を繰り返すことにより、図
１に示したような半導体装置１を完成させる。
【００５５】
上述したような、第１及び第２の半導体装置の製造方法によれば、ポッティング法あるい
はスクリーン印刷法を利用することにより、第１の半導体チップ７上に第２の半導体チッ
プ１１を均一な間隔を確保して積層するための半球状のスペーサ８を形成するので、コス
トアップを伴うことなく簡単な方法で半球状のスペーサ８の高さを制御性良く形成するこ
とができる。
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【００５６】
このように、この例の半導体装置１によれば、第１の半導体チップ７上に高さが均一な複
数の半球状のスペーサ８を介して第２の半導体チップ１１が積層されているので、第１及
び第２の半導体チップ７、１１間に均一な間隔を確保することができる。
また、この例の半導体装置の製造方法によれば、ポッティング法あるいはスクリーン印刷
法により、第１の半導体チップ７上に第２の半導体チップ１１を均一な間隔を確保して積
層する半球状のスペーサ８を形成するので、半球状のスペーサ８の高さを制御性良く形成
することができる。
したがって、複数の半導体チップが多段に積層されてパッケージにより封止されてなる半
導体装置において、信頼性を向上させることができ、かつ薄型化を図ることができる。
【００５７】
◇第２実施例
図８は、この発明の第２実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第２実
施例の半導体装置の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、絶縁性シ
ートを介して第１及び第２の半導体チップを積層するようにした点である。
すなわち、この例の半導体装置１０は、図８に示すように、第２の半導体チップ１１は、
これと略同一サイズの第１の半導体チップ７上に複数の半球状のスペーサ８及び接着剤９
、絶縁性シート２３を介して積層されている。この絶縁性シート２２は、加熱により接着
性を発揮するようなシートを用いて、予め第２の半導体チップ１１の積層面に接着されて
いる。
【００５８】
この例の半導体装置１０を製造するには、例えば第１実施例の第１の製造方法において、
図３（ｅ）の工程の代わりに、予め積層面に絶縁性シート２３を形成した第２の半導体チ
ップ１１を用いて、複数の半球状のスペーサ８及び接着剤９を介して第１の半導体チップ
７上にマウントすればよい。
これ以外は、上述した第１実施例と略同様である。それゆえ、図８において、図１の構成
部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００５９】
この例の半導体装置１０によれば、絶縁性シート２３を積層面に形成した第２の半導体チ
ップ１１を半球状のスペーサ８及び接着剤９を介して第１の半導体チップ７上にマウント
しているので、第１実施例と略同様な効果を得ることができる。また、第１及び第２の半
導体チップ７、１１間に絶縁シート２３を介在させたことにより、両半導体チップ７、１
１間の絶縁性をより高めることができる。
【００６０】
このように、この例の構成によっても、第１実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
加えて、この例の構成によれば、複数の半導体チップ間の絶縁性をより高めることができ
る。
【００６１】
◇第３実施例
図９は、この発明の第３実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第３実
施例の半導体装置の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、３段にわ
たって複数の半導体チップを積層するようにした点である。すなわち、この例の半導体装
置２０は、図９に示すように、第３の半導体チップ２４が、これと略同一サイズの第２の
半導体チップ１１上に複数の半球状のスペーサ２５及び接着剤２６を介して積層されてい
る。この場合、半球状のスペーサ２５及び接着剤２６はそれぞれ、前述した半球状のスペ
ーサ８及び接着剤９と同様な熱硬化性樹脂が用いられる。また、パッケージ基板２７とし
てはＣｕ、Ｎｉ等から構成された複数の第３の内部端子２８が追加して形成されたものが
用いられ、第３の半導体チップ２４上のＡｌ、Ａｕ等から構成された複数のパッド電極２
９と上記第３の内部端子２８とはＡｌ、Ａｕ等から構成された第３のボンディングワイヤ
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（導電体）３１により電気的に接続されている。
【００６２】
この例の半導体装置２０を製造するには、例えば第１実施例の第１の製造方法を利用して
、図３（ｆ）の工程の後に、図２（ｃ）～図３（ｆ）の工程と略同様な工程を繰り返せば
よい。
【００６３】
この例の半導体装置２０によれば、３つの半導体チップ７、１１、２４を用いて、第１の
半導体チップ７により第１段目の半導体チップを構成し、第２の半導体チップ１１により
第２段目の半導体チップを構成し、第３の半導体チップ２４により第３段目を構成してい
る。このように、パッケージ基板２７上に積層する半導体チップの段数を増やすことによ
り、より高性能化された半導体装置を実現することができる。そして、このように積層段
数を増やす場合は、複数の半導体チップのチップ厚を可能な限り薄くして薄型化を図るこ
とにより、第１実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００６４】
このように、この例の構成によっても、第１実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
加えて、この例の構成によれば、半導体チップの積層段数を増やすことにより、より高性
能化された半導体装置を実現することができる。
【００６５】
◇第４実施例
図１０は、この発明の第４実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第４
実施例の半導体装置の構成が、上述の第３実施例のそれと大きく異なるところは、半導体
チップの積層段数を３段に選んだ構成において、第３段目をサイズの小さな複数の半導体
チップにより構成するようにした点である。
すなわち、この例の半導体装置３０は、図１０に示すように、第３段目の半導体チップと
して、第２の半導体チップ１１よりサイズの小さい第４の半導体チップ３２が、第２の半
導体チップ１１上に接着剤２６を介して積層されている。また、第４の半導体チップ３２
上のＡｌ、Ａｕ等から構成された複数のパッド電極３３と上記第３の内部端子２８とはＡ
ｌ、Ａｕ等から構成された第４のボンディングワイヤ（導電体）３４により電気的に接続
されている。
【００６６】
この例の半導体装置３０を製造するには、例えば第１実施例の第１の製造方法を利用して
、第３実施例の第３の半導体チップ２４に代えて第４の半導体チップ３２を用いて、図３
（ｆ）の工程の後に、図２（ｃ）～図３（ｆ）の工程と略同様な工程を繰り返せばよい。
【００６７】
この例の半導体装置３０によれば、第３実施例に比較して第３段目に積層する第３の半導
体チップ２４よりもサイズの小さな第４の半導体チップ３２を用いる点が異なるだけなの
で、第３実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００６８】
このように、この例の構成によっても、第３実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
【００６９】
◇第５実施例
図１１は、この発明の第５実施例である半導体装置の構成を示す断面図、図１２は同半導
体装置に用いられる半導体チップを示す平面図である。この第４実施例の半導体装置の構
成が、上述の第３実施例のそれと大きく異なるところは、半導体チップの積層段数を３段
に選んだ構成において、第２段目をサイズの小さな複数の半導体チップにより構成するよ
うにした点である。
すなわち、この例の半導体装置４０は、図１１に示すように、第２段目の半導体チップと
して、第１の半導体チップ７よりそれぞれサイズの小さい第５の半導体チップ３５が第１
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の半導体チップ７上に複数の半球状のスペーサ３６及び接着剤３７を介して積層されてい
るとともに、第６の半導体チップ３８が第１の半導体チップ７上に複数の半球状のスペー
サ３９及び接着剤４１を介して積層されている。そして、第３段目の半導体チップとして
、上記第３の半導体チップ２４が第５及び第６の半導体チップ３５、３８上にそれぞれ半
球状のスペーサ４２、４３及び接着剤４４、４５を介して積層されている。また、パッケ
ージ基板４６としてはＣｕ、Ｎｉ等から構成された複数の第４の内部端子４７が追加して
形成されたものが用いられる。
【００７０】
また、第５の半導体チップ３５上のＡｌ、Ａｕ等から構成された複数のパッド電極４８と
第２の内部端子３とはＡｌ、Ａｕ等から構成された第５のボンディングワイヤ（導電体）
４９により電気的に接続されている。さらに、第６の半導体チップ３８上のＡｌ、Ａｕ等
から構成された複数のパッド電極５２と上記第４の内部端子４７とはＡｌ、Ａｕ等から構
成された第６のボンディングワイヤ（導電体）５３により電気的に接続されている。
【００７１】
ここで、第２段目の半導体チップとなる第５及び第６の半導体チップ３５、３８としては
、パッド電極４８、５２がそれぞれ、図１２（ａ）に示したように、一列に半導体チップ
３５、３８の側縁部に沿って配置されるように、あるい図１２（ｂ）に示したように一列
に半導体チップ３５、３８の中央部に沿って配置されるように形成された構成のものが用
いられる。これは、各半導体チップ３５、３８にボンディングワイヤ４９、５３を接続す
る際に、接続し易くするためである。
【００７２】
この例の半導体装置４０を製造するには、例えば第１実施例の第１の製造方法を利用して
、第３実施例の第２の半導体チップ１１に代えて第５及び第６の半導体チップ３５、３８
を用いて、図２（ｄ）の工程の後に、図３（ｅ）、（ｆ）の工程と略同様な工程を繰り返
せばよい。
【００７３】
この例の半導体装置４０によれば、第３実施例に比較して第２段目に積層する第２の半導
体チップ１１に代えてこれよりもサイズの小さな第５及び第６の半導体チップ３５、３８
を用いる点が異なるだけなので、第３実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００７４】
このように、この例の構成によっても、第３実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
【００７５】
◇第６実施例
図１３は、この発明の第６実施例である半導体装置の構成を示す断面図、図１４は同半導
体装置に用いられる半導体チップを示す平面図である。この第６実施例の半導体装置の構
成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、半導体チップ上におけるパッド
電極の配置を変えて、パッド電極の配置に自由度を持たせるようにした点である。
すなわち、この例の半導体装置５０は、図１３に示すように、第１段目の半導体チップと
して、パッド電極５５、５６が二列にその中央部に沿って配置されるように形成された第
７の半導体チップ５４が用いられて、第２の半導体チップ１１が第７の半導体チップ５４
上に複数の半球状のスペーサ５７及び接着剤５８を介して積層されている。また、第７の
半導体チップ５４上のＡｌ、Ａｕ等から構成された複数のパッド電極５５、５６と第１及
び第２の内部端子２、３とはそれぞれＡｌ、Ａｕ等から構成された第７及び第８のボンデ
ィングワイヤ（導電体）６１、６２により電気的に接続されている。
【００７６】
ここで、第１段目の半導体チップとなる第７の半導体チップ５４としては、パッド電極５
５、５６がそれぞれ、例えば図１４（ａ）に示したように、二列に半導体チップ５４の中
央部に沿って配置されるように、あるいは例えば図１４（ｂ）に示したように一列に半導
体チップ５４の中央部に沿って配置されるように形成された構成のものが用いられる。こ
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れは、各ボンディングワイヤ６１、６２を各パッド電極５５、５６に接続する際に、各パ
ッド電極５５、５６を半導体チップ５４の中央部に沿って配置することにより接続に自由
度を持たせるためである。しかしながら、このような配置例は任意に変更するようにして
もよい。
【００７７】
この例の半導体装置５０を製造するには、例えば第１実施例の第１の製造方法を利用して
、第１実施例の第１の半導体チップ７に代えて第７の半導体チップ５４を用いて、図２（
ａ）～（ｄ）の工程と略同様な工程を行えばよい。
【００７８】
この例の半導体装置５０によれば、第１実施例に比較して第１段目に用いる第１の半導体
チップ７に代えてこれよりもパッド電極５５、５６の配置に自由度を持たせた第７の半導
体チップ５４を用いる点が異なるだけなので、第１実施例と略同様な効果を得ることがで
きる。
【００７９】
このように、この例の構成によっても、第１実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
加えて、この例の構成によれば、ボンディングワイヤをパッド電極に接続する際に接続に
自由度を持たせることができる。
【００８０】
◇第７実施例
図１５は、この発明の第７実施例である半導体装置の構成を示す断面図、図１６及び図１
７は同半導体装置の製造方法を工程順に示す工程図である。この第７実施例の半導体装置
の構成が、上述の第１実施例のそれと大きく異なるところは、フリップチップ接続を含め
て複数の半導体チップを多段に積層するようにした点である。
すなわち、この例の半導体装置６０は、図１５に示すように、第１段目の半導体チップと
して、第８の半導体チップ６３が突起状の電極６４を介してパッケージ基板５上の配線（
図示せず）にフリップチップ接続されるとともに、その裏面には接着剤６５を介して第１
の半導体チップ７がマウントされている。このように半導体チップ６３をフリップチップ
接続した場合には、ボンディングワイヤが不要なので、ボンディングワイヤの存在による
信号遅延等を回避できるため、特に半導体装置の高速化を図ることができる。なお、半導
体チップ６３の裏面のフリップチップ接続部は、一般にアンダーフィル樹脂２５で封止さ
れている。このアンダーフィル樹脂２５は、フリップチップ接続部を周囲から保護する役
割を担っている。
【００８１】
ここで、突起状の電極６４としては、ワイヤボンディング技術を利用して形成したＡｕス
タッドバンプ又はＡｕボールバンプ、めっき技術を利用して形成したＡｕバンプ、あるい
ははんだバンプ等を用いることができる。
これ以外は、上述した第１実施例と略同様である。それゆえ、図１５において、図１の構
成部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００８２】
次に、図１６及び図１７を参照して、この例の半導体装置の製造方法を工程順に説明する
。
まず、図１６（ａ）に示すように、表面にＣｕ、Ｎｉ等から成る第１の内部端子２及び第
２の内部端子３がそれぞれ複数形成された、ガラスエポキシ、セラミック、ポリイミド、
ポリアミド等から成るパッケージ基板５を用いて、この表面に第８の半導体チップ６３を
突起状の電極６４をフリップチップ接続によりマウントする。続いて、半導体チップ６３
の裏面にアンダーフィル樹脂２５を注入する。
【００８３】
次に、図１６（ｂ）に示すように、第８の半導体チップ６３上に第１の半導体チップ７を
接着剤６５を介してマウントする。この第１の半導体チップ７上の側縁部には予めＡｌ、
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Ａｕ等から成る複数のパッド電極１２が形成されている。
【００８４】
次に、図１６（ｃ）に示すように、第１の半導体チップ７上のパッド電極１２とパッケー
ジ基板５上の第１の内部端子２との間に、ワイヤボンディング法によりＡｌ、Ａｕ等から
成る第１のボンディングワイヤ１３を接続する。
【００８５】
次に、図１７（ｄ）に示すように、ポッティング法により、第１の半導体チップ７上に６
０～７０μｍの高さの複数の半球状のスペーサ８を形成する。上述の熱硬化性樹脂に代え
て、前述したような速硬化性樹脂や光硬化性樹脂を用いて、スペーサ８を形成してもよい
。このようなスペーサ８の形成は、ポッティング技術を利用することにより制御性良く６
０～７０μｍの均一な高さに形成することができる。
【００８６】
次に、図１７（ｅ）に示すように、ポッティング法により、第１の半導体チップ７上の略
中央部に第２の液状樹脂から成る接着剤９を塗布した後、第２の半導体チップ１１を複数
の半球状のスペーサ８及び接着剤９を介して、第１の半導体チップ７上にマウントする。
この第２の半導体チップ１１上の側縁部には予めＡｌ、Ａｕ等から成る複数のパッド電極
１４が形成されている。この場合、第１の半導体チップ７上には既に均一な高さの半球状
のスペーサ８が形成されているので、第２の半導体チップ１１はその均一な一定の高さを
保持した状態で、接着剤９により第１の半導体チップ７に積層される。したがって、第１
の半導体チップ７に接続されている第１のボンディングワイヤ１３は半球状のスペーサ８
により保護されるので、第２の半導体チップ１１と接触することはない。次に、未硬化の
接着剤９を加熱処理して熱硬化させた後、第２の半導体チップ１１上のパッド電極１４と
パッケージ基板５上の第２の内部端子３との間に、ワイヤボンディング法によりＡｌ、Ａ
ｕ等から成る第２のボンディングワイヤ１５を接続する。
【００８７】
次に、図１７（ｆ）に示すように、トランスファモールド法により、パッケージ基板５上
の第１、第２及び第８の半導体チップ７、１１、６３、第１及び第２のボンディングワイ
ヤ１３、１５を含む全体を覆うように熱硬化性樹脂を供給した後、加熱処理を施して熱硬
化させることによりパッケージ１６を形成する。
次に、パッケージ基板５の裏面にＡｕ、Ｃｕ等から成る突起状の外部端子４を形成するこ
とにより、図１５に示したような半導体装置６０を完成させる。
【００８８】
この例の半導体装置６０によれば、複数の半導体チップ７、１１、６３を多段に積層する
構成において、第１実施例に比較してフリップチップ接続する第１段目の半導体チップ６
３を含めた点が異なるだけなので、第１実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００８９】
このように、この例の構成によっても、第１実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
加えて、この例の構成によれば、フリップチップ接続する半導体チップを含めるようにし
たので半導体装置の高速化を図ることができる。
【００９０】
◇第８実施例
図１８は、この発明の第８実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第８
実施例の半導体装置の構成が、上述の第７実施例のそれと大きく異なるところは、第２段
目及び第３段目をそれぞれサイズの小さな半導体チップにより構成するようにした点であ
る。
すなわち、この例の半導体装置７０は、図１８に示すように、第２段目の半導体チップと
して、第１段目の半導体チップ６３よりサイズの小さな第９の半導体チップ６７が半導体
チップ６３の裏面に接着剤６６を介してマウントされている。また、第３段目の半導体チ
ップとして、半導体チップ６３よりサイズの小さな第１０の半導体チップ６８が第９の半
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導体チップ６７上に複数の半球状のスペーサ７１及び接着剤７２を介して積層されている
。また、第９の半導体チップ６７上のＡｌ、Ａｕ等から構成された複数のパッド電極７３
と内部端子２とはＡｌ、Ａｕ等から構成された第９のボンディングワイヤ（導電体）７４
により電気的に接続されるとともに、第１０の半導体チップ６８上のＡｌ、Ａｕ等から構
成された複数のパッド電極７５と内部端子３とはＡｌ、Ａｕ等から構成された第１０のボ
ンディングワイヤ（導電体）７６により電気的に接続されている。
これ以外は、上述した第７実施例と略同様である。それゆえ、図１８において、図１５の
構成部分と対応する各部には、同一の番号を付してその説明を省略する。
【００９１】
この例の半導体装置７０によれば、第７実施例に比較して第２段目及び第３段目のそれぞ
れの半導体チップ６７、６８のサイズが第１段目の半導体チップ６３のそれよりも小さい
点が異なるだけなので、第７実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００９２】
このように、この例の構成によっても、第７実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
【００９３】
◇第９実施例
図１９は、この発明の第９実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第９
実施例の半導体装置の構成が、上述の第７実施例のそれと大きく異なるところは、第３段
目の半導体チップのサイズを小さくするとともにフリップチップ接続するようにした点で
ある。
すなわち、この例の半導体装置８０は、図１９に示すように、第３段目の第１１の半導体
チップ７７は第２段目の第１の半導体チップ７よりもサイズが小さく形成されているとと
もに、突起状の電極７８を介して、半導体チップ７に形成された突起状の電極７９に接す
るようにフリップチップ接続されている。このように第１段目の半導体チップ６３だけで
なく第３段目の半導体チップ７７もフリップチップ接続することにより、半導体装置８０
のより高速化を図ることができるようになる。
【００９４】
この例の半導体装置８０によれば、第７実施例に比較して第３段目の半導体チップ７７の
サイズが第２段目の半導体チップ７のそれよりも小さいとともにフリップチップ接続され
た点が異なるだけなので、第７実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００９５】
このように、この例の構成によっても、第７実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
加えて、この例の構成によれば、複数段における半導体チップをフリップチップ接続する
ので、半導体装置のより高速化を図ることができる。
【００９６】
◇第１０実施例
図２０は、この発明の第１０実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。この第
１０実施例の半導体装置の構成が、上述の第４実施例のそれと大きく異なるところは、上
段の半導体チップを支持するスペーサを下段の半導体チップ以外の位置にも形成するよう
にした点である。
すなわち、この例の半導体装置９０は、図２０に示すように、第２段目の半導体チップ１
１は、第１段目の半導体チップ７上に形成された半球状のスペーサ８とともに、半導体チ
ップ７上以外の位置であるパッケージ基板２７上に形成された半球状のスペーサ８１によ
っても支持されている。このように上段の半導体チップ（この例では半導体チップ１１）
を支持する複数のスペーサは、すべてが下段の半導体チップ（この例では半導体チップ７
）上に形成する必要はない。
【００９７】
この例の半導体装置９０によれば、第４の実施例に比較して上段となる半導体チップ１１
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を支持するスペーサ８１を下段の半導体チップ７上以外の位置にも形成した点が異なるだ
けなので、第４実施例と略同様な効果を得ることができる。
【００９８】
このように、この例の構成によっても、第４実施例において述べたのと略同様な効果を得
ることができる。
【００９９】
以上、この発明の実施例を図面により詳述してきたが、具体的な構成はこの実施例に限ら
れるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等があってもこの発明
に含まれる。例えば、実施例ではパッケージ基板の裏面に形成する外部端子としては突起
状のものを形成する例で説明したが、突起状に限らずにリード状のような他の形状のもの
を用いることができる。また、半導体チップ上のパッド電極とパッケージ基板上の内部端
子とを電気的に接続する導電体は、実施例に示したようなワイヤに限らずに、ＴＣＰ (Tap
e Carrier Package)で用いられているような帯状のリードを用いることもできる。
【０１００】
また、半球状のスペーサを構成する材料は熱硬化性樹脂のような絶縁性材料（絶縁体）に
限らずに、例えばＡｇ（銀）のような導電ペーストのような導電材料（導電体）を用いる
ことができる。あるいは、スペーサとしては、ワイヤボンディング法により形成する金の
スタッドバンプやボールバンプ等を用いてもよい。また、スペーサの高さをある程度稼ぐ
ために、複数の金バンプを積層してもよい。また、スペーサは、スクリーン印刷法等にお
いて印刷用ペーストに用いられるような粒子状の絶縁性材料により構成してもよい。この
場合、この粒子状の絶縁性材料は接着剤と混合してポッティング法等により供給すること
ができる。あるいは、先に接着剤を供給した後に、後でこの接着剤に粒子状の絶縁性材料
を混合するようにしてもよい。また、スペーサは、ポッティング法、スクリーン印刷法に
限らずに、非接触式のジェットディスペンサ法を用いて形成することができ、特に精度の
高いサイズのスペーサを形成する場合に有利である。スペーサは、必ずしも半球状でなく
とも、突起状構造物により構成されていればよい。
【０１０１】
また、パッケージング基板は絶縁基板に限らずに、リードフレームのような導電体を用い
ることもできる。また、パッケージとしては、熱硬化性樹脂のような絶縁体により全体を
覆う例に限らずに、内部に窒素のような不活性気体を封入した金属製の容器により構成す
るようにしてもよい。また、複数の半導体チップを多段に積層する場合、各段の半導体チ
ップの数及びサイズは、目的、用途等に応じて、任意に変更することができる。
【０１０２】
また、各実施例においては接着剤を用いて下段の半導体チップ上に上段の半導体チップを
積層する例で説明したが、接着剤は必ずしも用いる必要はない。また、接着剤を用いる場
合でも、図２１に図１の第１実施例の変形例を示すように、接着剤９は上下段の半導体チ
ップ７、１１の積層面の全面にわたることなく、部分的に供給するようにしてもよい。ま
た、半球状のスペーサの高さの値は一例を示したものであり、ボンディングワイヤの径、
半導体チップの厚さ等に応じて任意の変更が可能である。要するに、この発明では、複数
の半導体チップが多段に積層されている構成において、少なくともある段にマウントされ
ている上段の半導体チップが、少なくとも下段の半導体チップ上に形成されたスペーサを
含む複数のスペーサを介して積層されている関係になっていればよい。
【０１０３】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明の半導体装置によれば、下部の半導体チップ上に複数のス
ペーサを介して、上部の半導体チップが多段に積層されているので、上部及び下部の半導
体チップ間に均一な間隔を確保することができる。
また、この発明の半導体装置の製造方法によれば、ポッティング法、スクリーン印刷法あ
るいは非接触式のジェットディスペンサ法により、下部の半導体チップ上に上部の半導体
チップを均一な間隔を確保して積層するスペーサを形成するので、スペーサの高さを制御
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性良く形成することができる。
したがって、複数の半導体チップが多段に積層されてパッケージにより封止されてなる半
導体装置において、薄型化を図ることができ、かつ信頼性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２】同半導体装置を製造する第１の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図３】同半導体装置を製造する第１の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図４】同半導体装置の第１の製造方法の一工程を概略的に示す図である。
【図５】同半導体装置の第１の製造方法の途中の工程における半導体チップを示す平面図
である。
【図６】同半導体装置を製造する第２の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図７】同半導体装置の第２の製造方法の一工程を概略的に示す図である。
【図８】この発明の第２実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図９】この発明の第３実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１０】この発明の第４実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１１】この発明の第５実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１２】同半導体装置に用いられる半導体チップを示す平面図である。
【図１３】この発明の第６実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１４】同半導体装置に用いられる半導体チップを示す平面図である。
【図１５】この発明の第７実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１６】同半導体装置の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図１７】同半導体装置の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図１８】この発明の第８実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図１９】この発明の第９実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２０】この発明の第１０実施例である半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２１】この発明の第１実施例の半導体装置の変形例の構成を示す断面図である。
【図２２】従来の半導体装置の構成を示す断面図である。
【図２３】同半導体装置の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図２４】同半導体装置の製造方法を工程順に示す工程図である。
【図２５】従来の半導体装置の構成を示す断面図である。
【符号の説明】
１、１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０　　　半導体装置
２、３、２８、４７　　　内部端子
４　　　外部端子
５、２７、４６　　　パッケージ基板
６、９、２６、３７、４１、４３～４５、５８、６５～６６、７２　　　接着剤
７、１１、２４、３２、３５、３８、５４、６３、６７、６８、７７　　半導体チップ
８、３６、３９、４２、５７、７１、８１　　　半球状のスペーサ
１２、１４、２８、３１、４８、５２、５５、５６、７３、７５　　　パッド電極
１３、１５、３１、３４、４９、５３、６１、６２、７４、７６　　　ボンディングワイ
ヤ（導電体）
１６　　　パッケージ
１７　　　ディスペンサノズル
１８　　　液状樹脂
１９　　　開口
２１　　　スクリーンマスク
２２　　　スキージ
２３　　　絶縁性シート
２５　　　アンダーフィル樹脂
６４、７８、７９　　　電極
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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