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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域とを有する第１の面と、前記第１
の面の裏面である第２の面とを備え、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫
通電極を有する基板と、
　第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の面とを備え、前記基板の前記第１の領域
上に前記第１の面と前記第３の面とが対向するように搭載され、前記第３の面と前記第４
の面とを貫通し、前記基板の前記第１の貫通電極と電気的に接続された第２の貫通電極を
有する第１の半導体チップと、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備
え、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と、前記第５の面の裏面である第６の面とを
備えており、さらに、前記第１の半導体チップ上に前記第４の面と前記第５の面とが対向
するように搭載され、前記第５の面と前記第６の面とを貫通し、前記第１の半導体チップ
の前記第２の貫通電極と電気的に接続された第３の貫通電極を有する第１の部分と、前記
第１の部分の少なくとも一辺から延在し、前記基板の前記第２の領域に接続された第２の
部分とから構成される放熱シートと、
　第７の面と、前記第７の面の裏面である第８の面とを備え、前記放熱シートの前記第１
の部分上に前記第１の部分の前記第６の面と前記第７の面とが対向するように搭載され、
前記第７の面と前記第８の面とを貫通し、前記放熱シートの前記第３の貫通電極と電気的
に接続された第４の貫通電極を有する第２の半導体チップとを有し、
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　前記放熱シートの前記第２の部分の前記第２の絶縁層は、前記伝熱導電層の一部が露出
するように形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域とを有する第１の面と、前記第１
の面の裏面である第２の面とを備え、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫
通電極を有する基板と、
　第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の面とを備え、前記基板の前記第１の領域
上に前記第１の面と前記第３の面とが対向するように搭載され、前記第３の面と前記第４
の面とを貫通し、前記基板の前記第１の貫通電極と電気的に接続された第２の貫通電極を
有する第１の半導体チップと、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備
え、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と、前記第５の面の裏面である第６の面とを
備えており、さらに、前記第１の半導体チップ上に前記第４の面と前記第５の面とが対向
するように搭載され、前記第５の面と前記第６の面とを貫通し、前記第１の半導体チップ
の前記第２の貫通電極と電気的に接続された第３の貫通電極を有する第１の部分と、前記
第１の部分の少なくとも一辺から延在し、前記基板の前記第２の領域に接続された第２の
部分とから構成される放熱シートと、
　第７の面と、前記第７の面の裏面である第８の面とを備え、前記放熱シートの前記第１
の部分上に前記第１の部分の前記第６の面と前記第７の面とが対向するように搭載され、
前記第７の面と前記第８の面とを貫通し、前記放熱シートの前記第３の貫通電極と電気的
に接続された第４の貫通電極を有する第２の半導体チップとを有し、
　前記放熱シートの前記第２の部分の前記第６の面には、突起物が形成されていることを
特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域とを有する第１の面と、前記第１
の面の裏面である第２の面とを備え、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫
通電極を有する基板と、
　第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の面とを備え、前記基板の前記第１の領域
上に前記第１の面と前記第３の面とが対向するように搭載され、前記第３の面と前記第４
の面とを貫通し、前記基板の前記第１の貫通電極と電気的に接続された第２の貫通電極を
有する第１の半導体チップと、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備
え、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と、前記第５の面の裏面である第６の面とを
備えており、さらに、前記第１の半導体チップ上に前記第４の面と前記第５の面とが対向
するように搭載され、前記第５の面と前記第６の面とを貫通し、前記第１の半導体チップ
の前記第２の貫通電極と電気的に接続された第３の貫通電極を有する第１の部分と、前記
第１の部分の少なくとも一辺から延在し、前記基板の前記第２の領域に接続された第２の
部分とから構成される放熱シートと、
　第７の面と、前記第７の面の裏面である第８の面とを備え、前記放熱シートの前記第１
の部分上に前記第１の部分の前記第６の面と前記第７の面とが対向するように搭載され、
前記第７の面と前記第８の面とを貫通し、前記放熱シートの前記第３の貫通電極と電気的
に接続された第４の貫通電極を有する第２の半導体チップと、
　前記基板の前記第１の面と前記第１の半導体チップと前記放熱シートと前記第２の半導
体チップとを被覆する封止体とを有し、
　前記放熱シートの前記第２の部分に、前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第１の
貫通孔が形成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置であって、
　前記封止体は、材料にセラミックを含んでいることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
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　請求項１～４いずれか記載の半導体装置であって、
　前記第３の貫通電極は、前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第２の貫通孔と、前
記第２の貫通孔を介し、前記第５の面上と前記第６の面上とに亘って形成された第１の導
電膜とから構成されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５いずれか記載の半導体装置であって、
　前記放熱シートの前記第２の部分の前記第１の絶縁層は、前記伝熱導電層の一部が露出
するように形成されており、
　前記基板の前記第１の面上に形成され、露出した前記伝熱導電層と電気的に接続された
第２の導電膜を有していることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置であって、
　前記第２の導電膜は、前記基板の前記第１の貫通電極と接続していることを特徴とする
半導体装置。
【請求項８】
　請求項１～７いずれか記載の半導体装置であって、
　前記放熱シートの前記伝熱導電層は、配線パターンを有しており、
　前記放熱シートの前記配線パターンは、前記第３の貫通電極と電気的に接続しているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域と有する第１の面と、前記第１の
面の裏面である第２の面と、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫通電極と
を備えたチップ領域がマトリックス状に複数形成されたウエハを準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の領域に、第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の
面と、前記第３の面と前記第４の面とを貫通する第２の貫通電極とを備えた第１の半導体
チップを、前記第１の貫通電極と前記第２の貫通電極とが電気的に接続し、前記第３の面
と前記チップ領域の前記第１の面とが対向するように搭載する工程と、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備
え、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と前記第５の面の裏面である第６の面とを備
えており、さらに、前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第３の貫通電極が形成され
た第１の部分と、前記第１の部分の少なくとも一辺と接続された第２の部分とを有し、前
記伝熱導電層が露出するように前記第２の部分の前記第２の絶縁層が形成された放熱シー
トを準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の半導体チップの前記第４の面に、前記放熱シートの前記
第１の部分を、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極とが電気的に接続し、前記第１
の部分の前記第５の面と前記第１の半導体チップの前記第４の面とが対向するように搭載
する工程と、
　前記各チップ領域の前記放熱シートの前記第１の部分の前記第６の面に、第７の面と、
前記第７の面の裏面である第８の面と、前記第７の面と前記第８の面とを貫通する第３の
貫通電極とを備えた第２の半導体チップを、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極と
が電気的に接続し、前記第７の面と前記放熱シートの前記第６の面とが対向するように搭
載する工程と、
　前記各チップ領域の前記第２の領域に、前記放熱シートの前記第２の部分を接続する工
程と、
　前記ウエハに前記第１の半導体チップ、前記放熱シート、前記第２の半導体チップを搭
載した後、前記ウエハを前記チップ領域ごとに個片に分割する工程とを有することを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱シートを準備する工程は、



(4) JP 4463178 B2 2010.5.12

10

20

30

40

50

　前記放熱シートの前記第１の部分に相当する第３の部分と、前記放熱シートの前記第２
の部分に相当する第４の部分とを有する前記第１の絶縁層を準備する工程と、
　前記第１の絶縁層上に、前記伝熱導電層を形成する工程と、
　前記第３の部分と前記第３の部分上に形成された前記伝熱導電層とを貫通する第２の貫
通孔を形成する工程と、
　前記第２の貫通孔の側部と前記伝熱導電層とを被覆する第２の絶縁層を形成する工程と
、
　前記第４の部分上に形成された前記伝熱導電層の一部が露出するように、前記第２の絶
縁層にエッチングを施す工程と、
　前記第２の絶縁層を形成した後、前記第２の貫通孔を介し、前記第１の絶縁層上と前記
第２の絶縁層上とに亘って形成された第１の導電膜を形成することで、前記第２の貫通孔
と前記第１の導電膜とから構成される前記第３の貫通電極を形成する工程とを有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域と有する第１の面と、前記第１の
面の裏面である第２の面と、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫通電極と
を備えたチップ領域がマトリックス状に複数形成されたウエハを準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の領域に、第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の
面と、前記第３の面と前記第４の面とを貫通する第２の貫通電極とを備えた第１の半導体
チップを、前記第１の貫通電極と前記第２の貫通電極とが電気的に接続し、前記第３の面
と前記チップ領域の前記第１の面とが対向するように搭載する工程と、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備
え、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と前記第５の面の裏面である第６の面とを備
えており、さらに、前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第３の貫通電極が形成され
た第１の部分と、前記第１の部分の少なくとも一辺と接続された第２の部分とを有し、前
記第２の部分の前記第６の面に突起物が形成された放熱シートを準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の半導体チップの前記第４の面に、前記放熱シートの前記
第１の部分を、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極とが電気的に接続し、前記第１
の部分の前記第５の面と前記第１の半導体チップの前記第４の面とが対向するように搭載
する工程と、
　前記各チップ領域の前記放熱シートの前記第１の部分の前記第６の面に、第７の面と、
前記第７の面の裏面である第８の面と、前記第７の面と前記第８の面とを貫通する第３の
貫通電極とを備えた第２の半導体チップを、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極と
が電気的に接続し、前記第７の面と前記放熱シートの前記第６の面とが対向するように搭
載する工程と、
　前記各チップ領域の前記第２の領域に、前記放熱シートの前記第２の部分を接続する工
程と、
　前記ウエハに前記第１の半導体チップ、前記放熱シート、前記第２の半導体チップを搭
載した後、前記ウエハを前記チップ領域ごとに個片に分割する工程とを有することを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱シートを準備する工程は、
　前記放熱シートの前記第１の部分に相当する第３の部分と、前記放熱シートの前記第２
の部分に相当する第４の部分とを有する前記第１の絶縁層を準備する工程と、
　前記第１の絶縁層上に、前記伝熱導電層を形成する工程と、
　前記第３の部分と前記第３の部分上に形成された前記伝熱導電層とを貫通する第２の貫
通孔を形成する工程と、
　前記第２の貫通孔の側部と前記伝熱導電層とを被覆する第２の絶縁層を形成する工程と
、
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　前記第４の部分の前記第２の絶縁層に突起物を形成する工程と、
　前記第２の絶縁層を形成した後、前記第２の貫通孔を介し、前記第１の絶縁層上と前記
第２の絶縁層上とに亘って形成された第１の導電膜を形成することで、前記第２の貫通孔
と前記第１の導電膜とから構成される前記第３の貫通電極を形成する工程とを有すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　第１の領域と、前記第１の領域を包囲する第２の領域と有する第１の面と、前記第１の
面の裏面である第２の面と、前記第１の面と前記第２の面とを貫通する第１の貫通電極と
を備えたチップ領域がマトリックス状に複数形成されたウエハを準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の領域に、第３の面と、前記第３の面の裏面である第４の
面と、前記第３の面と前記第４の面とを貫通する第２の貫通電極とを備えた第１の半導体
チップを、前記第１の貫通電極と前記第２の貫通電極とが電気的に接続し、前記第３の面
と前記チップ領域の前記第１の面とが対向するように搭載する工程と、
　伝熱導電層と前記伝熱導電層の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層を備え
、前記第１の絶縁層側の面である第５の面と前記第５の面の裏面である第６の面とを備え
ており、さらに、前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第３の貫通電極が形成された
第１の部分と、前記第１の部分の少なくとも一辺と接続された第２の部分とを有し、前記
第２の部分に前記第５の面と前記第６の面とを貫通する第１の貫通孔を備えた放熱シート
を準備する工程と、
　前記各チップ領域の前記第１の半導体チップの前記第４の面に、前記放熱シートの前記
第１の部分を、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極とが電気的に接続し、前記第１
の部分の前記第５の面と前記第１の半導体チップの前記第４の面とが対向するように搭載
する工程と、
　前記各チップ領域の前記放熱シートの前記第１の部分の前記第６の面に、第７の面と、
前記第７の面の裏面である第８の面と、前記第７の面と前記第８の面とを貫通する第３の
貫通電極とを備えた第２の半導体チップを、前記第２の貫通電極と前記第３の貫通電極と
が電気的に接続し、前記第７の面と前記放熱シートの前記第６の面とが対向するように搭
載する工程と、
　前記各チップ領域の前記第２の領域に、前記放熱シートの前記第２の部分を接続する工
程と、
　前記各チップ領域の前記第２の領域に、前記放熱シートの前記第２の部分を接続した後
、前記第１の半導体チップと前記第２の半導体チップと前記放熱シートと前記チップ領域
の前記第１の面とを封止体により被覆する工程と、
　前記封止体を形成した後、前記ウエハを前記チップ領域ごとに個片に分割する工程とを
有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱シートを準備する工程は、
　前記放熱シートの前記第１の部分に相当する第３の部分と、前記放熱シートの前記第２
の部分に相当する第４の部分とを有する前記第１の絶縁層を準備する工程と、
　前記第１の絶縁層上に、前記伝熱導電層を形成する工程と、
　前記第４の部分と前記第４の部分上に形成された前記伝熱導電層とを貫通する第１の貫
通孔を形成する工程と、
　前記第３の部分と前記第３の部分上に形成された前記伝熱導電層とを貫通する第２の貫
通孔を形成する工程と、
　前記第２の貫通孔の側部と前記伝熱導電層とを被覆する第２の絶縁層を形成する工程と
、
　前記第２の絶縁層を形成した後、前記第２の貫通孔を介し、前記第１の絶縁層上と前記
第２の絶縁層上とに亘って形成された第１の導電膜を形成することで、前記第２の貫通孔
と前記第１の導電膜とから構成される前記第３の貫通電極を形成する工程とを有すること
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を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項９～１４いずれか記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱シートを準備する工程は、前記放熱シートの前記第２の部分の前記絶縁層に、
前記伝熱導電層が露出するように開口部を形成する工程を有し、
　さらに、前記第１の面に第２の導電膜を形成する工程を有しており、
　前記各チップ領域の前記第２の領域に、前記放熱シートの前記第２の部分を接続する工
程は、前記開口部を介して前記第２の導電膜と前記伝熱導電層とを電気的に接続すること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１５記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記第２の導電膜を形成する工程は、
　前記第１の貫通電極と接続するように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１７】
　請求項１０、１２、１４いずれか記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記伝熱導電層を形成する工程は、
　前記第１の絶縁層上に、第３の導電膜を形成する工程と、
　前記第３の導電膜を形成した後、前記第３の導電膜にエッチングを施すことにより、配
線パターンを形成する工程とを有す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、半導体装置及びその製造方法に関するものである。特に本発明は、３次元実
装型の半導体装置及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体装置の小型化の要求を満たすために、単一のパッケージに複数の半導体チ
ップを搭載して半導体装置の実装密度を高めたマルチチップパッケージ（Multi Chip Pac
kage）が用いられている。マルチチップパッケージの一つに、複数の半導体チップを垂直
方向に積層した３次元実装型構造がある。
【０００３】
　しかしながら、複数の半導体チップを垂直方向に積層した３次元実装型構造では、通常
、半導体チップの積層数を増加した場合、半導体チップにおいて発生した熱を放散するこ
とが困難になることがある。
【０００４】
　このため、例えば、特許文献１のように、電熱導電シートを半導体チップ間に配置する
ことで、半導体チップにおいて発生した熱を放散させる技術が提案されている。　特許文
献１の第４実施例には、下層半導体チップ３６と上層半導体チップ３７との間に介挿され
る略矩形状のシールド部３８ｍと、シールド部３８ｍの四端縁から延設され、基板３５に
接続されているリード部３８ｎ、３８ｎ、・・・とを備える伝熱導電シート３８について
開示されている。下層半導体チップ３６、上層半導体チップ３７において発生した熱は、
接触箇所を介して、伝熱導電シート３８に伝わり、シールド部３８ｍ、リード部３８ｎ、
３８ｎ、・・・、及びグランド配線３５ｂを伝導し放散される。
【特許文献１】特開２００４－１１１６５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、半導体チップの積層数が増えるにつれて、上記した従来技術文献に記載
されている技術では、必要とされる十分な放熱量が得られない場合があった。　
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために、本願の代表的な発明の一つは、第１の領域と、第１の
領域を包囲する第２の領域とを有する第１の面と、第１の面の裏面である第２の面とを備
え、第１の面と第２の面とを貫通する第１の貫通電極を有する基板と、第３の面と、第３
の面の裏面である第４の面とを備え、基板の第１の領域上に第１の面と第３の面とが対向
するように搭載され、第３の面と前記第４の面とを貫通し、基板の第１の貫通電極と電気
的に接続された第２の貫通電極を有する第１の半導体チップと、伝熱導電層と伝熱導電層
の表裏に形成された第１の絶縁層及び第２の絶縁層とを備え、第１の絶縁層側の面である
第５の面と、第５の面の裏面である第６の面とを備えており、さらに、第１の半導体チッ
プ上に第４の面と第５の面とが対向するように搭載され、第５の面と第６の面とを貫通し
、第１の半導体チップの第２の貫通電極と電気的に接続された第３の貫通電極を有する第
１の部分と、第１の部分の少なくとも一辺から延在し、基板の前記第２の領域に接続され
た第２の部分とから構成される放熱シートと、第７の面と、第７の面の裏面である第８の
面とを備え、放熱シートの第１の部分上に第１の部分の第６の面と第７の面とが対向する
ように搭載され、第７の面と第８の面とを貫通し、放熱シートの第３の貫通電極と電気的
に接続された第４の貫通電極を有する第２の半導体チップとを有し、放熱シートの第２の
部分の第２の絶縁層は、伝熱導電層の一部が露出するように形成されていることを特徴と
する半導体装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　本願の代表的な発明によれば、半導体チップを積層した３次元実装型の半導体装置の放
熱性を向上することが可能となるため、半導体装置の誤動作を低減することができる半導
体装置を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本願発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、全図面を通
して同様の構成には同様の符号を付与する。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は本願発明の第１の実施形態における半導体装置の構造を示す平面図であり、図２
は図１の線２－２‘での断面図、図３は放熱シート４００を拡大した図である。
【００１０】
　本願発明の第１の実施形態における半導体装置００１は、図１、図２、及び図３に示す
ように、第１の面１１１と第１の面１１１の裏面である第２の面１１２とを備える基板１
０１、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１、基板の第１の面
１１１上に積層された第１の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂ、第１
の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂとの間に形成された第１の部分４
０１と第１の部分４０１の少なくとも一辺から延在し、基板１０１に接続する第２の部分
４０２とを備えた放熱シートとから構成されている。さらに、基板１０１は、第１の面１
１１と第２の面１１２とを貫通する第１の貫通電極１０２を有しており、第１の貫通電極
１０２は、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１と接続してい
る。第１の半導体チップ３０１ａは、第２の貫通電極３０２ａと回路素子３０３ａを有し
ており、第２の貫通電極３０２ａは、上部配線２０２と接続バンプ２０３とを介して第１
の貫通電極１０２と接続している。放熱シート４００の第１の部分４０１は、第３の貫通
電極４０３を有しており、第３の貫通電極４０３は、接続バンプ２０４と接続バンプ２０
５とを介して第２の貫通電極３０２ａと接続している。第２の半導体チップ３０１ｂは、
第４の貫通電極３０２ｂと回路素子３０３ｂを有しており、第４の貫通電極３０２ｂは、
接続バンプ２０６と接続バンプ２０７とを介して第３の貫通電極４０３と接続している。
【００１１】
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　次に、本実施形態における放熱シート４００の構造について説明する。
　放熱シート４００は、図３に示すように、伝熱導電層４０４と、伝熱導電層４０４の表
裏に形成された第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６とから構成されている。伝熱導
電層４０４は、導電体、例えば、銅等で構成されている。第１の絶縁層４０５、第２の絶
縁層４０６は、絶縁体、例えば、ポリイミド等で構成されている。
【００１２】
　第１の部分４０１には、第５の面４１１と第６の面４１２とを貫通する第３の貫通電極
４０３が形成されている。第３の貫通電極４０３は、第５の面４１１と第６の面４１２と
を貫通する第２の貫通孔４０３ａと、第２の貫通孔４０３ａを介し、第５の面４１１上と
第６の面４１２上とに亘って形成された第１の導電膜４０３ｂとから構成されている。第
５の面４１１及び、第６の面４１２に形成された第１の導電膜４０３ｂを所定の配置に設
定することで、接続バンプ２０５、接続バンプ２０６を所定の配置に設定することが可能
となる。さらに、第１の導電膜４０３ｂで被覆された第２の貫通孔ａを充填する第１の導
電体４０３ｃが形成されていることが望ましい。これにより、第３の貫通電極４０３の接
続信頼性を向上させることが可能となる。
【００１３】
　第２の部分４０２の第２の絶縁層４０６は、第２の部分４０２の伝熱導電層４０４の一
部が露出するように形成されている。ここで、説明の都合上、伝熱導電層４０４が露出し
た部分を露出部５０１と称す。
　第２の部分４０２の第１の絶縁層４０５は、第２の部分の伝熱導電層４０４の一部が露
出するように形成されている。第１の絶縁層４０５に形成された露出部に第２の導電体２
０８が充填されており、第２の導電体２０８と基板１０１の第１の面１１１に形成された
第２の導電膜２０９とを介して、伝熱導電層４０４と基板１０１とが接続されている。
【００１４】
　次に、本実施形態の放熱方法について説明する。第１の半導体チップ３０１ａ、第２の
半導体チップ３０１ｂで発生した熱は、放熱シート４００の第１の部分４０１の伝熱導電
層６０４を介して第２の部分４０２の伝熱導電層４０４に伝熱する。その後、導電体２０
８、第２の導電膜２０９とを介して、基板１０１に放出される。
【００１５】
　また、第２の部分４０２の第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６を介して、大気中
に放出される。
　さらに、第２の部分４０２には露出部５０１が形成されているため、熱伝導性の良い伝
熱導電層４０４から直接大気中に放出される。つまり、第１の半導体チップ３０１ａ、第
２の半導体チップ３０１ｂで発生した熱を、第２の絶縁層４０６を介すことなく、熱伝導
性の良い伝熱導電層４０４から、直接大気中に放出することが可能となる。これにより、
半導体装置００１の放熱性を向上させることができ、半導体装置００１の信頼性を向上さ
せることが可能となる。
【００１６】
　次に、本実施形態の放熱シートの変形例について説明する。放熱シート４００の伝熱導
電層４０４は、配線パターンを有している。放熱シート４００の伝熱導電層４０４と第３
の貫通電極４０３、第１の貫通電極１０２と接続させることで、電源やグラウンド、又は
信号を放熱シート４００を介して第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０
１ｂに伝送することが可能となる。これにより、放熱シート４００は、放熱の機能だけで
はなく、配線の機能を有することが可能となる。
【００１７】
　また、本実施形態では、伝熱導電層４０４は一層としているが、伝熱導電層４０４が複
数層で、その伝熱導電層４０４の間に絶縁層が介在されていることが望ましい。これによ
り、例えば、伝熱導電層４０４の一層目を電源用の配線、二層目をグラウンド用の配線、
三層目を信号伝送用の配線とすることで、所定の半導体チップに所定の電源、グラウンド
、信号を伝送することが可能となる。
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【００１８】
　さらに、放熱シートの伝熱導電層４０４の少なくとも一部をグラウンドと接続させるこ
とで、各半導体チップで発生するノイズを遮断することができるため、積層された第１の
半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂとを機能ごとに区分けすることが可
能となる。例えば、第１の半導体チップ３０１ａをロジック回路、第２の半導体チップ３
０１ｂをメモリとする。このとき、伝熱導電層４０４の少なくとも一部は、グラウンドと
接続しているため、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂで発生す
るノイズを機能ごとに遮断することが可能となる。これにより、半導体装置００１の動作
信頼性を向上させることが可能となる。
【００１９】
　また、本実施形態では、放熱シート４００の第２の部分４０２は、第１の部分４０１の
一辺のみから延在しているが、二辺、三辺、四辺から延在することが望ましい。これによ
り、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂから発生した熱を放熱シ
ート４００の第２の部分４０２を介して更なる放熱を行うことが可能となる。
【００２０】
　また、第２の導電膜２０９は、基板１０１の第１の貫通電極１０２の一部と接続してい
ることが望ましい。これにより、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０
１ｂで発生した熱が、貫通電極１０２を介して、実装基板に効率よく放熱することが可能
となる。
【００２１】
　次に、放熱シート４００以外の構成についてそれぞれ説明する。
　基板１０１は、第１の半導体チップ３０１ａが搭載される第１の領域１１１ａと放熱シ
ート４００が接続される第２の領域１１１ｂとを有する第１の面１１１と第２の面１１２
とを備えている。また、基板１０１は、第１の領域１１１ａに搭載される第１の半導体チ
ップ３０１ａと同種の半導体材料（例えばシリコン）で構成されている。基板１０１を第
１の半導体チップ３０１ａと同種の半導体材料で構成することにより、基板１０１、第１
の半導体チップ３０１ａの熱膨張係数を一致することができるので、熱膨張及び熱収縮の
際により応力が生ずる可能性を低減することが可能となる。
【００２２】
　基板１０１には、第１の面１１１と第２の面１１２とを貫通する第１の貫通電極１０２
が形成されている。第１の貫通電極１０２は、搭載される第１の半導体チップ３０１ａ、
及び外部接続端子２０１とに電気的に接続されている。
【００２３】
　基板１０１の第１の面１１１には、第１の貫通電極１０２と接続バンプ２０３とを接続
する上部配線２０２が形成されている。上部配線２０２を所定の位置に形成することで、
接続バンプ２０３を所定の位置に設定することが可能となる。
【００２４】
　第１の面１１１の第２の領域１１１ｂには、第２の導電膜２０８が形成されている。さ
らに、第２の導電膜は、基板１０１の第１の貫通電極１０２と接続していることが望まし
い。これにより、伝熱導電層４０４と第１の貫通電極１０２とを電気的に接続することが
可能となる。
　基板１０１の第２の面１１２には、第１の貫通電極１０２と接続する外部接続端子２０
１が形成されている。外部接続端子２０１は、外部基板への実装の際、外部基板と第１の
貫通電極１０２とを電気的に接続する。
【００２５】
　基板１０１の第１の領域１１１ａ上には、第１の面１１１と第３の面３１１ａとが対向
するように第１の半導体チップ３０１ａが搭載されている。第１の半導体チップ３０１ａ
には、回路素子３０３ａを有する第３の面３１１ａと第４の面３１２ａとを貫通する第２
の貫通電極３０２ａが形成されている。第２の貫通電極３０２ａは、回路素子３０３ａと
電気的に接続されている。また、第２の貫通電極３０２ａは、導電体により構成されてお
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り、例えば、銅、アルミニウム、ポリシリコン等で構成されている。
【００２６】
　第１の半導体チップの第２の貫通電極３０２ａの両端部には、上部配線２０２と接続す
る接続バンプ２０３、接続バンプ２０５と接続する接続バンプ２０４がそれぞれ形成され
ている。接続バンプ２０３、接続バンプ２０４は、導電体、例えば半田もしくは鉛フリー
半田、銅、金等で構成されている。
【００２７】
　第１の半導体チップ３０１ａの第４の面３１２上には、第４の面３１２と第１の部分４
０１の第５の面４１１が対向するように放熱シート４００が搭載されている。放熱シート
４００の第３の貫通電極４０３の両端部には、接続バンプ２０４と接続する接続バンプ２
０５、接続バンプ２０７と接続する接続バンプ２０６がそれぞれ形成されている。なお、
接続バンプ２０５、接続バンプ２０６は、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４と同様の
構成を有するものとする。
【００２８】
　第１の部分４０１の第６の面４１２上には、第６の面４１２と第７の面３１１ｂとが対
向するように第２の半導体チップ３０１ｂが搭載されている。第２の半導体チップ３０１
ｂには、回路素子３０３ｂを有する第５の面３１１ｂと第６の面３１２ｂとを貫通する第
２の貫通電極３０２ｂが形成されている。第２の貫通電極３０２ｂは、回路素子３０３ｂ
と電気的に接続されている。なお、第２の貫通電極３０２ｂは、第２の貫通電極３０２ａ
と同様の構成を有するものとする。
【００２９】
　基板１０１と第１の半導体チップ３０１ａとの間、第１の半導体チップ３０１ａと放熱
シート４００の第１の部分４０１との間、及び放熱シート４００の第１の部分４０１と第
２の半導体チップ３０１ｂとの間には、上部配線２０２、接続バンプ２０３、接続バンプ
２０４、接続バンプ２０５、接続バンプ２０６、接続バンプ２０７、接続バンプ２０８の
側部、回路素子３０３ａ、及び回路素子３０３ｂとを被覆するように封止層６０１が形成
されている。封止層６０１は、絶縁体で構成されており、例えばエポキシ等の固形樹脂、
液状樹脂等で構成されている。上記の部分を被覆することで、所定の部位以外で、上部配
線２０２、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４、接続バンプ２０５、接続バンプ２０６
、接続バンプ２０７、接続バンプ２０８の側部、回路素子３０３ａ、及び回路素子３０３
ｂが接触し、ショートする可能性を低減することができる。さらに、基板１０１と第１の
半導体チップ３０１ａとの間の空間、第１の半導体チップ３０１ａと放熱シートの第１の
部分４０１との間の空間、及び放熱シートの第１の部分４０１と第２の半導体チップ３０
１ｂとの間の空間とを充填するように形成されていることが望ましい。上記の空間を充填
することにより、半導体装置００１のリフロー耐性を向上させることが可能となる。
【００３０】
　次に、本実施形態の半導体装置００１の製造方法について説明する。説明を容易にする
ため、放熱シート４００を形成する工程を第１の工程と称し、第１の半導体チップ３０１
ａ、第２の半導体チップ３０１ｂにそれぞれ第２の貫通電極３０２ａ、第２の貫通電極３
０２ｂ、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４、接続バンプ２０７が形成されるまでの工
程（基板１０１に搭載される前に行われる半導体チップ３０１ａ、半導体チップ３０１ｂ
の製造工程）を第２の工程と称し、それ以降の工程を第３の工程と称し、それぞれ説明す
る。第１の工程は図４で示され、第２の工程は図５で示され、第３の工程は図６で示され
ている。
【００３１】
　まず、第１の工程について説明する。図４は放熱シート４００の製造工程を示す断面図
である。
　まず、図４（ａ）に示すように、絶縁シートである第１の絶縁層４０５を準備する。第
１の絶縁層４０５は、絶縁体、例えば、ポリイミド等で構成されている。また、第１の絶
縁層４０４の形状は、基板１０１との接続方法で決定される。例えば、本実施形態では、
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放熱シート４００の第１の部分４０１の一辺から第２の部分４０２が延在し基板１０１の
第２の領域１１１ｂと接続しているため、放熱シートの第１の部分４０１に相当する第３
の部分４２１と、第１の部分４０１の一辺に接続された第２の部分４０２に相当する第４
の部分４２２により、第１の絶縁層４０５は構成されることになる。また、放熱シート４
００の第１の部分４０１の四辺から第２の部分４０２が延在し基板１０１の第２の領域１
１１ｂと接続する場合は、放熱シート４００の第１の部分４０１に相当する第３の部分４
２１と、第１の部分４０１の四辺と接続された４つの第２の部分４０２に相当する第４の
部分４２２により、第１の絶縁層４０５は構成されることになる。
【００３２】
　次に、第１の絶縁層４０５上に伝熱導電層４０４を形成する。伝熱導電層４０４は、導
電体、例えば、銅やアルミニウム等で構成される。伝熱導電層６０２は、スパッタリング
等により絶縁層６０３ａ上に堆積させることで形成される。さらに、所定の位置にエッチ
ングを施すことにより、所定の配線パターンを形成することが可能となる。
【００３３】
　次に、図４（ｂ）に示すように、伝熱導電層４０４が形成された第１の絶縁層４０５の
第３の部分４２１に第２の貫通孔４０３ａを形成する。第２の貫通孔４０３ａは、パンチ
等の機械的もしくはエッチング等の化学的な方法により形成される。
【００３４】
　次に、第２の貫通孔４０３ａの側部及び伝熱導電層４０４を第２の絶縁層４０６で被覆
する。第２の絶縁層４０６は、絶縁体、例えば、ポリイミドで構成されている。第２の絶
縁層４０６は、印刷法やスピンコート法により形成される。第２の絶縁層４０６により、
伝熱導電層４０４と第３の貫通電極４０３とを電気的に離間することが可能となる。
【００３５】
　次に、第３の部分４２１上に形成された第２の絶縁層４０６の所定の位置にエッチング
を施すことにより、伝熱導電層４０４の一部を露出させる。伝熱導電層４０４の一部を露
出させた露出部５０１を設けることで、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チッ
プ３０１ｂで発生した熱は、第２の絶縁層４０６を介すことなく、熱伝導性の良い伝熱導
電層４０４から、直接大気中に放出することが可能となる。これにより、半導体装置の放
熱を十分に行うことができ、半導体装置の信頼性を向上させることが可能となる。
【００３６】
　次に、図４（ｃ）に示すように、第２の絶縁層４０６で被覆された第２の貫通孔４０３
ａの側部及び第２の絶縁層４０６上に第１の導電膜４０３ｂを形成する。第１の導電膜４
０３ｂは、スパッタリングや化学気相成長法（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｅｒ　Ｄｅｐｏ
ｓｉｔｉｏｎ，ＣＶＤ）により形成される。その後、所定の形状でエッチングされ、第２
の貫通孔４０３ａの側部、第１の絶縁層４０５、及び第２の絶縁層４０６の表面に残存さ
せる。これにより、第２の貫通孔４０３ａと第１の導電膜４０３ｂとから構成される第２
の貫通電極４０３が形成される。
【００３７】
　次に、第４の部分４２２上に形成された第１の絶縁層４０５の所定の位置にエッチング
を施すことにより、伝熱導電層４０４の一部を露出させ、その露出部に、第２の導電体４
０８を形成する。
【００３８】
　次に、第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６上に形成された第１の導電膜４０３ｂ
の所定の位置に接続バンプ２０５、接続バンプ２０６をそれぞれ形成する。接続バンプ２
０５、接続バンプ２０６は、フォトリソエッチングにより第１の導電膜４０３ｂの所定の
位置以外にマスクを形成し、スパッタリング、メッキ等で第１の導電膜４０３ｂ上に導電
体を形成した後、マスクを取り除くことで形成される。
【００３９】
　さらに、第１の導電膜４０３ｂを形成する前に、第２の貫通孔４０３ａの側部に形成さ
れた第２の絶縁層４０６にエッチングを施すことが望ましい。これにより、所定の位置で
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伝熱導電層４０４と第３の貫通電極４０３とを電気的に接続させることができ、第３の貫
通電極４０３を介して、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂに所
定の信号を伝送することが可能となる。
【００４０】
　さらに、第１の導電膜４０３ｂを形成した後、第１の導電膜４０３ｂで被覆された貫通
孔４０３ａに、導電体４０３ｃを充填することが望ましい。これにより、第３の貫通電極
４０３の接続信頼性を向上させることが可能となる。
【００４１】
　次に、第２の工程について説明する。なお、以下では、第１の半導体チップ３０１ａに
第２の貫通電極３０２ａ、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４を形成する工程のみを説
明し、同様の工程である半導体チップ３０１ｂに第４の貫通電極３０２ｂ、接続バンプ２
０７を形成する工程については省略する。
【００４２】
　まず、図５（ａ）に示すように、区画された複数の回路素子領域を有するウエハ３００
を準備する。
　次に、ウエハ３００の回路素子３０３ａを有する第３の面３１１ａに溝部７０１を形成
する。溝部７０１は、例えば、フォトリソエッチングによりマスクを作製した後、ドライ
エッチングで形成される。溝部７０１の深さは、例えば、ウエハの厚さ７６０μｍに対し
て１００μｍ以上である。また、溝部７０１の径は、例えば、１０～２０μｍである。
【００４３】
　次に、図５（ｂ）に示すように、絶縁膜７０２で溝部７０１の側面及び底面を被覆する
。絶縁膜７０２は、例えば、酸化シリコン等の絶縁体で構成されている。絶縁膜７０２は
、ＣＶＤ等により形成される。
　さらに、絶縁膜７０２で被覆された溝部７０１を第４の導電膜７０３で被覆することが
望ましい。第４の導電膜７０３は、例えば銅等の導電体で構成されている。第４の導電膜
７０３は、ＣＶＤ等により形成され、電解メッキ法により形成される第２の導電体７０４
の下地となる。
【００４４】
　次に、絶縁膜７０２、第４の導電膜７０３で被覆された溝部７０１を充填するように第
２の導電体７０４を形成する。第２の導電体７０４は、例えば、銅やアルミニウム、ポリ
シリコン等の導電体で構成されている。第２の導電体７０４は、フォトリソエッチングに
より溝部７０１を除く位置にマスクを形成したのち、電解メッキ法により溝部７０１に導
電体を充填することで形成される。また、別の形成方法として、溝部７０１が形成されて
いる第３の面３１１ａに、電界メッキ法により溝部７０１が充填するまで第２の導電体７
０４を堆積したのち、機械的研磨や化学的機械的研磨（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎ
ｉｃａｌ　Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ，ＣＭＰ）等により、溝部７０１以外に形成された第２の
導電体７０４を除去できるまで、第５の面３１１ａを研磨する方法もある。
【００４５】
　次に、溝部７０１の第２の導電体７０４と回路素子３０３ａとを電気的に接続する配線
を、第３の面３１１ａに形成する（図示せず）。例えば、銅、アルミニウム等の導電膜を
ＣＶＤ等によりウエハ３００の第３の面３１１ａに形成し、フォトリソエッチングでパタ
ーニングすることで、溝部７０１の第２の導電体７０４と回路素子３０３ａとを接続させ
る配線を形成することが可能となる。さらに、回路素子３０３ａの形成工程で、予め電極
パッドを形成しておき、電極パッド部分に溝部７０１、絶縁膜７０２、導電膜７０３、第
２の導電体７０４を形成することが望ましい。これにより、第２の導電体７０４を形成し
た後、回路素子３０３ａと電気的に接続する配線を形成する工程を省くことが可能となる
。
【００４６】
　次に、第３の面３１１ａに、溝部７０１の第２の導電体７０４と接続する接続バンプ２
０３を形成する。接続バンプ２０３は、フォトリソエッチングにより第２の導電体７０４
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を除く位置にマスクを形成し、スパッタリング、メッキ等で第２の導電体７０４の上面に
導電体を形成したのち、マスクを取り除くことで形成される。
【００４７】
　次に、図５（ｃ）に示すように、第３の面３１１ａに形成された接続バンプ２０３を支
持台８０１に取り付け、第４の面３１２ａを、少なくとも第２の導電体７０４が露出する
まで研磨する。この研磨は、例えば、機械的研磨や化学的機械的研磨により行われる。溝
部７０１の第２の導電体７０４が露出することにより、第２の貫通電極３０２ａを形成す
ることができる。第２の貫通電極３０２ａの形成工程は、回路素子３０３ａの形成工程と
同様に半導体プロセスにより形成できるため、製造コストを大幅に増やすことなく第２の
貫通電極３０２ａを作製することが可能となる。さらに、第１の半導体チップ３０１ａに
個片化する前のウエハ３００の厚さが２０～１００μｍになるように研磨することが望ま
しい。上記の条件で研磨を行うことで、第１の半導体チップ３０１ａが割れることを防ぐ
ことができ、かつ第１の半導体チップ３０１ａの薄片化が可能となり半導体装置００１の
実装密度を高めることが可能となる。
【００４８】
　次に、図５（ｄ）に示すように、第４の面３１２ａに、第２の貫通電極３０２ａと接続
する接続バンプ２０４を形成する。なお、接続バンプ２０４の作製方法については、接続
バンプ２０３と同様の方法を有する。
【００４９】
　最後に、図５（ｅ）に示すように、複数の回路素子領域が形成されたウエハ３００を、
例えば機械的な工程により、各回路素子領域ごとに個片に分割することで、接続バンプ２
０３、接続バンプ２０４と接続した半導体チップ３０１ａが形成される。
【００５０】
　なお、上記の第１の工程では、第３の面３１１ａに接続バンプ２０３を形成後、第４の
面３１２ａを研磨し、第４の面３１２ａに接続バンプ２０４を形成しているが、第４の面
３１２ａを研磨した後、第３の面３１１ａと第４の面３１２ａにそれぞれ接続バンプ２０
３、接続バンプ２０４を形成しても良い。また、第１の半導体チップ３０１ａは、第２の
貫通電極３０２ａを介して、第２の半導体チップ３０１ｂや基板１０１との接続している
ため、回路素子３０３ａは第３の面３１１ａ、第４の面３１２ａのどちらに形成されてい
ても良い。
【００５１】
　次に、本実施形態の第２の工程について説明する。
　まず、図６（ａ）に示すように、第１の半導体チップ３０１ａが搭載される第１の領域
１１１ａと放熱シート４００が接続される第２の領域１１１ｂとを有する第１の面１１１
と第２の面１１２と、第１の面１１１と第２の面１１２とを貫通する第１の貫通電極１０
２とを備えた複数のチップ領域がマトリックス状に複数形成されたウエハ１００を準備す
る。なお、第１の貫通電極１０２の作製方法は、本実施形態のウエハ３００の第２の貫通
電極３０２ａの作製方法と同様の方法である。
【００５２】
　次に、ウエハ１００の第１の面１１１に上部配線２０２、及び第２の導電膜２０９を形
成する。導電膜をスパッタリングにより、ウエハ１００の第１の面に１１１に形成し、フ
ォトリソエッチングでパターニングすることによって、ウエハ１００の第１の面１１１に
上部配線２０２、及び第２の導電膜２０９を形成する。
【００５３】
　次に、図６（ｂ）に示すように、ウエハ１００の第１の領域１１１ａに、ウエハ１００
の複数のチップ領域ごとに第１の半導体チップ３０１ａを搭載する。このとき、上部配線
２０２と接続バンプ２０３が接続するように搭載する。
【００５４】
　次に、第１の半導体チップ３０１上に放熱シート４００を搭載する。このとき、放熱シ
ート４００に形成されている接続バンプ２０５と第１の半導体チップ３０１ａの接続バン
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プ２０４とを接続するように搭載する。また、放熱シート４００の第２の導電体４０８と
基板１０１の第２の導電膜２０９とが接続させる。このとき、ボンディングツール８０２
を用いて、放熱シート４００の上部から圧しつけることで接続させる。
【００５５】
　次に、図６（ｃ）に示すように、放熱シート４００に第２の半導体チップ３０１ｂを搭
載する。このとき、接続バンプ２０６と接続バンプ２０７が接続するように搭載する。
【００５６】
　次に、ウエハ１００、第１の半導体チップ３０１ａ、放熱シート４００、第２の半導体
チップ３０１ｂの側部から、封止層６０１をウエハ１００と第１の半導体チップ３０１ａ
との間、第１の半導体チップ３０１ａと放熱シート４００との間、及び放熱シート４００
と第２の半導体チップ３０１ｂとの間に注入する。第１の半導体チップ３０１ａ、放熱シ
ート４００、第２の半導体チップ３０１ｂを搭載してから、一括して封止層６０１を注入
しても良いし、第１の半導体チップ３０１ａ、放熱シート４００、第２の半導体チップ３
０１ｂを、随時、封止層６０１を注入ながら積層、接続しても良い。
【００５７】
　次に、図６（ｄ）に示すように、基板１０１の第１の貫通電極１０２と接続する外部接
続端子２０１を形成する。
　最後に、図６（ｅ）に示すように、例えば機械的な工程により、ウエハ１００をチップ
領域ごとに個片化することで、半導体装置００１が得られる。
【００５８】
（第２の実施形態）
　図７は本願発明の第２の実施形態における半導体装置の構造を示す平面図であり、図８
は図７の線８－８‘での断面図、図９は放熱シート４００を拡大した図である。
【００５９】
　本願発明の第２の実施形態における半導体装置００１は、図７、図８、及び図９に示す
ように、第１の面１１１と第１の面１１１の裏面である第２の面１１２とを備える基板１
０１、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１、基板の第１の面
１１１上に積層された第１の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂ、第１
の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂとの間に形成された第１の部分４
０１と第１の部分４０１の少なくとも一辺から延在し、基板１０１に接続する第２の部分
４０２とを備えた放熱シートとから構成されている。さらに、基板１０１は、第１の面１
１１と第２の面１１２とを貫通する第１の貫通電極１０２を有しており、第１の貫通電極
１０２は、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１と接続してい
る。第１の半導体チップ３０１ａは、第２の貫通電極３０２ａと回路素子３０３ａを有し
ており、第２の貫通電極３０２ａは、上部配線２０２と接続バンプ２０３とを介して第１
の貫通電極１０２と接続している。放熱シート４００の第１の部分４０１は、第３の貫通
電極４０３を有しており、第３の貫通電極４０３は、接続バンプ２０４と接続バンプ２０
５とを介して第２の貫通電極３０２ａと接続している。第２の半導体チップ３０１ｂは、
第４の貫通電極３０２ｂと回路素子３０３ｂを有しており、第４の貫通電極３０２ｂは、
接続バンプ２０６と接続バンプ２０７とを介して第３の貫通電極４０３と接続している。
【００６０】
　次に、本実施形態における放熱シート４００の構造について説明する。
　放熱シート４００は、図９に示すように、伝熱導電層４０４と、伝熱導電層４０４の表
裏に形成された第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６とから構成されている。
　第２の部分４０２の第２の絶縁層４０６上には、突起物５０２が形成されている。突起
物５０２は、絶縁体で構成されている。
　なお、放熱シート４００の他の構成については、第１の実施形態の放熱シート４００と
同様の構成を有するものとする。
【００６１】
　次に、本実施形態の放熱方法について説明する。第１の半導体チップ３０１ａ、第２の
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半導体チップ３０１ｂで発生した熱は、放熱シート４００の第１の部分４０１の伝熱導電
層６０４を介して第２の部分４０２の伝熱導電層４０４に伝熱する。その後、導電体２０
８、第２の導電膜２０９とを介して、基板１０１に放出される。
【００６２】
　また、第２の部分４０２の第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６を介して、大気中
に放出される。
　さらに、第２の部分４０２には突起物５０２が形成されているため、突起物５０２の表
面からも大気中に放出される。つまり、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チッ
プ３０１ｂで発生した熱を、突起物５０２により実質的に表面積が大きくなる第２の絶縁
層４０６を介して、大気中に放出することが可能となる。これにより、半導体装置００１
の放熱性を向上させることができ、半導体装置００１の信頼性を向上させることが可能と
なる。
　なお、放熱シート４００以外の構成については、第１の実施形態と同様の構成を有する
ものとする。
【００６３】
　次に、本実施形態の半導体装置の製造方法について説明する。第１の半導体チップ３０
１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂにそれぞれ第２の貫通電極３０２ａ、第２の貫通電極
３０２ｂ、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４、接続バンプ２０７が形成されるまでの
工程（基板１０１に搭載される前に行われる半導体チップ３０１ａ、半導体チップ３０１
ｂの製造工程）は、第１の実施形態の第２の工程と同様の方法を有し、それ以降の工程は
、第１の実施形態の第３の工程と同様の方法を有するため、ここでは説明せず、放熱シー
トを形成する工程である第１の工程のみを説明する。
【００６４】
　第１の工程について説明する。図１０は放熱シート４００の製造工程を示す断面図であ
る。
　まず、図１０（ａ）に示すように、絶縁シートである第１の絶縁層４０５を準備する。
第１の絶縁層４０５は、第１の実施形態の第１の絶縁層４０５と同様の構成を有するもの
とする。
　次に、第１の絶縁層４０５上に伝熱導電層４０４を形成する。伝熱導電層４０４の製造
方法は、第１の実施形態の伝熱導電層４０４と同様の方法を有する。
【００６５】
　次に、図１０（ｂ）に示すように、伝熱導電層４０４が形成された第１の絶縁層４０５
の第３の部分４２１に第２の貫通孔４０３ａを形成する。第２の貫通孔４０３ａの製造方
法は、第１の実施形態の第２の貫通孔４０３ａと同様の方法を有する。
【００６６】
　次に、第２の貫通孔４０３ａの側部及び伝熱導電層４０４を第２の絶縁層４０６で被覆
する。第２の絶縁層４０６の製造方法は、第１の実施形態の第２の絶縁層４０６と同様の
方法を有する。
【００６７】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、第２の絶縁層４０６で被覆された第２の貫通孔４０
３ａの側部及び第１の部分４０１の第１の絶縁層４０５及び第２の絶縁層４０６上の一部
に第１の導電膜４０３ｂを形成する。第１の導電膜４０３ｂの製造方法は、第１の実施形
態の第１の導電膜４０３ｂと同様の方法を有する。
【００６８】
　次に、第２の部分４０２の第２の絶縁層４０６上に、突起物５０２を形成する。これに
より、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂで発生した熱を、突起
物５０２により実質的に表面積が大きくなる第２の絶縁層４０６を介して、大気中に放出
することが可能となる。
【００６９】
　次に、第４の部分４２２上に形成された第１の絶縁層４０５の所定の位置にエッチング
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を施すことにより、伝熱導電層４０４の一部を露出させ、その露出部に、第２の導電体４
０８を形成する。
　次に、第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６上に形成された第１の導電膜４０３ｂ
の所定の位置に接続バンプ２０５、接続バンプ２０６をそれぞれ形成する。接続バンプ２
０５、接続バンプ２０６の製造方法は、第１の実施形態の接続バンプ２０５、接続バンプ
２０６と同様の方法を有する。
【００７０】
　以上の工程により作製される放熱シート４００、及び第１の実施形態の半導体装置００
１の製造方法と同様の方法を用いることで、第２の実施形態の半導体装置００１を得るこ
とが可能となる。
【００７１】
（第３の実施形態）
　図１１は本願発明の第３の実施形態における半導体装置の構造を示すために、封止体を
取り除いた平面図であり、図１２は図１の線１１－１１‘での断面図、図１３は放熱シー
ト４００を拡大した図である。
【００７２】
　本願発明の第３の実施形態における半導体装置００１は、図１１、図１２、及び図１３
に示すように、第１の面１１１と第１の面１１１の裏面である第２の面１１２とを備える
基板１０１、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１、基板１０
１の第１の面１１１上に積層された第１の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３
０１ｂ、第１の半導体チップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂとの間に形成された
第１の部分４０１と第１の部分４０１の少なくとも一辺から延在し、基板１０１に接続す
る第２の部分４０２とを備えた放熱シートとから構成されている。さらに、基板１０１は
、第１の面１１１と第２の面１１２とを貫通する第１の貫通電極１０２を有しており、第
１の貫通電極１０２は、基板１０１の第２の面１１２上に形成された外部接続端子２０１
と接続している。第１の半導体チップ３０１ａは、第２の貫通電極３０２ａと回路素子３
０３ａを有しており、第２の貫通電極３０２ａは、上部配線２０２と接続バンプ２０３と
を介して第１の貫通電極１０２と接続している。放熱シート４００の第１の部分４０１は
、第３の貫通電極４０３を有しており、第３の貫通電極４０３は、接続バンプ２０４と接
続バンプ２０５とを介して第２の貫通電極３０２ａと接続している。第２の半導体チップ
３０１ｂは、第４の貫通電極３０２ｂと回路素子３０３ｂを有しており、第４の貫通電極
３０２ｂは、接続バンプ２０６と接続バンプ２０７とを介して第３の貫通電極４０３と接
続している。さらに、基板１００の第１の面１１１と第１の半導体チップ３０１ａと放熱
シート４００及び第２の半導体チップ３０１ｂを被覆する封止体６０２が形成されている
。
【００７３】
　次に、本実施形態における放熱シート４００の構造について説明する。
　放熱シート４００は、図１３に示すように、伝熱導電層４０４と、伝熱導電層４０４の
表裏に形成された第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６とから構成されている。
【００７４】
　第２の部分４０２には、第５の面２０５と第６の面２０６とを貫通する第１の貫通孔５
０３が形成されている。放熱シート４００はフレキシブルな構成を有するため、封止体形
成の際に放熱シート４００が一部裂けることで放熱効果が減少してしまう可能性がある。
しかしながら、第１の貫通孔５０３を設けることで、封止体形成の際に放熱シート４００
が受ける圧力を緩和することができるため、放熱効果を低減させることなく放熱シート４
００を半導体装置００１に搭載することが可能となる。また、貫通孔５０３の形状、孔数
、配置は、封止体形成の際に放熱シート４００が受ける圧力に応じて、所定の形状、孔数
、配置に予め設定される。
　なお、放熱シート４００の他の構成については、第１の実施形態の放熱シート４００と
同様の構成を有するものとする。
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【００７５】
　次に、本実施形態の放熱方法について説明する。第１の半導体チップ３０１ａ、第２の
半導体チップ３０１ｂで発生した熱は、放熱シート４００の第１の部分４０１の伝熱導電
層６０４を介して第２の部分４０２の伝熱導電層４０４に伝熱する。その後、導電体２０
８、第２の導電膜２０９とを介して、基板１０１に放出される。
【００７６】
　また、第２の部分４０２の第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６を介して、封止体
６０２に放出される。
　さらに、第２の部分４０２には第１の貫通孔５０３が形成されているため、封止体形成
の際に放熱シート４００が一部避ける可能性を低減できる。つまり、封止体６０２を形成
した場合であっても、第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂで発生
した熱を、第２の部分４０２の第２の絶縁層４０６から封止体６０２、基板１０１に放出
することが可能となる。これにより、封止体６０２を形成した場合であっても、半導体装
置００１の放熱性を低減させることのない半導体装置００１を提供することが可能となる
。
【００７７】
　次に、放熱シート４００以外の構成について説明する。
　図１２に示すように、基板１０１の第１の面１１１及び第１の半導体チップ３０１ａ、
第２の半導体チップ３０１ｂのまわりには、封止体６０２が、少なくとも第１の半導体チ
ップ３０１ａと第２の半導体チップ３０１ｂと第１の面１１１と上部配線２０２とを被覆
するように形成されている。封止体６０２は、絶縁体で構成されており、例えば、エポキ
シ樹脂等で構成されている。さらに、封止体６０２は、封止層６０１によって封止された
基板１０１と第１の半導体チップ３０１ａとの間の空間、第１の半導体チップ３０１ａと
放熱シートの第１の部分４０１との間の空間、及び放熱シートの第１の部分４０１と第２
の半導体チップ３０１ｂとの間の空間のうち、封止漏れの可能性がある部分についても封
止するように形成されるため、半導体装置００１のリフロー耐性を向上させることが可能
となる。
【００７８】
　さらに、封止体６０２は、材料にセラミックを含んでいることが望ましい。これにより
、半導体装置００１の放熱性を向上させることが可能となる。
　なお、封止体６０２以外の構成については、第１の実施形態と同様の構成を有するもの
とする。
【００７９】
　次に、本実施形態の半導体装置の製造方法について説明する。第１の半導体チップ３０
１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂにそれぞれ第２の貫通電極３０２ａ、第２の貫通電極
３０２ｂ、接続バンプ２０３、接続バンプ２０４、接続バンプ２０７が形成されるまでの
工程（基板１０１に搭載される前に行われる半導体チップ３０１ａ、半導体チップ３０１
ｂの製造工程）は、第１の実施形態の第２の工程と同様の方法を有するため、ここでは説
明せず、放熱シートを形成する工程である第１の工程、第２の工程以降の工程である第３
の工程を説明する。第１の工程は、図１４で示され、第３の工程は図１５で示されている
。なお、第３の工程について、基板１０１を準備する工程から封止層６０１を形成する工
程までは、第１の実施形態の第３の工程（図６（ａ）～図６（ｄ））と同様の工程を有す
るため、ここでは説明を省略する。
【００８０】
　まず、第１の工程について説明する。図１４は放熱シート４００の製造工程を示す断面
図である。
　まず、図１４（ａ）に示すように、絶縁シートである第１の絶縁層４０５を準備する。
第１の絶縁層４０５は、第１の実施形態の第１の絶縁層４０５と同様の構成を有するもの
とする。
　次に、第１の絶縁層４０５上に伝熱導電層４０４を形成する。伝熱導電層４０４の製造
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方法は、第１の実施形態の伝熱導電層４０４と同様の方法を有する。
【００８１】
　次に、図１４（ｂ）に示すように、伝熱導電層４０４が形成された第１の絶縁層４０５
の第３の部分４１１に第２の貫通孔４０３ａを形成する。第２の貫通孔４０３ａの製造方
法は、第１の実施形態の第２の貫通孔４０３ａと同様の方法を有する。
【００８２】
　次に、第２の貫通孔４０３ａの側部及び伝熱導電層４０４を第２の絶縁層４０６で被覆
する。第２の絶縁層４０６の製造方法は、第１の実施形態の第２の絶縁層４０６と同様の
方法を有する。
【００８３】
　次に、図１４（ｃ）に示すように、第２の絶縁層４０６で被覆された第２の貫通孔４０
３ａの側部及び第３の部分４１１の第１の絶縁層４０５及び第２の絶縁層４０６上の一部
に第１の導電膜４０３ｂを形成する。第１の導電膜４０３ｂの製造方法は、第１の実施形
態の第１の導電膜４０３ｂと同様の方法を有する。
【００８４】
　次に、第２の部分４０２に、第１の貫通孔５０３を形成する。第１の貫通孔５０３は、
パンチ等の機械的もしくはエッチング等の化学的な方法により形成される。これにより、
第１の半導体チップ３０１ａ、第２の半導体チップ３０１ｂで発生した熱は、放熱シート
の一部避けることによる放熱効果の減少を引き起こすことなく、第２の部分４０２の第２
の絶縁層４０６から封止体、基板１０１に放出することが可能となる。
【００８５】
　次に、第４の部分４２２上に形成された第１の絶縁層４０５の所定の位置にエッチング
を施すことにより、伝熱導電層４０４の一部を露出させ、その露出部に、第２の導電体４
０８を形成する。
　次に、第１の絶縁層４０５、第２の絶縁層４０６上に形成された第１の導電膜４０３ｂ
の所定の位置に接続バンプ２０５、接続バンプ２０６をそれぞれ形成する。接続バンプ２
０５、接続バンプ２０６の製造方法は、第１の実施形態の接続バンプ２０５、接続バンプ
２０６と同様の方法を有する。
【００８６】
　次に、本実施形態の第３の工程について説明する。
　まず、基板１０１を準備する工程から封止層６０１を形成する工程までは、第１の実施
形態の第３の工程（図６（ａ）～図６（ｄ））と同様の工程を有する。
【００８７】
　次に、図１５（ａ）に示すように、ウエハ１００の第１の面１１１と上部配線２０２と
第１の半導体チップ３０１ａと放熱シート４００と第２の半導体チップ３０１ｂとを被覆
するように封止体６０２を形成する。
　次に、封止体６０２の上面を研磨する。この研磨は、例えば、機械的研磨や化学的機械
的研磨により行われる。さらに、第２の半導体チップ３０１ｂの第８の面３１２ｂと封止
体６０２の上面との距離が１００μｍ以下になるように研磨することが望ましい。これに
より、半導体装置００１の実装密度を高めることが可能となる。
【００８８】
　次に、図１５（ｂ）に示すように、基板１０１の第１の貫通電極１０２と接続する外部
接続端子２０１を形成する。
　最後に、図１５（ｃ）に示すように、例えば機械的な工程により、ウエハ１００をチッ
プ領域ごとに個片化することで、半導体装置００１が得られる。
【００８９】
　以上、本願発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明してきたが、具体的な構成
は本実施形態に限られるものではなく、本願発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更等
があってもよい。例えば、本実施形態では、第１の半導体チップ３０１ａと第２の半導体
チップ３０１ｂとの間に放熱シート４００を配置した構成について説明したが、もちろん
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ート４００を準備し、各半導体チップの間にそれぞれ配置しても良い。積層数が増えるに
つれて発熱量が上昇するため、半導体チップ積層数の多い半導体装置ほど、本願発明の効
果である放熱性の向上は顕著となる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】第１の実施形態の半導体装置の構造を説明する平面図である。
【図２】第１の実施形態の半導体装置の構造を説明する断面図である。
【図３】第１の実施形態の半導体装置の構造における放熱方法を説明する断面図である。
【図４】第１の実施形態の半導体装置の製造方法における第１の工程を説明する工程図で
ある。
【図５】第１の実施形態の半導体装置の製造方法における第２の工程を説明する工程図で
ある。
【図６】第１の実施形態の半導体装置の製造方法における第３の工程を説明する工程図で
ある。
【図７】第２の実施形態の半導体装置の構造を説明する平面図である。
【図８】第２の実施形態の半導体装置の構造を説明する断面図である。
【図９】第２の実施形態の半導体装置の構造における放熱方法を説明する断面図である。
【図１０】第２の実施形態の半導体装置の製造方法における第１の工程を説明する工程図
である。
【図１１】第３の実施形態の半導体装置の構造を説明する平面図である。
【図１２】第３の実施形態の半導体装置の構造を説明する断面図である。
【図１３】第３の実施形態の半導体装置の構造における放熱方法を説明する断面図である
。
【図１４】第３の実施形態の半導体装置の製造方法における第１の工程を説明する工程図
である。
【図１５】第３の実施形態の半導体装置の製造方法における第３の工程を説明する工程図
である。
【符号の説明】
【００９１】
００１　半導体装置
１０１　基板
２０２　上部配線
３０１ｂ　第２の半導体チップ
３０２ｂ　第４の貫通電極
４００　放熱シート
５０１　露出部
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】
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