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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の半導体素子、及び一方の平面に前記第１の半導体素子が実装され、他方の平面に
プリント配線板に電気的に接続される導体からなるパッドが複数形成された第１の配線基
板を有する第１の半導体パッケージと、
　第２の半導体素子、一方の平面に前記第２の半導体素子が実装された第２の配線基板、
及び前記第２の半導体素子を封止する第１の封止樹脂を有する第２の半導体パッケージと
、
　前記第１の配線基板と前記第２の配線基板とを電気的に接続する金属ワイヤと、
　前記第１の半導体素子、前記金属ワイヤ及び前記第２の半導体パッケージを封止する第
２の封止樹脂と、
　前記第１の半導体パッケージと前記第２の半導体パッケージとの間に介在され、前記第
１及び第２の封止樹脂よりも線膨張係数が大きい板部材と、を備えたことを特徴とする積
層型半導体装置。
【請求項２】
　前記板部材は、前記第１の配線基板の平面に垂直な方向から見て、前記第１の配線基板
の面積よりも小面積であり、且つ前記第１の配線基板の領域内に配置された板本体と、前
記板本体から、前記複数のパッドのうち前記第１の配線基板の隅部に配置された隅部パッ
ドの位置まで突出する突出片と、を有することを特徴とする請求項１に記載の積層型半導
体装置。
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【請求項３】
　前記第２の配線基板は、前記第１の配線基板の平面に垂直な方向から見て、前記第１の
配線基板よりも小面積であり、且つ前記第１の配線基板の領域内に配置され、
　前記板本体は、前記第１の配線基板の平面に垂直な方向から見て、前記第２の配線基板
の面積以下の面積であり、且つ前記第２の配線基板の領域内に配置されていることを特徴
とする請求項２に記載の積層型半導体装置。
【請求項４】
　前記突出片は、前記第１の配線基板の平面に垂直な方向から見て、前記隅部パッドの外
形を覆う大きさに形成された先端部と、前記板本体と前記先端部とを連結し、前記先端部
よりも幅狭に形成された連結部とを有することを特徴とする請求項２又は３に記載の積層
型半導体装置。
【請求項５】
　前記突出片は、前記板本体よりも厚く形成されていることを特徴とする請求項２乃至４
のいずれか１項に記載の積層型半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の積層型半導体装置と、
　前記積層型半導体装置が実装されたプリント配線板と、を備えたことを特徴とするプリ
ント回路板。
【請求項７】
　第１の半導体素子、及び一方の平面に前記第１の半導体素子が実装され、他方の平面に
プリント配線板に電気的に接続される導体からなるパッドが複数形成された第１の配線基
板を有する第１の半導体パッケージと、第２の半導体素子、一方の平面に前記第２の半導
体素子が実装された第２の配線基板、及び前記第２の半導体素子を封止する第１の封止樹
脂を有する第２の半導体パッケージと、を備えた積層型半導体装置の製造方法において、
　前記第１の封止樹脂よりも線膨張係数の大きい板部材を、複数並べて配置した前記第１
の半導体パッケージ上に各々供給して、前記各板部材を前記各第１の半導体パッケージに
それぞれ固着する第１の固着工程と、
　前記各板部材上に、それぞれ前記第２の半導体パッケージを供給し、前記各第２の半導
体パッケージを前記各板部材にそれぞれ固着する第２の固着工程と、
　前記各第１の配線基板と前記各第２の配線基板とをそれぞれ金属ワイヤで電気的に接続
するワイヤボンディング工程と、
　前記各第１の半導体素子、前記各金属ワイヤ及び前記各第２の半導体パッケージを、前
記板部材よりも線膨張係数が小さい第２の封止樹脂で一括封止する封止工程と、
　前記第２の封止樹脂を切断して個々の積層型半導体装置に個片化する個片化工程と、
　を備えたことを特徴とする積層型半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記各板部材が、前記第１の配線基板の平面に垂直な方向から見て、前記第１の配線基
板よりも小面積であり、且つ前記第１の配線基板の領域内に配置される板本体と、前記板
本体から、前記複数のパッドのうち前記第１の配線基板の隅部に配置された隅部パッドの
位置まで突出する突出片と、を有しており、
　前記第１の固着工程では、前記各板部材の板本体を前記各第１の半導体パッケージにそ
れぞれ固着し、
　前記第２の固着工程では、前記各第２の半導体パッケージを前記各板部材の板本体にそ
れぞれ固着することを特徴とする請求項７に記載の積層型半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の固着工程では、検査済みの前記複数の第１の半導体パッケージ上に、前記複
数の板部材が連結された状態のシート状板材を供給し、
　前記個片化工程では、前記第２の封止樹脂と共に前記シート状板材を切断することを特
徴とする請求項８に記載の積層型半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１の半導体パッケージ上に第２の半導体パッケージを積層した積層型半導
体装置、積層型半導体装置を有するプリント回路板及び積層型半導体装置の製造方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　携帯情報機器やデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ等の電子機器の小型化及
び高機能化に伴って、半導体装置の高密度化及び小型化が要求されている。これらの要求
に応えるため、積層型半導体装置の開発が行われている。
【０００３】
　積層型半導体装置としては、半導体素子を複数積層する、ＭＣＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｈｉ
ｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積層型半導体装置が存在する。しかしながら、半導体素子単体
に対して動作検査を行うことは難しいため、ＭＣＰ型の積層型半導体装置が完成するまで
、内部の複数の半導体素子が動作するか分からない。そのため、最終的なＭＣＰ型の積層
型半導体装置の歩留まりは、各々の半導体素子の良品率の掛け合わせになるため、大きく
低下する。また積層する半導体素子の数が増えるほど、この歩留まり低下はさらに高くな
る。
【０００４】
　一方で半導体素子は、半導体パッケージに内蔵された状態ならば動作検査が容易なため
、歩留まり高く積層型半導体装置を製造するためには、動作検査済みで良品保証されてい
る半導体パッケージを積層するのが望ましい。
【０００５】
　そこで、積層型半導体装置として、ＰｉＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）
型のものが開発されている（特許文献１参照）。この種の積層型半導体装置は、第１の半
導体パッケージに樹脂封止された第２の半導体パッケージを積層して、第１の半導体パッ
ケージの半導体素子と共に第２の半導体パッケージを樹脂封止して構成されている。そし
て、第１の半導体パッケージの配線基板と第２の半導体パッケージの配線基板とは、金属
ワイヤで接続されている。
【０００６】
　上記特許文献１で提案されているＰｉＰ型の積層型半導体装置は、複数の半導体素子を
積層するＭＣＰ型の積層型半導体装置に比べ、封止樹脂の厚さが大きくなる。例えば、Ｍ
ＣＰ型の積層型半導体装置における複数の半導体素子は、５０μｍ～１００μｍ程度の厚
みであるが、ＰｉＰ型の積層型半導体装置では、第２の半導体パッケージが５００μｍ以
上の厚みとなる。そのため、ＰｉＰ型の積層型半導体装置は、第２の半導体パッケージの
封止樹脂も含めて、積層型半導体装置の体積に占める封止樹脂の体積の割合が非常に大き
くなる。
【０００７】
　ところで、半導体素子は、Ｓｉ等の半導体で構成されている。一方、半導体素子に電気
接続される半導体パッケージの配線基板は、半導体素子よりも線膨張係数の大きい有機材
料や、配線層としての銅箔で構成されている。
【０００８】
　そこで、一般的に封止樹脂材料は、半導体素子と配線基板との線膨張係数の不整合を低
減し、半導体素子と配線基板との電気接続部を保護するため、半導体素子の線膨張係数に
近づけたものが選定される。そのため、ＰｉＰ型の積層型半導体装置では、ＭＣＰ型の積
層型半導体装置と比べ、熱膨張が非常に低くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第４５９４７７７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上述したような積層型半導体装置は、携帯情報機器やデジタルスチルカメラ、デジタル
ビデオカメラ等の電子機器中で外部接続端子としてはんだボールを介し、プリント配線板
であるメイン基板に電気的に接続される。メイン基板は、積層型半導体装置の半導体素子
や封止樹脂よりも線膨張係数の高いガラスエポキシ樹脂（１３～４０ｐｐｍ）や配線の銅
箔（１５～２０ｐｐｍ）で構成されている。使用環境や電子機器の内部の電子部品や半導
体装置の動作時の発熱により、電子機器の内部で温度上昇が発生すると、積層型半導体装
置及びメイン基板は熱膨張する。
【００１１】
　ところが、ＰｉＰ型の積層型半導体装置は、ＭＣＰ型の積層型半導体装置と比較して、
積層型半導体装置の全体の体積に占める封止樹脂の体積の割合が非常に大きい。また封止
樹脂の線膨張係数は、メイン基板と比べて非常に低いため、ＰｉＰ型の積層型半導体装置
は、メイン基板と比較して熱膨張が小さい。
【００１２】
　そのため、積層型半導体装置及びメイン基板の熱膨張時には、はんだボール等の外部接
続端子と配線基板との接続面は、外部接続端子とメイン基板との接続面と比べて変位量が
小さい。この変位量の差により、はんだボール等の外部接続端子には大きな歪みが生じ、
この歪みが外部接続端子に金属疲労として蓄積される。
【００１３】
　そして電子機器の動作の繰り返しに伴い、歪みの発生が繰り返されることで外部接続端
子には金属疲労が蓄積し、最終的に外部接続端子は破断してしまう。特に積層型半導体装
置の隅部に位置する外部接続端子は積層型半導体装置の中心から最も距離が遠いため、積
層型半導体装置とメイン基板の変位の差が最も大きくなり、最も高い歪みが生じる。結果
として、積層型半導体装置とメイン基板との間の外部接続端子の中で、最も早期に破断を
引き起こす可能性が高い。
【００１４】
　このように、ＰｉＰ型の積層型半導体装置では、線膨張係数の低い封止樹脂で封止した
半導体パッケージをさらに封止樹脂で封止した構造であるために、メイン基板へ接続後の
積層型半導体装置の接続信頼性が低くなる問題があった。
【００１５】
　そこで、本発明は、積層型半導体装置とプリント配線板との接続信頼性を向上させるこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の積層型半導体装置は、第１の半導体素子、及び一方の平面に前記第１の半導体
素子が実装され、他方の平面にプリント配線板に電気的に接続される導体からなるパッド
が複数形成された第１の配線基板を有する第１の半導体パッケージと、第２の半導体素子
、一方の平面に前記第２の半導体素子が実装された第２の配線基板、及び前記第２の半導
体素子を封止する第１の封止樹脂を有する第２の半導体パッケージと、前記第１の配線基
板と前記第２の配線基板とを電気的に接続する金属ワイヤと、前記第１の半導体素子、前
記金属ワイヤ及び前記第２の半導体パッケージを封止する第２の封止樹脂と、前記第１の
半導体パッケージと前記第２の半導体パッケージとの間に介在され、前記第１及び第２の
封止樹脂よりも線膨張係数が大きい板部材と、を備えたことを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の積層型半導体装置の製造方法は、第１の半導体素子、及び一方の平面に
前記第１の半導体素子が実装され、他方の平面にプリント配線板に電気的に接続される導
体からなるパッドが複数形成された第１の配線基板を有する第１の半導体パッケージと、
第２の半導体素子、一方の平面に前記第２の半導体素子が実装された第２の配線基板、及
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び前記第２の半導体素子を封止する第１の封止樹脂を有する第２の半導体パッケージと、
を備えた積層型半導体装置の製造方法において、前記第１の封止樹脂よりも線膨張係数の
大きい板部材を、複数並べて配置した前記第１の半導体パッケージ上に各々供給して、前
記各板部材を前記各第１の半導体パッケージにそれぞれ固着する第１の固着工程と、前記
各板部材上に、それぞれ前記第２の半導体パッケージを供給し、前記各第２の半導体パッ
ケージを前記各板部材にそれぞれ固着する第２の固着工程と、前記各第１の配線基板と前
記各第２の配線基板とをそれぞれ金属ワイヤで電気的に接続するワイヤボンディング工程
と、前記各第１の半導体素子、前記各金属ワイヤ及び前記各第２の半導体パッケージを、
前記板部材よりも線膨張係数が小さい第２の封止樹脂で一括封止する封止工程と、前記第
２の封止樹脂を切断して個々の積層型半導体装置に個片化する個片化工程と、を備えたこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、第１及び第２の封止樹脂よりも線膨張係数が大きい板部材が、第１の
半導体パッケージと第２の半導体パッケージとの間に介在されるので、板部材の周囲の熱
膨張による変位を増加させることができる。これにより、第１の配線基板の熱膨張による
変位を増加させることができる。したがって、第１の配線基板の一方の面の変位量と、こ
れに対向するプリント配線板の面の変位量との変位差が小さくなり、パッドに接続される
外部接続端子にかかる歪力を低減することができ、プリント配線板との接続の信頼性を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成を示
す説明図であり、（ａ）は積層型半導体装置の平面図、（ｂ）は積層型半導体装置の底面
図である。
【図２】図１（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態にかかるプリント回路板の積層型半導体装置の製造工程の
一例を示す説明図である。
【図４】本発明の第１実施形態にかかるプリント回路板の積層型半導体装置の製造工程の
一例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置と、板部材を用
いない積層型半導体装置との外部接続端子に発生するせん断応力の比較結果を示すグラフ
である。
【図６】本発明の第２実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成を示
す説明図であり、（ａ）は積層型半導体装置の平面図、（ｂ）は積層型半導体装置の底面
図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成を示
す説明図であり、（ａ）は積層型半導体装置の平面図、（ｂ）は積層型半導体装置の底面
図である。
【図８】本発明の第４実施形態にかかるプリント回路板の積層型半導体装置の製造工程の
一例を示す説明図である。
【図９】本発明の第４実施形態にかかるプリント回路板の積層型半導体装置の製造工程の
一例を示す説明図である。
【図１０】本発明の第５実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成を
示す説明図であり、（ａ）は積層型半導体装置の平面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線に沿
う断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２１】
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　［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成を
示す説明図であり、図１（ａ）は積層型半導体装置の平面図、図１（ｂ）は積層型半導体
装置の底面図である。図２は、図１（ａ）のＡ－Ａ線に沿う断面図である。
【００２２】
　図２に示すように、プリント回路板１００は、積層型半導体装置１５０と、プリント配
線板であるメイン基板１８０とを備えている。積層型半導体装置１５０は、メイン基板１
８０の両平面１８０ａ，１８０ｂのうち一方の平面１８０ａに実装されている。積層型半
導体装置１５０は、ＰｉＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積層型半導体
装置であり、第１の半導体パッケージ１０１と、第１の半導体パッケージ１０１上に積層
された第２の半導体パッケージ１０２とを備えている。
【００２３】
　まず、第１の半導体パッケージ１０１は、第１の半導体素子としての第１の半導体チッ
プ１０３と、第１の配線基板１０５とを有している。第１の配線基板１０５は、一方の平
面１０５ａと、一方の平面１０５ａとは反対側の他方の平面１０５ｂとを有している平板
状に形成された四角形状のインターポーザである。第１の配線基板１０５の一方の平面１
０５ａには、第１の半導体チップ１０３が実装され、他方の平面１０５ｂには、導体で形
成され、外部接続端子１９０が接続される複数のパッド１０６が形成されている。複数の
パッド１０６は、図１（ｂ）に示すように、互いに間隔をあけてアレイ状に配置されてい
る。
【００２４】
　図２に示すように、第１の半導体チップ１０３は、第１の配線基板１０５の平面１０５
ａ（又は平面１０５ｂ）に垂直な方向（法線方向）である矢印Ｘ方向から見て、第１の配
線基板１０５の面積よりも小面積に形成されている。第１の半導体チップ１０３は、第１
の配線基板１０５の一方の平面１０５ａにフェースアップで設けられ、第１の配線基板１
０５の一方の平面１０５ａに接着剤１０４で接着固定されている。そして、第１の半導体
チップ１０３は、複数の金属ワイヤ１０９で第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａ
に電気的に接続されている。
【００２５】
　なお、第１の半導体パッケージ１０１は、第１の半導体チップ１０３、第１の配線基板
１０５の一方の平面１０５ａ、及び金属ワイヤ１０９を封止する封止樹脂を有する構造で
もよいが、本第１実施形態では、封止樹脂を有さない構造の場合について説明する。
【００２６】
　また、第１の半導体チップ１０３は、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａにフ
ェースダウンで実装される場合であってよい。この場合には、第１の半導体チップ１０３
の突起電極により第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａに電気的に接続されている
構造であってもよい。その際、第１の半導体チップ１０３と第１の配線基板１０５との間
の突起電極は、封止樹脂により保護されている構造とするのがよい。第１の半導体チップ
１０３が第１の配線基板１０５にフェースダウンで実装された構造の場合、突起電極には
、はんだバンプやＣｕバンプ、Ａｕバンプを用いることができる。また、第１の半導体チ
ップ１０３と第１の配線基板１０５との間の樹脂にはシリカ入り熱硬化性樹脂を用いるこ
とができる。
【００２７】
　第２の半導体パッケージ１０２は、第２の半導体素子としての第２の半導体チップ１１
１と、第２の配線基板１１３と、を有している。第２の配線基板１１３は、一方の平面１
１３ａと、一方の平面１１３ａとは反対側の他方の平面１１３ｂとを有している平板状に
形成された四角形状のインターポーザである。第２の配線基板１１３は、矢印Ｘ方向から
見て、第１の配線基板１０５の面積よりも小面積に形成されている。そして、第２の配線
基板１１３は、矢印Ｘ方向から見て、第１の配線基板１０５の外周からはみ出さないよう
に、第１の配線基板１０５の領域内に配置されて、第１の配線基板１０５と重なっている
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。
【００２８】
　第２の配線基板１１３の一方の平面１１３ａには、第２の半導体チップ１１１が実装さ
れている。この第２の半導体チップ１１１は、矢印Ｘ方向から見て、第２の配線基板１１
３の面積よりも小面積に形成されている。第２の半導体チップ１１１は、第２の配線基板
１１３の一方の平面１１３ａにフェースアップで設けられ、接着剤１１２で接着固定され
ている。第２の半導体チップ１１１と第２の配線基板１１３の一方の平面１１３ａとは、
金属ワイヤ１１４で電気的に接続されている。そして、第２の配線基板１１３の一方の平
面１１３ａ、第２の半導体チップ１１１及び金属ワイヤ１１４が第１の封止樹脂１１５で
封止されている。
【００２９】
　なお、第２の半導体チップ１１１は、第２の配線基板１１３の一方の平面１１３ａにフ
ェースダウンで実装される場合であってもよい。この場合には、第２の半導体チップ１１
１の突起電極により第２の配線基板１１３の一方の平面１１３ａに電気的に接続されてい
る構造であってもよい。
【００３０】
　本第１実施形態では、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａと第２の配線基板１
１３の一方の平面１１３ａとが互いに対向するように配置されている。第１の配線基板１
０５の一方の平面１０５ａには、複数の電極１１０（図１（ａ））が形成されており、第
２の配線基板１１３の他方の平面１１３ｂには、複数の電極１１６（図１（ａ））が形成
されている。各電極１１０と各電極１１６とは、それぞれ金属ワイヤ１２１で電気的に接
続されている。このように複数の金属ワイヤ１２１で第１の配線基板１０５と第２の配線
基板１１３とが接続されているので、はんだボールで接続する場合と比較して、配線密度
を向上させることができる。本第１実施形態の金属ワイヤ１０９，１１４，１２１として
は、例えば金ワイヤや銅ワイヤ、銀ワイヤを用いることができる。
【００３１】
　第１の半導体チップ１０３は、例えばＣＰＵ等であり、第２の半導体チップ１１１は、
例えばメモリ等である。そして、第１の半導体チップ１０３と第２の半導体チップ１１１
とは、配線基板１０５，１１３及び金属ワイヤ１２１を介して、信号の送受信を行う。第
１の半導体チップ１０３は、１つであっても複数であってもよく、また、第２の半導体チ
ップ１１１も、１つであっても複数であってもよい。
【００３２】
　図２に示すように、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａ、第１の半導体チップ
１０３、金属ワイヤ１２１及び第２の半導体パッケージ１０２は、第２の封止樹脂１２２
により封止されている。第２の封止樹脂１２２の樹脂材は、第１の封止樹脂１１５と同一
樹脂材であってもよいし、異なる樹脂材であってもよい。
【００３３】
　プリント配線板であるメイン基板１８０は、一方の平面１８０ａに、積層型半導体装置
１５０の第１の配線基板１０５に形成されたパッド１０６と相対する位置に、導体からな
るパッド１８１が複数形成されている。そして、各パッド１０６と各パッド１８１とがそ
れぞれ外部接続端子１９０で電気的及び物理的に接続されている。外部接続端子１９０と
しては、例えばはんだボールや、剛球にはんだの膜を形成したボール、Ｃｕピラー、Ａｕ
ピラー等を用いることができる。
【００３４】
　本第１実施形態では、積層型半導体装置１５０は、第１の半導体パッケージ１０１と第
２の半導体パッケージ１０２との間に介在された板部材１２３を備えている。本第１実施
形態では、板部材１２３は、第１の半導体チップ１０３と第１の封止樹脂１１５との間に
介在される。
【００３５】
　板部材１２３は、第１及び第２の封止樹脂１１５，１２２よりも線膨張係数が大きい部
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材であり、本第１実施形態では、第１の半導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１及び第２
の半導体パッケージ１０２と共に第２の封止樹脂１２２で封止されている。
【００３６】
　第１の半導体チップ１０３上には、接着剤１２４によりスペーサ１２５が接着されてい
る。スペーサ１２５上には接着剤１２６により板部材１２３が接着されている。なお、第
１の半導体チップ１０３が第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａにフェースダウン
で実装された場合は、このスペーサ１２５は不要であり、半導体チップ１０３の露出面に
接着剤で板部材１２３が接着される。板部材１２３上には接着剤１２７により第２の半導
体パッケージ１０２の第１の封止樹脂１１５が接着されている。
【００３７】
　本第１実施形態の材料として例えば接着剤１０４，１１２，１２４，１２６，１２７に
熱硬化性樹脂シートを、封止樹脂１１５，１２２にはシリカ入り熱硬化性樹脂を用いるこ
とができる。その場合、接着剤１０４，１１２，１２４，１２６，１２７の線膨張係数は
５．０～８．０Ｅ－０５／Ｋ程度であり、封止樹脂１１５，１２２の線膨張係数は０．９
～１．３Ｅ－０５／Ｋ程度である。
【００３８】
　またメイン基板１８０としては、例えば、基材にガラスエポキシ樹脂、配線層に銅箔を
用いることができる。そのときのメイン基板１８０の線膨張係数は１．４～１．６Ｅ－０
５／Ｋ程度である。
【００３９】
　また封止樹脂１１５，１２２よりも大きい線膨張係数を有する板部材１２３は、メイン
基板１８０よりも大きい線膨張係数を有していることが好ましい。例えば板部材１２３を
構成する材料としては、樹脂材料では線膨張係数が４～８Ｅ－０５／Ｋ程度のエポキシ樹
脂、金属材料では１．７Ｅ－０５／Ｋ程度の銅系合金を使用することができる。
【００４０】
　つまり、第１の封止樹脂１１５及び第２の封止樹脂１２２は、第１の半導体チップ１０
３及び第２の半導体チップ１１１を保護するため、第１の半導体チップ１０３及び第２の
半導体チップ１１１の線膨張係数に近い線膨張係数の樹脂としている。したがって、メイ
ン基板１８０は、半導体チップ１０３，１１１及び封止樹脂１１５，１２２よりも線膨張
係数が大きい。また、積層型半導体装置１５０は、ＰｉＰ型であるため、ＭＣＰ型の積層
型半導体装置よりも封止樹脂の矢印Ｘ方向の厚さが大きい。
【００４１】
　そこで、本第１実施形態では、板部材１２３の線膨張係数を封止樹脂１１５，１２２の
線膨張係数よりも大きくしている。これにより、板部材１２３の周囲の熱膨張による変位
を増加させることができ、第１の配線基板１０５の熱膨張による変位を増加させることが
できる。したがって、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａの変位量と、これに対
向するメイン基板１８０の平面１８０ａの変位量との変位差が小さくなり、外部接続端子
１９０にかかる歪力を低減することができ、外部接続端子１９０の歪みを低減できる。こ
れにより、パッド１０６と外部接続端子１９０との接続面、及び外部接続端子１９０とパ
ッド１８１との接続面に発生する破断を抑制することができ、積層型半導体装置１５０と
メイン基板１８０との接続の信頼性を向上させることができる。よって、積層型半導体装
置１５０の寿命を向上させることができる。
【００４２】
　また、板部材１２３は、メイン基板１８０と比較しても大きい線膨張係数を有している
ため、積層型半導体装置１５０及びメイン基板１８０の熱膨張に伴う変位の不整合をより
効果的に低減することができる。
【００４３】
　ここで、複数の外部接続端子１９０のうち、積層型半導体装置１５０及びメイン基板１
８０の熱膨張により歪力が最も大きく作用するのは、図１（ｂ）に示す第１の配線基板１
０５の４つの隅部１０８に位置する４つの外部接続端子１９１である。
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【００４４】
　本第１実施形態では、板部材１２３は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、矢印
Ｘ方向（図２）から見て、第１の配線基板１０５よりも小面積の略四角形状の板本体１３
１と、板本体１３１の各隅部からそれぞれ突出する４つの突出片１３２とからなる。
【００４５】
　各突出片１３２は、矢印Ｘ方向から見て、板本体１３１から、複数のパッド１０６のう
ち第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８に配置された４つの隅部パッド１０７の位置
までそれぞれ突出するように形成されている。
【００４６】
　このように、第１の配線基板１０５が四角形状であるので、板部材１２３は、４つの隅
部１０８に対応して、４つの突出片１３２を有しているのがよい。なお、突出片１３２の
数は、４つよりも少なくてもよく、４つに限定するものではない。ここで、隣り合う２つ
の突出片１３２の間の領域Ｒは、金属ワイヤ１２１を配線するための領域となっている。
【００４７】
　このように突出片１３２を設けることで、金属ワイヤ１２１を配線する領域Ｒを確保し
つつ、隅部パッド１０７に接続される外部接続端子１９１にかかる歪力を効果的に低減す
ることができる。また、板部材１２３は、第１の配線基板１０５の４隅部１０８に位置す
る外部接続端子１９１だけでなく、その周囲の外部接続端子に発生する歪みも低減できる
。これにより、パッド１０６と外部接続端子１９０との接続面（特に隅部パッド１０７と
外部接続端子１９１との接続面）、及び外部接続端子１９０（特に外部接続端子１９１）
とパッド１８１との接続面に発生する破断を効果的に抑制することができる。よって、積
層型半導体装置１５０とメイン基板１８０との接続の信頼性をより向上させることができ
、積層型半導体装置１５０の寿命をより向上させることができる。
【００４８】
　図３及び図４は、本発明の第１実施形態にかかるプリント回路板１００の積層型半導体
装置１５０の製造工程の一例を示す説明図である。図３（ａ）は、積層型半導体装置１５
０の製造工程におけるスペーサ固着工程を示す説明図である。図３（ｂ）は、積層型半導
体装置１５０の製造工程における第１の固着工程を示す説明図である。図３（ｃ）は、積
層型半導体装置１５０の製造工程における第２の固着工程を示す説明図である。図３（ｄ
）は、積層型半導体装置１５０の製造工程におけるワイヤボンディング工程を示す説明図
である。図４（ａ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程における封止工程を示す説明
図である。図４（ｂ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程における外部接続端子取付
工程を示す説明図である。図４（ｃ）は、積層型半導体装置１５０の製造工程における個
片化工程を示す説明図である。図４（ｄ）は、製造された積層型半導体装置１５０をメイ
ン基板１８０に搭載する搭載工程を示す説明図である。
【００４９】
　まず、図３（ａ）に示すように、複数の第１の半導体パッケージ１０１が連結されたシ
ート状態の半導体装置１４０の上に接着剤１２４として熱硬化性樹脂シートを用いてスペ
ーサ１２５を接着し、接着剤１２４を熱硬化させる。
【００５０】
　次に、図３（ｂ）に示すように、板部材１２３を、複数並べて配置した第１の半導体パ
ッケージ１０１上に各々供給して、各板部材１２３を各第１の半導体パッケージ１０１に
それぞれ固着する。具体的には、半導体パッケージ１０１上に設けたスペーサ１２５上に
接着剤１２６としての熱硬化性樹脂シートを用いて板部材１２３を接着し、接着剤１２６
を熱硬化させる。ここで、板部材１２３は、図１（ｂ）に示すように、板本体１３１と突
出片１３２とで構成されており、板部材１２３の板本体１３１が第１の半導体パッケージ
１０１上に固着される。その際、板本体１３１は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な
方向から見て、第１の配線基板１０５の外周からはみ出さない位置、即ち第１の半導体チ
ップ１０３上のスペーサ１２５上に固着される。
【００５１】
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　次に、図３（ｃ）に示すように、各板部材１２３上に、それぞれ第２の半導体パッケー
ジ１０２を供給し、各第２の半導体パッケージ１０２を各板部材１２３にそれぞれ固着す
る。具体的には、板部材１２３上に、第２の半導体パッケージ１０２を接着剤１２７とし
て熱硬化性樹脂シートを用いて接着し、接着剤１２７を熱硬化させる。その際、第２の配
線基板１１３は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第１の配線基板１
０５の外周からはみ出さない位置、即ち板本体１３１上に固着される。
【００５２】
　次に、図３（ｄ）に示すように、各第１の配線基板１０５と各第２の配線基板１１３と
をそれぞれ金属ワイヤ１２１でワイヤボンディングにより電気的に接続する。ここで、第
２の配線基板１１３は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第１の配線
基板１０５よりも小面積であり、且つ第１の配線基板１０５の領域内に配置されており、
第１の配線基板１０５の外周からはみ出していない。また、板本体１３１は、第１の配線
基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第２の配線基板１１３の面積以下の面積であり
、且つ第２の配線基板１１３の領域内に配置されているので、第２の配線基板１１３の外
周からはみ出していない。したがって、ワイヤボンディングの作業時に板本体１３１が干
渉することがなく、ワイヤボンディングの作業性がよい。
【００５３】
　次に、図４（ａ）に示すように、各第１の半導体パッケージ１０１、各金属ワイヤ１２
１及び各第２の半導体パッケージ１０２と共に、各板部材１２３を、第２の封止樹脂１２
２で一括封止する。具体的には、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａ、第１の半
導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１、第２の半導体パッケージ１０２及び板部材１２３
を第２の封止樹脂１２２で一括封止する。その際、第２の封止樹脂１２２としてシリカ入
り熱硬化性樹脂を用いてトランスファーモールドにより封止し、第２の封止樹脂１２２を
熱硬化させる。
【００５４】
　次に、図４（ｂ）に示すように、第１の配線基板１０５の下面のパッドに外部接続端子
１９０としてはんだボールを搭載し、リフローにより接続する。次に、図４（ｃ）に示す
ように、第２の封止樹脂１２２と共にシート状態の半導体装置１４０をダイシングにより
切断して個々の積層型半導体装置１５０に個片化する。次に、図４（ｄ）に示すように、
積層型半導体装置１５０を、外部接続端子１９０を介してメイン基板１８０にリフローに
より接続する。
【００５５】
　このような製造方法で積層型半導体装置１５０を製造することにより、第１の半導体パ
ッケージ１０１や第２の半導体パッケージ１０２に予め特別な加工を施すことなく、積層
型半導体装置１５０の４隅に接続される外部接続端子１９１に発生する歪みを低減できる
。また組み合わせる第１の半導体パッケージ１０１や第２の半導体パッケージ１０２の形
状を変更した場合でも、その形状に合わせて容易に板部材１２３の形状を変更することが
できる。
【００５６】
　なお、本第１実施形態の第１の固着工程において、板部材が複数連結された状態のシー
ト状板材を第１の半導体パッケージ上に供給するようにしてもよい。その際、個片化工程
では、第２の封止樹脂と共にシート状板材及びシート状の半導体装置が切断されることと
なる。
【００５７】
　次に、プリント回路板１００の効果を確認すべく、積層型半導体装置１５０に設けた外
部接続端子１９０に発生するせん断応力を、構造解析により算出した。温度条件は一般的
に信頼性試験として行われる温度サイクル試験条件である、高温側が１２５℃、低温側が
－２５℃とした。
【００５８】
　積層型半導体装置１５０の第１の半導体パッケージ１０１の構造解析モデルは以下のよ
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うに設定した。第１の配線基板１０５は、導体に銅箔を使用した１８ｍｍ□、０．５ｍｍ
厚、線膨張係数１．４７Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率３９Ｇｐａのガラスエポキシ基板とした
。また、第１の半導体チップ１０３の構造解析モデルは、７ｍｍ□、０．０８ｍｍ厚、線
膨張係数２．５０Ｅ－０６／Ｋ、ヤング率１７０ＧｐａのＳｉ半導体チップとした。第１
の半導体チップ１０３と第１の配線基板１０５との接続はフェースダウン実装した。第１
の半導体チップ１０３と第１の配線基板１０５との間は、０．０２ｍｍ厚、線膨張係数３
．３０Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率７Ｇｐａのシリカ入り熱硬化性樹脂で保護された構造とし
た。また第１の配線基板１０５の下面には、外部接続端子１９０として、径０．３ｍｍ高
さ０．３ｍｍのはんだボールを０．５ｍｍピッチで配置した。はんだボールの線膨張整数
は２．１Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率は４４Ｇｐａとした。
【００５９】
　第２の半導体パッケージ１０２の構造解析モデルは以下のように設定した。第２の半導
体パッケージ１０２は、第２の半導体チップ１１１が２枚フェースアップ実装により搭載
され、第１の封止樹脂１１５により封止された構造とした。
【００６０】
　第２の配線基板１１３は、導体に銅箔を使用した１４ｍｍ□、０．２４ｍｍ厚、線膨張
係数１．４７Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率３９Ｇｐａのガラスエポキシ基板とした。また第２
の半導体チップ１１１は７ｍｍ□、０．０６ｍｍ厚、線膨張係数２．５０Ｅ－０６／Ｋ、
ヤング率１７０ＧｐａのＳｉ半導体チップとした。１枚目の第２の半導体チップは、熱硬
化性樹脂シートを用いて第２の配線基板１１３に接着されており、２枚目の第２の半導体
チップは、熱硬化性樹脂シートを用いて１枚目の半導体チップ上に接着した。熱硬化性樹
脂シートは７ｍｍ□、０．０２ｍｍの厚さであり、線膨張係数は７．３Ｅ－０５／Ｋ、ヤ
ング率２．４Ｇｐａとした。第１の封止樹脂１１５はシリカ入り熱硬化性樹脂でありその
厚さは第２の配線基板１１３の表面から０．３１ｍｍ、線膨張係数は１．１３Ｅ－０５／
Ｋ、ヤング率２０Ｇｐａとした。
【００６１】
　また板部材１２３の厚さは０．０５ｍｍとし、１４ｍｍ□の四角形の板本体１３１の４
隅から２ｍｍ幅の突出片１３２が第１の配線基板１０５の４隅部１０８に向かって延び、
その端面が第１の配線基板１０５の端面と同一平面となる形状とした。
【００６２】
　板部材１２３の材質は銅合金とし、線膨張係数は１．７－０５／Ｋ、ヤング率は１２７
Ｇｐａとした。板部材１２３の突出片１３２は、隅部１０８に位置する外部接続端子１９
１としてのはんだボールの直上を覆う形状とした。
【００６３】
　第１の半導体パッケージ１０１と板部材１２３とを接着する接着剤、板部材１２３と第
２の半導体パッケージ１０２とを接着する接着剤はシリカ入り熱硬化性樹脂とした。シリ
カ入り熱硬化性樹脂の厚さは０．０２ｍｍ、線膨張係数は８．０Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率
は３３Ｇｐａとし、第１の半導体パッケージ１０１と板部材１２３との間では７ｍｍ□、
板部材１２３と第２の半導体パッケージ１０２との間では１４ｍｍ□とした。
【００６４】
　第１の半導体パッケージ１０１、第２の半導体パッケージ１０２及び板部材１２３の封
止には、第１の封止樹脂としてシリカ入り熱硬化性樹脂を用いることとした。その厚さは
第１の配線基板１０５の表面から０．８９ｍｍ、線膨張係数は１．１３Ｅ－０５／Ｋ、ヤ
ング率は２０Ｇｐａとした。
【００６５】
　またはんだボールを介して積層型半導体装置１５０を接続するメイン基板１８０は、導
体に銅箔を使用した３６ｍｍ□、０．５ｍｍ厚、線膨張係数１．４７Ｅ－０５／Ｋ、ヤン
グ率３９Ｇｐａのガラスエポキシ基板とした。はんだボールを除く、積層型半導体装置１
５０の各層は同軸中心で積層されている。
【００６６】
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　また、比較対象として板部材を用いない積層型半導体装置に関しても積層型半導体装置
の外部接続端子に発生するせん断応力を構造解析により算出した。
【００６７】
　板部材を用いない積層型半導体装置の第１の半導体パッケージとしては、本第１実施形
態による第１の半導体パッケージ１０１のモデルを用いた。また板部材を用いない積層型
半導体装置の第２の半導体パッケージとしては、板部材を用いない分、封止樹脂厚を本第
１実施形態による第２の半導体パッケージ１０２よりも０．０７ｍ厚くした第２の半導体
パッケージのモデルを用いた。
【００６８】
　板部材を用いない積層型半導体装置の第１の半導体パッケージと第２の半導体パッケー
ジの接着剤は、本第１実施形態による積層型半導体装置のモデルと同様に、シリカ入り熱
硬化性樹脂とした。シリカ入り熱硬化性樹脂は７ｍｍ□、厚さは０．０２ｍｍ、線膨張係
数は８．０Ｅ－０５／Ｋヤング率は３３Ｇｐａとした。
【００６９】
　板部材を用いない積層型半導体装置の第１の半導体パッケージと第２の半導体パッケー
ジの封止には封止樹脂としてシリカ入り熱硬化性樹脂を用いることとした。その厚さは本
第１実施形態による積層型半導体装置のモデルと同様に、第１の配線基板の表面から０．
８２ｍｍ、線膨張係数は１．１３Ｅ－０５／Ｋ、ヤング率は２０Ｇｐａとした。板部材を
用いない積層型半導体装置のモデルも、はんだボールを除く各層は、同軸中心で積層され
ている。またメイン基板は、本第１実施形態による積層型半導体装置のモデルと同様に、
導体に銅箔を使用した３６ｍｍ□、０．５ｍｍ厚、線膨張係数１．４７Ｅ－０５／Ｋ、ヤ
ング率３９Ｇｐａのガラスエポキシ基板とした。
【００７０】
　図５は、本発明の第１実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置と、板部材を
用いない積層型半導体装置との外部接続端子に発生するせん断応力の比較結果を示すグラ
フである。複数の外部接続端子のうち、外周の外部接続端子であって、第１の配線基板の
隅部に対応する外部接続端子を１番とし、基板外周に沿って順次外部接続端子に昇べきの
順で番号を付与した。本第１実施形態のモデルによる積層型半導体装置の外部接続端子は
、１～３番までがその直上を板の突出片で覆われており、４番はその直上の半分が板の突
出片で覆われているものとした。
【００７１】
　図５に示すように、基板隅の外部接続端子に最も高い応力が発生しているが、本第１実
施形態による積層型半導体装置の外部接続端子は、板部材の突出片の効果により、せん断
応力が約一割低下していることが確認できた。
【００７２】
　次に、本第１実施形態による積層型半導体装置の構造のモデルと、板部材を用いない積
層型半導体装置の構造のモデルとを用いて、第１の配線基板の４隅に位置する外部接続端
子に発生する歪みを算出した。
【００７３】
　板部材を用いない積層型半導体装置の構造の場合、第１の配線基板の４隅の外部接続端
子に発生する歪みは、約０．００８４であった。これに対し、本第１実施形態による積層
型半導体装置の構造の場合、第１の配線基板の４隅の外部接続端子に発生する歪みは、約
０．００４０と、比較例の半分以下であった。
【００７４】
　次にこの歪みの値を用い、于強、白鳥正樹著「ＢＧＡはんだ接合部の形状を考慮した疲
労寿命評価」エレクトロニクス実装学会誌　１［４］２７８～２８３　（１９９８）の文
献の記載に基づいて、温度サイクル試験による外部接続端子の破断寿命を確認した。
【００７５】
　板部材を用いない積層型半導体装置の構造の場合、第１の配線基板の４隅の外部接続端
子の破断寿命が約１４００サイクル相当だった。これに対し、本第１実施形態による積層
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型半導体装置の構造の外部接続端子の破断寿命は６３００サイクル相当と、比較例の４倍
以上の接続信頼性の向上が確認できた。
【００７６】
　［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置について説明す
る。図６は、本発明の第２実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成
を示す説明図であり、図６（ａ）は積層型半導体装置の平面図、図６（ｂ）は積層型半導
体装置の底面図である。なお、図６に示す本第２実施形態の積層型半導体装置おいて上記
第１実施形態の積層型半導体装置と同様の構成については、同一符号を付して説明を省略
する。
【００７７】
　本第２実施形態の積層型半導体装置２５０は、上記第１実施形態の板部材１２３とは異
なる形状の板部材２２３を備えているものである。板部材２２３は、上記第１実施形態と
同様、第１及び第２の封止樹脂（不図示）よりも線膨張係数が大きい部材である。
【００７８】
　板部材２２３は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第１の配線基板
１０５よりも小面積の略四角形状の板本体２３１と、板本体２３１の各隅部からそれぞれ
突出する４つの突出片２３２とからなる。
【００７９】
　各突出片２３２は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、板本体２３１
から、複数のパッド１０６のうち第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８に配置された
４つの隅部パッド１０７の位置までそれぞれ突出するように形成されている。
【００８０】
　このように、第１の配線基板１０５が四角形状であるので、板部材２２３は、４つの隅
部１０８に対応して、４つの突出片２３２を有しているのがよい。なお、突出片２３２の
数は、４つよりも少なくてもよく、４つに限定するものではない。ここで、隣り合う２つ
の突出片２３２の間の領域Ｒは、金属ワイヤ１２１を配線するための領域となっている。
【００８１】
　突出片２３２は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、隅部パッド１０
７の外形を覆う大きさに形成された先端部２４１と、板本体２３１と先端部２４１とを連
結し、先端部２４１よりも幅狭に形成された連結部２４２とを有している。本第２実施形
態では、突出片２３２の形状は、隅部１０８へ向かって末広がりの形状になっている。
【００８２】
　連結部２４２を幅狭に形成したことにより、第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８
の隅部パッド１０７（外部接続端子１９１）直上を突出片２３２で覆いつつも、金属ワイ
ヤ１２１を配置する領域Ｒの面積を第１実施形態よりも増やすことができる。金属ワイヤ
１２１を配置する領域Ｒの、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見た面積を増
やすことができるので、金属ワイヤ１２１の接続本数を増やすことができ、積層型半導体
装置２５０内で一度に処理できる情報量が増やすことができる。これにより積層型半導体
装置３０２をより高機能化ができる。また、突出片２３２の先端部２４１が、第１の配線
基板１０５の平面に垂直な方向から見て、隅部パッド１０７（外部接続端子１９１）を覆
っているため、突出片２３２による外部接続端子１９１に発生する歪みを低減する効果が
保持される。
【００８３】
　［第３実施形態］
　次に、本発明の第３実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置について説明す
る。図７は、本発明の第３実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構成
を示す説明図であり、図７（ａ）は積層型半導体装置の平面図、図７（ｂ）は積層型半導
体装置の底面図である。なお、図７に示す本第３実施形態の積層型半導体装置おいて上記
第１実施形態の積層型半導体装置と同様の構成については、同一符号を付して説明を省略



(14) JP 5921297 B2 2016.5.24

10

20

30

40

50

する。
【００８４】
　本第３実施形態の積層型半導体装置３５０は、上記第１及び第２実施形態の板部材１２
３，２２３とは異なる形状の板部材３２３を備えているものである。板部材３２３は、上
記第１及び第２実施形態と同様、第１及び第２の封止樹脂（不図示）よりも線膨張係数が
大きい部材である。
【００８５】
　板部材３２３は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第１の配線基板
１０５よりも小面積の略四角形状の板本体３３１と、板本体３３１の各隅部からそれぞれ
突出する４つの突出片３３２とからなる。
【００８６】
　各突出片３３２は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、板本体３３１
から、複数のパッド１０６のうち第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８に配置された
４つの隅部パッド１０７の位置までそれぞれ突出するように形成されている。
【００８７】
　このように、第１の配線基板１０５が四角形状であるので、板部材３２３は、４つの隅
部１０８に対応して、４つの突出片３３２を有しているのがよい。なお、突出片３３２の
数は、４つよりも少なくてもよく、４つに限定するものではない。ここで、隣り合う２つ
の突出片３３２の間の領域Ｒは、金属ワイヤ１２１を配線するための領域となっている。
【００８８】
　突出片３３２は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、隅部パッド１０
７の外形を覆う大きさに形成された先端部３４１と、板本体３３１と先端部３４１とを連
結し、先端部３４１よりも幅狭に形成された連結部３４２とを有している。
【００８９】
　突出片の先端部及び連結部の形状は、上記第２実施形態の形状に限定するものではない
。突出片３３２の先端部３４１の形状は、第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８の隅
部パッド１０７（外部接続端子１９１）直上で、隅部パッド１０７の外形を覆う円形とし
てもよい。そして、円形状の先端部３４１の直径よりも幅狭の連結部３４２で、板本体３
３１と先端部３４１とを接続する形状にしてもよい。
【００９０】
　突出片３３２をこのような形状にしても、隅部パッド１０７（外部接続端子１９１）の
直上を、先端部３４１で覆いつつも、金属ワイヤ１２１を配置する領域Ｒの面積を上記第
１実施形態よりも増やすことができ、積層型半導体装置３５０をより高機能化できる。
【００９１】
　なお、突出片の先端部の形状は、第２及び第３実施形態の形状に限定するものではなく
、先端部が外部接続端子１９１の直上で、外部接続端子１９１の外形を覆う面積を有して
いればよく、例えば三角形や四角形のような多角形であってもよい。また、連結部の形状
も第２及び第３実施形態の形状に限定するものではない。
【００９２】
　［第４実施形態］
　次に、本発明の第４実施形態に係るプリント回路板の積層半導体装置の製造方法につい
て説明する。図８及び図９は、本発明の第４実施形態にかかるプリント回路板４００の積
層型半導体装置４５０の製造工程の一例を示す説明図である。図８（ａ）は、積層型半導
体装置４５０の製造工程における第１の固着工程を示す説明図である。図８（ｂ）は、積
層型半導体装置４５０の製造工程における第２の固着工程を示す説明図である。図８（ｃ
）は、積層型半導体装置４５０の製造工程におけるワイヤボンディング工程を示す説明図
である。図８（ｄ）は、積層型半導体装置４５０の製造工程における封止工程を示す説明
図である。図９（ａ）は、積層型半導体装置４５０の製造工程における外部接続端子取付
工程を示す説明図である。図９（ｂ）は、積層型半導体装置４５０の製造工程における個
片化工程を示す説明図である。図９（ｃ）は、製造された積層型半導体装置４５０をメイ
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ン基板１８０に搭載する搭載工程を示す説明図である。上記第１実施形態では、第１の半
導体パッケージが複数連結されたシート状の半導体装置を用いて積層型半導体装置を製造
したが、本第５実施形態では、板部材が複数連結された状態のシート状板材を用い、第１
の半導体パッケージは個片化されたものを用いている。
【００９３】
　まず図８（ａ）に示すように、上記第１～第３実施形態と略同様の構成の板部材４２３
が連結されたシート状板材４４０を、個片化された複数の第１の半導体パッケージ１０１
上に供給して、各板部材４２３を各第１の半導体パッケージ１０１にそれぞれ固着する。
具体的には、各第１の半導体パッケージ１０１上に接着剤１２６として熱硬化性樹脂シー
トを用いて連結されたシート状態のシート状板材４４０を接着し、接着剤１２６を熱硬化
させる。
【００９４】
　ここで、本第４実施形態では、シート状態の半導体装置が各第１の半導体パッケージ１
０１に個片化されているので、検査済みの第１の半導体パッケージ１０１を用いることが
できる。同様に、第２の半導体パッケージ１０２も個片化されているので、検査済みの第
２の半導体パッケージ１０２を用いることができる。したがって、本第４実施形態では、
この第１の固着工程に先立って、各第１の半導体パッケージ１０１及び各第２の半導体パ
ッケージ１０２の動作を検査しておき、第１の固着工程では、検査済みの第１及び第２の
半導体パッケージ１０１，１０２を用いている。
【００９５】
　次に、図８（ｂ）に示すように、シート状板材４４０の各板部材４２３上に、それぞれ
第２の半導体パッケージ１０２を供給し、各第２の半導体パッケージ１０２を各板部材４
２３にそれぞれ固着する。具体的には、各板部材上に、各第２の半導体パッケージ１０２
を接着剤１２７としての熱硬化性樹脂シートを用いて接着し、接着剤１２７を熱硬化させ
る。
【００９６】
　次に、図８（ｃ）に示すように、各第１の配線基板１０５と各第２の配線基板１１３と
をそれぞれ金属ワイヤ１２１でワイヤボンディングにより電気的に接続する。
【００９７】
　次に、図８（ｄ）に示すように、各第１の半導体パッケージ１０１、各金属ワイヤ１２
１及び各第２の半導体パッケージ１０２と共に、各板部材４２３を、第２の封止樹脂１２
２で一括封止する。具体的には、第１の配線基板１０５の一方の平面１０５ａ、第１の半
導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１、第２の半導体パッケージ１０２及び板部材４２３
を第２の封止樹脂１２２で一括封止する。その際、第２の封止樹脂１２２としてシリカ入
り熱硬化性樹脂を用いてトランスファーモールドにより封止し、第２の封止樹脂１２２を
熱硬化させる。
【００９８】
　次に、図９（ａ）に示すように、第１の配線基板１０５の下面のパッドに外部接続端子
１９０としてはんだボールを搭載し、リフローにより接続する。次に、図９（ｂ）に示す
ように、第２の封止樹脂１２２と共にシート状板材４４０をダイシングにより切断して個
々の積層型半導体装置４５０に個片化する。
【００９９】
　ここで、個片化された積層型半導体装置４５０では、板部材４２３の突出片の端面が、
上記第１～第３実施形態と異なって外部に露出しており、突出片の端面を除く部分が第２
の封止樹脂１２２で封止されている。このように、板部材４２３の一部分が第２の封止樹
脂１２２で封止されずに外部に露出している場合であっても、板部材４２３の大部分は第
２の封止樹脂１２２で封止されているので、板部材４２３は第２の封止樹脂１２２で封止
されているといえる。
【０１００】
　次に、図９（ｃ）に示すように、積層型半導体装置４５０を、外部接続端子１９０を介
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してメイン基板１８０にリフローにより接続し、プリント回路板４００が作製される。
【０１０１】
　このように積層型半導体装置４５０を製造することにより、予め板部材４２３を個片化
しておく必要がないため、積層型半導体装置４５０の生産性を向上させることができる。
【０１０２】
　また、シート状態の半導体装置では動作検査を実施するのは困難であるが、本第４実施
形態では、個片状態の半導体パッケージ１０１を使用しているので、動作検査を実施する
のは容易であり、バーンイン検査などのスクリーニング検査も実施できる。そのため、積
層型半導体装置の製造に用いる半導体パッケージ１０１として、予め良品保証された半導
体パッケージを使用することができ、より歩留まり高く積層型半導体装置４５０を製造す
ることができる。
【０１０３】
　また、シート状板材４４０に個片状態の半導体パッケージ１０１を接着すれば、複数の
半導体パッケージ１０１を一括で、第２の封止樹脂１２２により封止できるため、積層型
半導体装置４５０の生産性を向上させることができる。
【０１０４】
　なお、外部接続端子１９０は、板部材４２３及び第２の半導体パッケージ１０２を接着
する前に、予め半導体パッケージ１０１の下面に形成しておいてもよい。
【０１０５】
　［第５実施形態］
　次に、本発明の第５実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置について説明す
る。図１０は、本発明の第５実施形態に係るプリント回路板の積層型半導体装置の概略構
成を示す説明図であり、図１０（ａ）は積層型半導体装置の平面図、図１０（ｂ）は図１
０（ａ）のＢ－Ｂ線に沿う断面図である。なお、図１０に示す本第５実施形態の積層型半
導体装置おいて上記第１実施形態の積層型半導体装置と同様の構成については、同一符号
を付して説明を省略する。
【０１０６】
　図１０（ｂ）に示すように、プリント回路板５００は、積層型半導体装置５５０と、プ
リント配線板としてのメイン基板１８０とを備えている。積層型半導体装置５５０は、メ
イン基板１８０の両平面１８０ａ，１８０ｂのうち一方の平面１８０ａに実装されている
。積層型半導体装置５５０は、ＰｉＰ（Ｐａｃｋａｇｅ　ｉｎ　Ｐａｃｋａｇｅ）型の積
層型半導体装置であり、第１の半導体パッケージ５０１と、上記第１実施形態と同様の構
成の第２の半導体パッケージ１０２と、を備えている。
【０１０７】
　第１の半導体パッケージ５０１は、上記第１実施形態と同様、第１の半導体チップ１０
３と、第１の配線基板１０５と、を有しているが、第１の半導体チップ１０３が、第１の
配線基板１０５にフェースダウンで実装されている点が上記第１実施形態と異なる。第１
の半導体チップ１０３は、複数の突起電極５０４により第１の配線基板１０５に電気的に
接続されている。第１の半導体チップ１０３と第１の配線基板１０５との間の突起電極５
０４は、第１の半導体チップ１０３と第１の配線基板１０５との間に充填された封止樹脂
５０５により保護されている。
【０１０８】
　本第５実施形態の積層型半導体装置５５０は、上記第１実施形態の板部材１２３とは異
なる形状の板部材５２３を備えている。板部材５２３は、上記第１実施形態と同様、第１
の封止樹脂１１５及び第２の封止樹脂１２２よりも線膨張係数が大きい部材である。
【０１０９】
　板部材５２３は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、第１の配線基板
１０５よりも小面積の略四角形状の板本体５３１と、板本体５３１の各隅部からそれぞれ
突出する４つの突出片５３２とからなる。
【０１１０】
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　各突出片５３２は、第１の配線基板１０５の平面に垂直な方向から見て、板本体５３１
から、複数のパッド１０６のうち第１の配線基板１０５の４つの隅部１０８に配置された
４つの隅部パッドの位置までそれぞれ突出するように形成されている。
【０１１１】
　このように、第１の配線基板１０５が四角形状であるので、板部材５２３は、４つの隅
部に対応して、４つの突出片５３２を有しているのがよい。なお、突出片５３２の数は、
４つよりも少なくてもよく、４つに限定するものではない。ここで、隣り合う２つの突出
片５３２の間の領域Ｒは、金属ワイヤ１２１を配線するための領域となっている。
【０１１２】
　第１の半導体パッケージ５０１の第１の半導体チップ１０３上には、接着剤５０６によ
り板部材５２３が接着されている。板部材５２３上には、接着剤５０８により第２の半導
体パッケージ１０２の第１の封止樹脂１１５が接着されている。そして、第１の配線基板
１０５の電極１１０と第２の配線基板１１３の電極１１６とは、金属ワイヤ１２１により
電気的に接続されている。そして、第１の半導体チップ１０３、金属ワイヤ１２１及び第
２の半導体パッケージ１０２と共に、板部材５２３は、第２の封止樹脂１２２により封止
されている。以上の構成の積層型半導体装置５５０は、はんだボール等の外部接続端子１
９０を介してメイン基板１８０に接続されている。
【０１１３】
　本第５実施形態における各突出片５３２は、板本体５３１よりも厚く形成されている。
このように、各突出片５３２の厚さが、板本体５３１の厚さよりも大きく形成されている
ので、第１の配線基板１０５の隅部１０８における隅部パッドに接続される外部接続端子
にかかる歪力を効果的に低減でき、外部接続端子の歪みを効果的に低減することができる
。なお、板本体５３１は相対的に各突出片５３２よりも厚さが薄く形成されているので、
積層型半導体装置５５０を薄型にすることもできる。
【０１１４】
　なお、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、多くの変形が本発
明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である。
【０１１５】
　上記第１～第５実施形態では、積層型半導体装置が外部接続端子を有していない場合に
ついて説明したが、積層型半導体装置がパッドに接続された外部接続端子を有している場
合であってもよい。
【０１１６】
　また、上記第１～第５実施形態では、第１の半導体パッケージに第２の半導体パッケー
ジが場合について説明したが、第２の半導体パッケージ上に更に１つ又は複数の半導体パ
ッケージが積層される場合についても適用可能である。
【０１１７】
　上記第１～第５実施形態では、第２の配線基板が第１の配線基板よりも小面積である場
合について説明したが、これに限定するものではなく、第２の配線基板が第１の配線基板
の面積以上の面積であってもよい。
【０１１８】
　また、上記第１～第５実施形態の板部材が、金属ワイヤ１２１を配線する領域を残して
、隣り合う２つの突出片の先端部同士を連結する梁部を更に有していてもよい。
【０１１９】
　また、上記第１～第５実施形態では、板部材の突出片が、第１の配線基板の平面に垂直
な方向から見て、第１の配線基板の外周からはみ出さないように形成される場合について
説明したが、これに限定するものではない。突出片の一部が、第１の配線基板の平面に垂
直な方向から見て、第１の配線基板の外周からはみ出している場合であってもよい。この
場合、突出片の端面或いは第１の配線基板の外周からはみ出した部分が第２の封止樹脂で
覆われていないこともあるが、板部材の大部分は封止樹脂で封止されており、板部材は封
止樹脂で封止されているといえる。
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【符号の説明】
【０１２０】
１００…プリント回路板、１０１…第１の半導体パッケージ、１０２…第２の半導体パッ
ケージ、１０３…第１の半導体チップ（第１の半導体素子）、１０５…第１の配線基板、
１０６…パッド、１０７…隅部パッド、１０８…隅部、１１１…第２の半導体チップ（第
２の半導体素子）、１１３…第２の配線基板、１１５…第１の封止樹脂、１２１…金属ワ
イヤ、１２２…第２の封止樹脂、１２３…板部材、１３１…板本体、１３２…突出片、１
５０…積層型半導体装置、１８０…メイン基板（プリント配線板）
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